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動機・反省・抱負

私は自分でも少し病気だと思っている。大学の授業

が面白くてしかたないのだ。物心ついた頃からくだら

ないと言い聞かされ，実際，級友の多くがつまらない

と言うあの大学の授業が，である。今期 (1999年度前

期)では特に，高橋憲一先生の科学史，申忠均先生の

韓国語，太田好信先生の文化人類学が興味深く，ワク

ワクなどという次元を超ぇ本当にハラハラしながら受

講した。そして，ここで紹介する「個別教養科目:少

人数ゼミナールB 日本と韓国(以下， r日本と韓国J
と略記)J もそうなるはず、だ、ったのだが……。

私は東京の大韓民国大使館のそばで育った。大使館

職員の中には，子供たちをインターナショナルスクー

ル等にではなく近くの公立小学校に通わせる人がいた。

おかげで私は多いときには級友に 3人の韓国人を持っ

た。日本で生まれ育った申くんは別だが，韓さんと金

くんは韓国からの転校生である O 当然，日本語を全く

話せないので，転校してきたばかりの頃は 2人はクラ

スでひどくおとなしくしていた印象がある O だが，こ

れまた当然のことだが打ち解けて私たちの輪に加わ

るようになるまでそれほど時間はかからなかった。私

たちは普通に遊び喧嘩した。

また，近所の商庖街には大使館のそばということも

あって，在日朝鮮人の人たちが経営する焼肉やキムチ

を扱う韓国料理庖のほか，韓国人向けのレンタルビデ

オ庖などもあり，私は自然と韓国に触れて小学生時代

を過ごしたといってよい。

しかし，中学に入り(韓さんと金くんは小学校を卒

業する前に韓国に帰り，私と申くんもお互い別の中学

校に進学した)社会的な知識を得るようになると，私

の韓国観が揺らぎ出した。まず韓国に対する親近感や

好意が基本にある O だが，ある程度共感できるものの，

あまりに固執した歴史観や各道間の対抗意識が根強い

反面，対外的には同胞意識が非常に強いことなどは違

和感を覚えた。今にして思えばそれは，普通に遊び喧

嘩した申くんや韓さんや金くんに ときには僻易して

しまうほど強烈な情念を抱く人物像をどうしても重ね

合わせることができなかった。そういうことだ、っ たと

こうぜん げん

経済学部 2年幸前 元

思う O

他方，朝鮮半島とそこに住む人たち，及び在日朝鮮

人に対する無根拠な蔑視の存在をはっきり意識するよ

うになってきた。この蔑視の発信源は主に私の両親だ

ったので，反抗期真っ只中の私のそうした蔑視に対す

る反発は増幅され その結果 私の韓国観は好意と違

和感と反発が合い塗れる混乱したものになってしまっ

た。

こうして文字にしてみると，私はいつも韓国のこと

を考え深いため息をついていたかのような感じがして

しまうが，決してそういうわけではない。だが，韓国

が気になる存在であったのは確かで、ある。韓国への小

さなわだかまりを抱きつつ，私は高校・浪人時代を過

ごしたO

転機は今年になって訪れた。より正確に言えば現在

進行形で展開している O 私は今年の 4月から九大

YMCA名島寮で生活している O そこには女性の韓国人

留学生が2名おり(うち 1人は 6月末に帰国した)， 

彼女らを含めた14人の男女と共同生活を送っている O

彼女たちと日々接することを通じて，私にはいろいろ

と感じることがあった。

第 lに挙げるべきことは私の韓国に対する知識の不

足である O 話をすればするほど自分が韓国について何

も知らないことに気づかされる O こんな程度で韓国に

関心があるなどと口にしてきた自分が恥ずかしい。

しかし，そのことを十分反省したうえで，私が小学

生のころすでに実感していた当たり前のこと，すなわ

ち，人として 1対 lで向かい合うとき，歴史や民族な

ど頭の中で築き上げていくものはそれほど重要ではな

いということも再確認でき安心している。

またその一方ではっきりしてきたことは，私がその

歴史だの民族だの といったこ とについて考えることが

かなり好きな種類の人間であるということだ。そうし

たものにからみ取られていると言っ た方がよい気さえ

する O というのも，私が韓国について語るとき，そこ

にはまるで実感というものが伴っていないことに気づ

かされたからである。おそらく今まで，一般に流布す
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韓国に比較的興味を持つ同世代の人たちと語り合う

中で，自分が真に感じていることを捉え直すことがで

きたら……。そんな期待を抱いて，私は『日本と韓国』

の授業に臨んだ。

授業は以下のように進められた。

授業初回の 4月13日に，韓国についての簡単なエッ

セーを書くことが求められ，それを元に50人程度の受

講希望者から19人に絞られた。19人の構成は 4年生 1

人 2年生 2人を除くと残りは全員 I年生である o 1 

年生の大半が法学部と工学部建築学科の学生であった。

後に韓国からの留学生金倫伶さんが加わった。

授業は 2部からなった。第 l部は韓国の歴史を調査

・報告することが目的である O まず 20人が 1班 4人

の 5班に分けられた。そして古代から現代までを 5つ

の期間に分け，各期間を l班が担当する O テキストと

して信太一郎『朝鮮の歴史と日本j(明石書庖)が受

講者 I人 1人に貸与された。各自が興味をもつことを

自由に調べてきてよいという担当の小山紘三先生の方

針もあり，報告の内容は政治・経済・文化と非常に多

岐にわたるものになった。

第 2部は日韓関係について考えることが目的である O

新たに受講者を 3つの班に分け，日韓関係の過去・現

在・未来について調査・報告がなされた。テキストと

して藤沢法峡『韓国との対話j(大月書応)が受講者

I人 1人に貸与された。ここでもテキストはたたき台

としての役割を演じ(私は全く読んでいない。小山先

生，ごめんなさい)，戦後補償や教科書問題を取り扱

ったものから，受験・コンビニ・食文化・住宅・映画

・観光・スポーツなどを論じたものまで，さまざまな

視点からの報告がなされた。

結果的に，この『日本と韓国』は，先に挙げた私の

期待に沿うものにはならなかった。授業の形式・内容

は，まず私の期待どおりのものだ、った。発表の後にそ

れに対するみんなの意見を交わす時聞が設けられてい

たからである O しかし 小山先生が「何か意見がある

人は ?Jとおっしゃっても誰も発言しないのだ。選抜

試験のようなものをわざわざ受けて受講している，つ

まりそこそこやる気のある者が集まってるはずなのに

誰も発言しないのだ。自分が抱いた共感や反発を伝え

ることが恥ずかしいのだろうか? それとも，それら

を表現するための言葉を持ち合わせないのだろうか?

私は大学に入学できる年齢の人にそうした言い訳は通

用しないと考える O

何度か小山先生がおっしゃっていたのだが，確かに，

議論を白熱したものにするには20人という人数はやや

多かったかもしれない。 3つぐらいのグループに分け

て討議をしても面白かっただろう O また， 授業へのや

る気は発言の回数だけで計られるべきものではない。

現に話すことは苦手そうだが， 着眼点がユニークでか

つ綿密に調べられたレポートを書 き いつもすばらし

い発表をしていた人を私は知っている(総じてレポー

トの質は高かったと思う)。

それにしても，長い沈黙が続くと私は寂しかったO

こんなつもりで受講したんじゃないと裏切 られたよう

な気になっていた。 もちろん，その責任の一端は受講

者の 1人である私にもある。上に書 き連ねた非難は，

そのまま私にも向けられるべきものである O

収穫もあった。韓国の歴史や現状について多くのこ

とを知ることができた。私は頭でっかちであるという

自覚があったから，知識にからみ取られたくない， 己

の実感を大事にしたいという思いが強かったが， 正確

な知識を豊富に身につけていくことで知識からの束縛

を突き破っていけると，今では信 じている。

私も負けてはい られないという 気持にさせてくれる

人に会えた。例えば l人は， 最近，在日韓国人の女の

子と知り合い，彼女を通して知った日韓の問題 を率直

に語ってくれた人である。また別の l人は， 区民セン

ターで聞かれている 日韓交流セミナーに自主的に参加

し，韓国についてより多くを知ろうとしている人であ

るO その他にも何人か，私にと って大きな刺激を与え

てくれた人がいた。どうもありがとう 。

学校側は私たちが真剣に価値をぶつけ合える機会 と

場所を提供してくれたO しかし，私たちはそうした好

意に応え られたとは思えない。そもそもそういった機

会なり場所なりは， 学校の外で自分で見つけてくるべ

きものだ。そんな当たり前のことをすっかり忘れてい

たことが，私にと って最大の反省点である O

私は今後も韓国についての独善的ではない知識を畜

え，日韓関係をしなやかに考える力を育んでいきたい。

そのために具体的には，第 2外国語として履修してい

る韓国語をも っとしっかり 学ぶこと，そして， 真に実

感していることを大事にしながらさまざまな人や書物

に触れていくことを実行しようと思う 。
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研究対象としての北九州市

課題の多い北九州市

昨年，大学院人間環境学研究科都市共生デザイン専

攻のいわゆる社会人ドクターコースに入学し，卒業以

来20年，再び学生証を持つ身になった。普段は北九州

市の外郭団体である北九州都市協会の研究部に勤めて

いる O 専門は都市工学ということになっているが仕事

の実態はまちづくり関連のなんでも請け負い業という

方がふさわしい。北九州市が抱える課題，難題の多さ

が業務の種々，煩雑さの背景となっている O

これまで仕事上，多くのまちを知る機会があったが，

北九州市ほど多様，多彩なテーマを抱える都市は珍し

い。出身地であることを抜きにしても職業的興味は尽

きないし，分野を問わず研究対象としても面白いに違

いない。ここでは北九州市に興味を持っていただく手

がかりとして，簡単な都市レビューを行いたい。

特色ある 5つの都市が 1つに

北九州市は1963年に門司，小倉，若松，八幡，戸畑

の5市対等合併により誕生した。合併の発想、は明治時

代に湖る O 門司と下関 戸畑と若松といった 2都市合

併の機運もあった。 1925年には都市計画法が5市一斉

に適用され一体的な都市建設が議論されるようになっ

た。しかし 5つもの都市の“対等合併"は世界的にも

例が無く，実現までには長い時聞が必要だ、った。

1973年工学部入学伊藤解子

“対等"が合併条件となったのは 5市が独自の形

成経緯をもち経済的自立性も高かったためである O 以

前は城下町小倉の他は小規模な集落が点在する程度の，

いわば“白地"が大きな地域であった。そこに，明治

期以降，大陸貿易，製鉄所建設， 軍需拡大への対応と

いった国の近代化への重点施策が集中的に投入され，

その中で 5つの特色ある都市が形成されていった。

まず，筑豊の石炭積出し港となった若松がいち早く

成長を開始し，対岸の戸畑も活気づいた。1889年に特

別輸出港に指定された門司では大陸へのゲートとして

独自の近代的な国際港湾都市形成が始ま った。八幡は

1897年の官営製鉄所設立を契機に工業都市として飛躍

的に成長し，戸畑も八幡製鉄の進出を受けて大正期か

ら大がかりな都市開発が始ま った。小倉は幕末の長州

戦争に敗れて長く停滞し成長開始は比較的遅い。しか

し鉄道拠点の商都として，また軍需都市として次第に

都市機能を高めていった。

戦前，既に人口約80万人の都市圏が形成され，戦後

も，政府が経済復興のため鉄と石炭への「傾斜生産J

施策を推進したことから，北九州地域は全国に先駆け

て急速な復興を開始した。しかし高度成長期に入り，

産業構造や技術・エネルギーの転換が進むなかで，北

九州地域は独自の成長を続けながらも全国的にみれば

相対的な地盤沈下に直面することになった。新たな産

業と地域浮上の活路を求めてこの時期ようやく合併が

実現し， 1963年北九州市が誕生した。

市街地鉱大と都市構造の 2極化

以来36年，市街地は一体化し，広い市域を結ぶ道路

ネットワーク整備も進んだ。今は旧 5市の垣根を感じ

ることはほとんどない。というより都市構造が大きく

変化し旧 5市の個性や地域意識は薄れてしまった。

“対等合併"は「多核都市構想Jによる街づくりを

進めることで合意を形成した。その定義は明確ではな

かったが，合併後もまちづくりのコンセプトとして引

き継がれ，公共投資も旧市間のバランスへの配慮が重

視された。しかし現実には 合併後間もなく行政や業
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務機能の小倉への統合，移転が進み，一方，八幡製鉄

は大幅な人員の移転，削減を進め，八幡，戸畑の活力

は低下しはじめた。大陸貿易を失った門司や石炭積出

し港の役割を終えた若松の沈滞も進んだ。他方，かな

りの過密居住であった従来の市街地から郊外に人口転

出が進んだ。市街化は小倉南と八幡西の 2方向に分か

れて内陸部に向かい 交通拠点の小倉と黒崎は賑わい

を増したが，他の拠点地区の商業は周辺人口の減少に

よってさらに後退せざるを得ない状況となった。

一方，道路，公園，下水道等の整備は着実に進めら

れ，旧 5市時代からのストックと合わせ，産業基盤，

生活基盤の施設面での充実度は，他の政令都市と比べ

て高い水準に達している O また，市民，行政，企業の

連携による工業公害の克服も大きく前進し，その実績

と成果は国際的にも高く評価されている O

-~ 
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北九州市ルネッサンス構想のもとでのまちづくり

標記の構想、は1988年に策定された北九州市の総合計

画である O その目標は「モノづくり」を基本にした「国

際テクノロジー都市」の実現である o I工業の時代は

終わったjといわれるほど製造業の情勢は厳しいが，

100万人の大所帯を支えるにはこれまでの産業基盤や

技術の蓄積を活かす方向を選ばざるを得ない。都市が

第三次産業で成立するには広域的な中心地性，とりわ

け広域行政に関わる業務機能の集積が重要である O 政

令都市も北九州市と川崎市以外は全て都道府県庁所在

地である O やはり北九州市が第三次産業に全面的に依

存できる都市になるのは難しく むしろ逆境をバネに

しながら創造的な産業都市に繰り返し再生していくこ

とが永続的なテーマと思われる O

一方，都市規模に見合った商業やサービス業の充実

は遅れている O 現状の第三次産業は製造業の後退を補

う「事後シフト」的な段階で，自立的に成長，発展す
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るまで、至つてないといわれる O 新 しい都市産業の主力

はやはり第三次産業であり その成長の場となるまち

の魅力がどうしても必要である O このような時代の要

請を背景にルネ ッサンス構想では「多核都市構想」を

見直し，小倉を都心，黒崎を副都心とする「集中型都

市jへとまちづくりの基本方向を大きく転換した。

以来10年，複数の都心開発・ 整備プロジェクトが実

現し，小倉駅周辺の交通環境整備や商業床面積，駐車

場容量の拡大等により都心の集客能力は大きく拡大し

た。プロジェクトの評価はこれからだろう O しかしま

ちの面白は一新され 訪れる人々の都心小倉に対する

認識や態度に大きな変化，影響が現れたのは確かであ

るO なかにはあまり評判の良くないものもあるが，そ

の話題性もプロジェクト効果のうちという見方もでき

る(ちょっと無理がありますが…) 0 都市環境改変の

影響を目の当りにし，空間構成やデザインといった物

的環境の質の重要性を改めて強く実感している O

一方，小倉都心以外の地区でも複数のプロジェクト

が立ち上がっている O 門司港レトロ地区はとても魅力

的なまちができて訪れる人も増えた。八幡製鉄の創業

地である東田地区ではスペースワールドの周辺で大が

かりな都市開発が進められている o 2001年にはここで

北九州博覧祭が聞かれる O さら に北九州地域の飛躍に

向けて取り組まれてきた 4大プロジェクト(学術・研

究都市，新北九州空港，東九州自動車道，響灘大水深

港湾)が進行中である O

このように都市構造は新たな多極化への様相をみせ

はじめている o I均衡に配慮した多核構造」でなく「部

分が全体の機能を強化していく j という都市構造的な

視点が必要な段階に来ていると思われる O

外の目からの評価を期待

以上，都市の成り立ちゃ都市づくりの現状から簡単

に北九州市を紹介した。往々にして都市づくりの発想

は夢見がちで，客観的な評価を軽視しがちとなる O 北

九州市が次代に繋がる産業都市として再生していくた

めには，無駄なく無理なく，効果の大きな方法を選ぶ

ことがとても重要であり，そのためには，より幅広い

視点から検証が必要と考える O できるだけ多くの方々

に，様々な角度から北九州市を知っていただきたい，

調査・研究の対象にしていただきたいと望んで、いる O

(北九州都市協会主任研究員)
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旅役 者 の 世 紀

1 .ロンドン演劇市場と地方巡業

98年8月末から10ヶ月間，英国に遊学 しました。英

国図書館やロンドン大学図書館で，英国ルネサンス演

劇(16-17世紀の演劇)の検閲・統制・パトロネジ (庇

護)関係資料を収集しました。資料のほとんどはロン

ドンの劇団・劇場に関するものでしたが， 資料を閲読

しながら興味ある事実を再確認しました。それは，ロ

ンドンだけが彼らの演劇市場ではなかったということ

です。17世紀初頭のロンドンは，人口約20万の大都市

でした。当時イングランド第 2の都市はノリ ッジ市で，

人口は約 l万 5千でした。2つの大学所在地のオクス

フォード市とケンブリッジ町の人口は，それぞれ約

6500でした。ロンドンの人口が突出していますが， 突

出しているがゆえに，英国ルネサンス演劇研究者たち

は，演劇史をロンドン市場中心に構築する傾向があり

ました。これは少し修正する必要があるのではないか

と思っています。現在ロンドンが英国演劇の中心地で

あることに疑問の余地はありません。ロンドンの劇場

数・上演回数は，地方都市のそれを圧倒しています。

16-17世紀もロンドンがイングランド演劇の中心地で

した。現存する劇団関係記録の多くも，ロンドンの劇

団に係わっています。しかし彼らにとって地方の市や

町は，ロンドン市に劣らず重要な演劇市場でした。そ

の重要度は劇団によって，また年代によって異なりま

すが，ロンドン市場中心型の劇団(シェイクスピアの

所属していた劇団もその一つ)を除けば，地方巡業は

大衆劇俳優の生命線でした。 16-17世紀イングランド

の地方都市の古文書には，旅役者に対する上演料支払

記録や祝儀支払記録が残っています。以下では，帰朝

報告として，この旅役者の巡業について少し述べてみ

たいと思います。

2.旅役者の公演

ロンドンの劇団の巡業地は，ロンドンを起点として

放射状に広がっています。彼らは，ほとんどの重要な

市や町を訪問して上演を行いました。旅役者の上演が

どのように行われたかについての貴重な証言が残って

おお た かずあき

太田一昭

います。R. ウイリスという人が書いた 『タボル山』

(1639年出版)のなかに 「私が子供のとき観た芝居に

ついて」という 一節があるのですが，ウィリスはこう

書いています。

「グロースタ ー市の慣習は以下のようであった。(他

の自治体も 同様であったと思うo )旅役者たちは町に

到着するとまず市長のところに行き，自分たちがいか

なる貴人の従僕であるかを告げ，公演の許可を求めた。

市長が役者たちを気に入れば あるいは彼らの主人た

る貴族に敬意を表 したいと思えば，市長，参事会員，

市議会議員の前で初演を行わせた。それを「市長の芝

居」と称したが， だれでも無料で入場することができ

た。市長は，役者たちにしかるべき報酬を与えて敬意

を表 した。父はそのような芝居に私を連れて行った。

父は長椅子のひと つに腰掛け，私を脚のあいだに立た

せた O そこから舞台はよく見えたし，声もよく聞こえ

た。芝居の題名は『油断の揺筆jであった。国王ある

いはどこかの大公がさまざまな宮廷の人々とともに登

場する劇だったが，その中に王の寵愛を受ける 3人の
ふけ

貴婦人がいた。彼 らは王を快楽に耽らせた。そのため

王は謹厳な顧問官から遠ざかり，聖書の説教やよき助

言に耳を傾けなくなった.・・ o J 
ウイリスが『油断の揺筆』なる芝居を観たのは， 1570 

年代だ、っ たろうと推定されています。上掲の文に上演

場所は述べられていませんが， I市長の芝居Jが上演

されるのは通常，ギルドホールとかコモン・ホールと

か呼ばれる同業者組合の集会場(あるいは市・町の庁

舎)でした。現在もレスター，ノリッジ，キングズ・

リン， ヨー クなどに(修復・増改築されたり，戦災で

破壊されたため復元されたものもありますが)往時の

ギルドホールやコモン・ホールが残っています。この

うちノリ ッジのコモン・ホールとキングズ・リンのギ

ルドホールを滞英中に見ることができました。

3.キングズ・リンとノリッジ

キングズ・リンのギルドホールは現在，この小さな

町の「アーツ・センター」 になっています。私が訪れ
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ノリッジの「聖アンデレ会館J

たときには，センターの掲示キ反に『ハムレットJなど

の公演ポスターが貼ってありました。ホールは観光客

も見学できるのですが，あいにく日曜日で閉館してい

たため中に入ることはできませんでした。幸い敷地内

に入ることはできましたので，建物の周囲を歩き，内

部を覗き見してきました。狭い通路と低い天井が印象

的でした。ある旅行書によれば シェイクスピアはこ

こで旅役者の一人として舞台に立ったそうですが，こ

の点について私は確認していません。シェイクスピア

がエリザベス女王一座やレスター伯一座といった16世

紀末を代表する旅回り劇団の座員であったならば，そ

の可能性も大いにあるのですが彼が所属していた宮

内大臣一座(後のジ、ェイムズ国王一座)は，あまり旅

回りをしていませんから，キングズ・リンで公演して

いないかもしれません。しかしその可能性を完全に否

定することはできません。ホールの係員にぜひ尋ねて

みたかったところです。

RADIX 

キングズ・リンは，ノリッジから約60キロの距離に

あります。キングズ・リン訪問の前日土曜の午後遅 く，

ノリ ッジに到着しました。 B&Bにチェックインして

からすぐに，ノリッジのコモン・ホールを見に行きま

した。(ノリッジには古いギルドホールも残っていま

す。)このホールは，かつてはドミニコ会(ブラック

フライアーズ)の建物でした。ヘンリー八世の宗教改

革による修道院の解散はよく知られた歴史的事実です

が，ノリッジ市は1540年，解散されたこの修道院の建

物をわずか81ポンドで購入し，改修の後「市民会館J
として市の祝典などの際に利用するようになりました。

(ちなみに， 16世紀後半のグラマー・スクールの教師

の給与が通常，年12ポンド 5シリング程度，職人の日

給が6-7ペンスでした。旅役者が利用した宿屋の夕

食代，宿泊代がそれぞれ6ペンス程度，ロンドンの劇

(7) 

場の最低観劇料が 1ペニーでした。[1ポンド=20シ

リング=240ペンス。])建物は今も市のホールとして

使用されています。現在は「聖アンデレ会館」という

名前になっていますが， 16-17世紀の市記録にはしば

しば「新会館(ニュー・ホール)J という呼称、で登場

します。ここで旅役者その他の芸人たちが公演したと

いう記録が残っています。ノリッジの「新会館jの大

きさは，もとは修道院の建物でしたから当然といえば

当然なのですが，同時代のギルドホールやコモン・ホ

ールのなかで群を抜いています。ホールに着いたとき

にはもう閉まりかけていましたが勝手に中に入って

見学しました。その広さに驚きました。当時のホール

の形状は現在とは異なっていましたが，おそらく 1500

人以上は収容することができただろうと思われます。

4.役者，パトロン，市・町当局

旅役者たちは，有力な貴族や国王をパトロンとして

いました。王侯貴族の従僕でなければ違法の浮浪者と

みなされ，街道を往来することはできませんでした。

ウイリスが述べているように，彼らは貴人の従僕とし

て市や町を訪れ公演し， r市長の芝居Jの上演料を市

から受取りました。上演料は 劇団の格や自治体によ

ってまちまちでした。最も格の高いエリザベス女王一

座で20-40シリング程度でした。マイナーな劇団です

と，女王一座の半額以下でした。旅役者たちはしばし

ば，市主催の芝居とは別に市内の宿屋などでの公演許

可を願い出ました。これはいつも許可されるとは限り

ませんでした。ほとんどの自治体は 上演許可を与え

ることに消極的でした。時代が下がるにつれて，上演

禁止令が発されることが多くなっているようです。市

主催の公演さえ許可されないこともありました。旅役

者は貴族に庇護されていましたから，市当局も対応に

苦慮していたようです。上演を禁止した劇団に対して，

市は上演禁止・退去料を支払いました。チェスター市

は1596年，女王一座の退去料を20シリング，貴族お抱

えの劇団の退去料を 6シリング8ペンスと決めていま

す。役者たちにしてみれば，退去料だけでは長旅のも

とはとれません。市当局の禁令を無視して公演を強行

し，役者が逮捕・拘禁されることもありました。役者

たちの地方自治体当局との車L際の記録も数多く残って

います。そういう資料を読みつつ シェイクスピアな

どのすぐれた劇作家を育んだ異国の歴史に思いを馳せ

ているうちに帰国となってしまいました。

(言語文化部・英語)
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The Delights of J apanese Beer 

1 sha11 never forget trekking through the snow 

in Hokkaido， back in 1993， to the Sapporo Brew-

ery beer garden. Japanese beer had come as a 

complete surprise to me. The British， of course， 

pride themselves on their beer and beer drinking ; 

my anticipation， as 1 travelled to Japan， was of 

having to struggle with acquiring a taste for sake. 

A glass of Sapporo beer so large 1 could hardly 

pick it up was duly delivered to my table， together 

with a mountain of Ghengis Khan beef. As a for-

eigner， and a lone drinker， 1 was a double curiosity 

to the revelling J apanese surrounding me. There 

was rich amusement at my feeble attempts to cope 

with the complications of cooking the beef， and 

within minutes 1 was joined by seven or eight peo-

ple with limited English but a great thirst for beer. 

1 was struck not only by the extraordinary quality 

of the beer， but also by the much more communal 

nature of drinking in Japan， as distinct from Brit-

ain. 1 soon became accustomed to people pouring 

beer from their glasses into mine， and so on. In 

Britain， solitary drinkers， and even drinkers in 

groups， never share bottles or glasses; people 

drink， and eat for that matter， in a much more her-

metic， proprietorial way. As 1 stumbled back to 

my hotel through a blizzard， 1 realized that 1 was 

going to like Japan， and the Japanese， very much 

indeed. At my first sight of a beer machine near 

the hotel (such vending machines would be van-

dalized within seconds in London)， 1 thought 1 was 

hallucinating. 

1 subsequently read that a1though the Japa-

nese have been drinking s.εke since at least the 3rd 

Peter Rawlings 

century AD， and wine from the time it was intro-

duced by the Portuguese in the Muromachi Period 

(1333 -1568)， beer was a relatively recent phe-

nomenon. Beer production started in J apan in 

1873， and in 1899 the f廿stbeer halls were opened 

in the Ginza area of Tokyo. Beer rapidly grew in 

popularity， but it only accounted for 20 per cent of 

the total alcohol consumption before the Second 

World War. These days， 70 per cent of all alcohol 

drunk in Japan is beer， sake (20 per cent)， 

shoochuu and wine (10 per cent) making up the 

rest. There is a growing interest in wine now， 

however， and it is becoming customary to see 

wine offered at parties and even at some of the 

more fashionable y.θkitoriya. Despite a mis-

conception held by some Japanese， the British 

drink little more than the Japanese on average : the 

per capita consumptions are 6 litres and 7 litres for 

Japan and Britain respectively (as distinct from 13 

litres in France). The major difference， and hence 

one of the reasons why drinking is an altogether 

healthier business in Japan， is that whereas it is 

rare to drink without eating here， the converse is 

often the case in Britain. 

My trip to Sapporo was a prelude to a British 

Council tour in which 1 gave upwards of ten lec-

tures and papers， mostly in the Kansai region. The 

stimulation of engaging in lively conversations 

about American literature was rivalled only by the 

boundless opportunities， at the various parties or-

ganized by the most generous hosts 1 have encoun-

tered anywhere in the world， for sampling the de-

lights not only of Sapporo beer but of Asahi， Sun-
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tory， Kirin， and the rest. As the evenings wore on， 

conversations about the respective merits of Asahi 

Super Dry as against Kirin tended to displace dis-

cussions about Henry James and American culture. 

There are two challenges involved in giving a se-

quence of papers in Japan : conserving the energy 

necessary for the task， and surviving the parties. 

Once settled in Japan as a resident， in 1996， 1 

encountered some of the extent to which beer， 

often followed by sake and shoochuu， is a great 

social lubricant. The boonenkai season， for 

which there is no equivalent in the UK， soon gives 

way to shinnenkai. After that， of course， there is 

hanami ; intermittent conferences， meetings， and 

parties are not complete without the convivialities 

of drinking beer. More than is the case in the 

West， the Japanese year is regulated by a sequence 

of holidays， festivals， and rituals involving the un-

inhibited， guilt-free， consumption of alcohol. The 

bond between colleagues in Japan， their sense of 

group cohesiveness and loyalty， is much， much 

stronger than that which exists between fellow 

workers in the UK and USA， and many of these 

events go a long way towards fostering this kind 

of collective sensibility. 1n the West， it is com-

paratively unusual for companies or universities to 

organize parties， and employees rarely drink with 

each戸 other，let alone with the bosses. 

(9) 

The pinnac1e of his father's career， as far as 

my seven-year old son is concemed， was reached 

one extremely hot day last summer as we wan-

dered through a shopping area in Fukuoka. Sap-

poro Brewery was promoting a new beer，“Gulp，" 

and it was seeking volunteers to taste， blindfolded， 

first Asahi Super Dry and then Gulp. The impor-

tant thing was to be able to tell the difference and 

then to express a preference for the latter. Nothing 

gave the throngs of people greater pleasure than 

the sight of a foreigner making a fool of himself. 

1n any event， 1 guessed correctly which was Gulp 

and which Asahi， and was so fulsome in my praise 

of the former (which 1 disliked intensely) that 1 

was presented with 12 cans of it together with a 

Gulp key-ring. 

The British often become rather sentimental 

at the thought of “pubs" and British beer， and it is 

certainly true that the British pub is a unique insti-

tution which it is impossible to replicate abroad. 

But then， much the same could be said of beer gar-

dens in Japan， especially those perched on the 

roof-tops of various buildings in the summer pe-

riod. There is nothing， anywhere， to equal the ex-

perience of being under an umbrella in an outdoor 

beer garden during the rainy season， and occasion-

ally sprinting to the beer and food through the 

warm downpour. (言語文化部 ・英語)

(写真提供 サ ッポロビール株式会社)
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物事の始まりを考える
そ

比較社会文化研究科博士課程 1年蘇 明仙

留学のため韓国を発って以来，はや3年目 に入る。

私の日本での生活-最初の 1年間は新 しい生活に慣れ

るのに精一杯な l年であった。今はここが日本か韓国

かさっぱり分からないというか たまに自分が日本に

住んでいるということを忘れてしまう 時があるO 飛行

時間30分で着く距離であることや顔 も姿 も韓国人とは

あまり変わらないなどの理由が挙げられるが，何より

生活にすっかり慣れて緊張感がなくなり， 日本 という

同に無神経になってしま った自分の性格に一番大き な

問題があるのではないかと思う O その結果，日本にお

いてはあくまでも異邦人であるはずの私なのに，その

異邦人という意識がなくな ってからは何が韓国 とは違

って何が似ているかというふうに考えなくなったよう

な気がする O

去年 7月，卒論のためにアンケー ト調査に訪れたあ

る女子大学生から在日韓国人に関して色々質問された

とき，その時まで在日の問題については一度 も考えた

ことのない自分を見つけた。また韓国の歴史のこと ，

特に光州事件について聞かれ，うまく 説明でき なくて

困ったこともある O 日本人から 「今までの日本生活を

通して感じた日本・日本人に対する印象は ?Jと急に

聞かれることも多い。そんな時，どうして私はそのこ

とについて真剣に考えていないんだろうかと自分をす

めた覚えがある O

「日常生活の中で日本人には気づかない部分が外医

人で、あるからこそ見えて くると いうことがあり ません

か ?Jとよく 言われるが，物事を真面白に考えない|浪

り，その話が実感できないのは当然なことであろう O

以前，花田俊典先生の推薦で『明治事物起源、j(ち

くま文芸文庫)全8巻を購入したこ とがある o 1908年

1月に初版が出て以来，数回の改訂 ・増補を経て，1997

年 5月に全8冊の『明治事物起源Jが出たのである O

1887年の夏から著者の石井研堂氏が人力車 ・写真 ・新

聞紙などの起源を調べることを思い立っ たことから始

まり，資料収集の過程で範囲が段々と広がり， 結局維

新後の起源、を調査するようになったという 。1865年に

生まれて1943年に没し 死の数日前まで増補改訂作業

につ くしたことから 『明治事物起源』はいわゆる氏の

生涯をかけた大作業だった と言えよう O 佐藤洋一氏に

よる『明治事物起源』全体の構成と部門別の事項をみ

ると， 1908年の初版の場合15類332事項であったのが，

増補 ・改訂さ れたちくま文芸文庫版は21編3191事項が

収録されている O 一通り眼を通しただけではあるが，

その膨大な資料に驚かずにはいられなかった。

眼を通しながらふと思ったのは，それならば韓国の

場合はどうなんだろう…ということだった。ちょうど

その時目に止ま ったのが 『一冊で見る韓国最初の101

場面j(ガラン企画， 1998・9)という本である O

金思臣という作家に

より 一般大衆向けに新

聞に連載された内容を

冊の本としてまとめ

たものである O そのた

め資料の面においては

『明治事物起源』とは

比べられないほど貧弱

であった。が，私の疑

問をある程度は解決し

てくれた。

一番印象に残る内容

の一つに，最初に西洋

人の音楽家が来韓した時の人々の反応を述べている部

分があった。西洋音楽家の最初の公演は1920年 7月30

日午後 8時ソウル市鍾路に位置する中央基督教青年会

館で行われた。来韓した音楽家はアメリカ人のチック

ス，レウィス，ペイン，ロシア系女性のライスン・バッグ

などの四人であった。黒人を初めて見た文化的ショッ

クについて当時の日刊誌はく朝鮮初白米国黒人の声楽

会〉 と報道した。入場料は 2園 1園， 50銭の 3等級

に分かれていた。当時の新聞の購読料が80銭だったの

を考慮に入れると，入場料は決して安かったとは言え

ない。公演は伴奏なしに大衆的でコミカルな歌を歌っ

たようだ。次の漫画は混声声楽団が来たとき，金ドン

ソンという人が新聞 『東亜日報』に描いた挿画で，黒
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黒人を最初に眼にした当時の人々の感動と驚きがよ

く表れている漫画だと思う 。

このように音楽に絡んで考えるとき，もう 一つ面白

いと思ったのは韓国における大衆歌謡の始まりと言わ

れる歌が日本から入った ということである o 1919年三

・一万歳運動にかけた民族の念願が失敗に終わり，日

本による文化政策が始ま った頃 いつの聞にか民衆の

問ではく希望歌〉という歌が流行っていた。新旧文化

社刊行の『韓国現代史J第6巻『新文化100年』の中

の「大衆の鑑賞に沿ってjには， く希望歌〉 の起源、を

1900年日本で流行した く真白き富士の嶺〉 から見てい

る。『明治事物起源j3巻の音楽部 と 『一冊で見る韓

国最初の101場面』を綜合 して見ると，鎌倉の相州七

里ケ浜で相州逗子町開成中学校生徒12名がボート転覆

事故で溺れ死んだことがあ り，その葬儀の場で鎌倉女

学校の学生たちがこの歌を歌って以来広がったという O

アメリカのゴードンの曲に女学校の三角錫子という女

教師が歌詞をつけたという O 一方 〈希望歌〉 の歌詞

は当時日本の植民政策 即ち文化政策による暗蓄?な社

会雰囲気がよく 表れている O しかし，皮肉なのは日本

によって植民地化されたにも関わらず，当時の韓国人

の情緒を表す曲が日本から入っ たという 事実である O

ついで、に韓国の物事の初めにもう少しふれてみると，

1898年 9月9日の『独立新聞Jにく女学校施設通文〉

という 記事があった Oこれが韓国史上最初の女学校く}II貢

成学校〉である o < }II貢成学校〉 はキリスト財団による学

校でソウル市に位置する O 官制によると， 9歳以上15

歳未満の女の子を対象として身体発達と生活に必要な

普通の知識と才気を教えることを本旨としたという O

しかし政府の微温的な態度により，財政難が克服でき

ず 2年後には閉校してしまった。

ここで，韓国最初の自費アメリカ留学生が女性であ

った事実は注目すべきことである O 河蘭史は渡米した

1900年にはすでに一人の娘もいる24歳の既婚者であっ

た。河はオハイオ州ウェスリアン大学で六年間修学し，

文学士を取って帰った。帰国後は梨花学堂(現在の梨

花女子大学)の教師として活躍しながら国内外の独立

運動家たちと交流した。

日本においては，浦生来亭の『三宣楼記』の記録に

よると， 1875年花践女史が東京猿楽坊に開いたのが私

立高等女学校の初めだという O それから最初のアメリ

カ留学生は藤安房という人で1867年14歳の時ニューブ

ルンスウイツクの学校で修学したという O

韓国と日本，両国の物事の始まりを比較的な視角で

読み進むとけっこう面白かった。一つ残念だ、ったのは

『一冊で見る韓国最初の101場面』の方は(新聞のコ

ラムに読者の興味をそそる程度の意図で書かれた文章

を集めた本で，本格的な学術研究書ではなかったので，

仕方ないかも知れないが)資料の面において何か物足

りない感じがしたのである O

古来の歴史・文化・伝統などを文献化して記録に残す

ことも重要であるが 散在する史料をどういうふうに

使うかということによって全く新しい価値が生まれる O

ものごとを考える際，そのことの始まりに遡って考

えるのは思考の基本であり，出発である O これから韓

国でも『明治事物起源jのような本が著されるべきで

あるし， r明治事物起源Jの著者のような資料収集や

調査の態度は，将来国へ帰って学問研究の仕事につく

私たちがもっと生かすべきだと思う O

新しいものごとが日々登場する今日では，驚嘆の余

り言葉も出ないというほどのショックというのはほと

んどなくなったと思う O 近代文化と文明に初めて接す

る人たちの反応とは全然違って，もっといいものが出

てくるべきだと考えたり，当たり前のことと見なすよ

うになったようだ。例えば今も使っているパソコンを

例に挙げると，私は大学に入る時 (1990年)に入学プ

レゼントとして親から買ってもらったものだが，現在

は小学生までも自分のパソコンを持っているほど普及

している O このように何もかも早いスピードで一般化

していくなかで， Iどうして ?Jという疑問を持たな

いといつの聞にか私たちの思考の枠も固定化してしま

うのである O その時疑問の出発点をそのものの起源に

遡って考えると，今までぼけていた感覚が刺激され，

新鮮な衝撃が与えられると思う O



)
 

円
ノ
zU

1
E
i
 

(
 

RADIX 1999. 9. 30 

異 国

僕は中国の無錫から来ました。 2年前に来て，九州

大学に入る前に日本語学校で学生生活をおくってきま

した。はじめての外国の生活で「夢いっぱいJ，Iうれ

しさいっぱいjだったので，日本での生活のことなど

は考えもしませんでしたO

でも，福岡に来てみると，最初はほんとうに大変で

した。

言葉がわかりません。

買い物にいっても食品がわかりません。

生活習慣が違います。

日本人の友達に 自分の言いたいことが通じ

ません。

自分が社会から疎外されているような感じ

がします。

そのため，自分の日本語能力が少しでも向上するよ

うに努力をしました。日本で、人気のある大学に入るた

め， 3 --5年前の高校時代に学んだ各科目を，もう 一

度勉強しなおさなければなりませんでした。その結果，

やっと九州大学に入ることができました。

「郷に入れば郷に従え」という日本のことわざにあ

るように，できるだけ日本の「良さjと「悪さJにつ

いて理解しようとしています。 しかし， 理解できない

こともあります。もっとも恐ろしい出来事だと思った

のは， 高校・中学生が自殺という形で「自分の命を捨

てる」ということで，そういう人がいちじるしく多い

ことです。

自殺など今まで私には関係のないことだと思ってい

ましたが，最近問題意識を持ってきました。自殺はテ

レビや新聞，私の身の回りでもたびたび起こるように

なりました。

世界でも経済大国と呼ばれて，豊かな生活をしてい

ると思うのに，なぜこのような事件が起こっているの

でしょうか。

私は次の通りであると考えています。

第一に，家族構成員聞の心の鮮の欠如であると思い

ます。家族の粋をより深めることが，問題解決の第一

歩だと d思っています。

の 異 事
きん

工学部 1年欽 宏新

第二に， 学校での先生と友達との鮮の欠如であると

思います。自分の生き方や進路について，悩んでいる

ことを相談できるような 相対のつき合いが必要だと

思います。

第三に，社会の一員としての緋の欠如であると思い

ます。経済成長に比べ， 精神的な成長が及ばない状況

では，社会を支える哲学の確立が一番大切だと思いま

す。

最後に， 生命の大切さを心から感じて，将来の生き

方を考えながら，なにがあっても生きてゆく，強い生

命の研磨が必要ではないでしょうか。

日本の社会では，わからない現象がほかにもありま

す。「援助交際J，Iパチンコばかりする人Jなど。私

はただ単純に，いいか悪いかを分別して，日本で自分

なりの生活をおくろうと思っています。皆さんはこう

いう現象について どういうふうに思っているんでし

ょうか。

お詫びと訂正

radix21号で、理学研究科の鹿島薫 さんの

職名が間違っておりました。謹んで訂正 し、

お詫び申し上げます。 編集委員会

(正) 助教授 (誤) 教 授
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大学生になって，自分で授業を選択するにあたり，

一番悩んだのが語学だった。「どの言語が一番自分に

適しているだろうか。発音できるだろうか? 一番役

立ちそうなものはどれだろう? 興味を持つことがで

きそうな言語はどれだろうか ?Jなど，迷った結果選

択したのが中国語だ、った。

何よりその発音のかわいさ 軽やかさに惹かれた。

そして，中国語と英語を知っていれば，無敵のように

も思われた。また，福岡は中国との交流が盛んで，中

国から来た人も多く住んでいるので需要があること，

二十一世紀は中国の時代になるだろうと聞いたことも

選択の理由である O

私は，この半年，商山猛先生から中国語を学んだ。

西山先生の授業は，基本的には九大オリジナルのテキ

ストを使って進められていく O しかし，少しでも中国

語に親しみが持てるように，音になれるようにと，テ

レビで放送されている， r中国語」講座の中国の文化

を紹介するコーナーを見せてくださったり，先生の好

きなフェイ・ウォンの曲をかけてくださることもあっ

た。私は，それがとてもうれしかった。中国のことを

ほとんど知らない私なので， r中国語j講座のビデオ

は興味津々だった。

西山先生の授業では テキストの対話の場面に自分

が実際に立っているつもりで 二人一組で対話練習を

することにかなりのウェイトが置かれていた。中国語

は文法は分りやすいのだが 4つの声調，無気音・有

気音の区別等，発音が難しいからだ。声調とは，音の

高低のことである O 第一戸から第四声と軽声があり，

高く平く，短く尻上がりに，低く押さえてから上げる，

高いところから急に落とす，軽く短く，と五つのパタ

ーンがある O 有気音・無気音の区別とは，無気音の場

合は，息を押さえ，すぐ続けて母音を発音するが，有

気音の場合は，息、をはっきり出してから母音を発音す

るという違いがあることをいう O 頭ではわかっていて

も，発音するときにはなおざりになってしまう O しか

し，正しい発音でしゃぺらないと本当に通じないので，

身にっけなければならないのだ。また， r中国人は，

法学部一年井上はるか

しっかりと相手の目を見て話すから 話すときはテキ

ストから目を離して，相手の目を見て話しましょう。」

というのもつらかった。私は， r日頃から人の目を見

て話をしているから楽勝楽勝!Jと思っていたのだが，

中国語を話すこと自体が大変で テキストから目を離

すことすら難しかった。目を離せても，相手の目をし

っかりと見るのが恥ずかしい。今までは何気なくでき

たことなのになぜだろう O すごく違和感を感じてしま

い，目を見ることが出来ないのだ。中国語を話すこと

の難しさを知った。

一時期は， r私には会話できないな。」と逃げ腰に

なったこともあった。だがまだ慣れていないから少々

つらいのは当然のことなのだと思えるようになった。

そう思えるようになったのは，西山先生が「授業中に

覚えましょう o J rともかく授業にだけは出てくださ

い。 Jr私も大学に入って初めて，中国語を勉強し出

したんですよ o Jなどと 中国語を簡単に投げ出して

は駄目だと思える言葉をかけてくださったからだ。ま

た，博多デイトスの地下に，中国の人がやっている食

堂があると知って行ってみたところ，周囲から中国語

が聞こえてきて，さらにその人たちは日本語で話しか

けてくれて，とてもうれしかったからだO

私には，中国語が一番あっていると思う O 英語と違

って，今まで触れる機会が少なかったため，すんなり

と身についてはくれない。しかし，そういった壁は壁

として受け入れ，立ち向かうしかない。少しずつしか

登れなくても続けていくことだ。中国語を身につける

ことで，さらに自分の可能性を広げたい。
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スペ イ ン語を履習して

どうしてスペイン語を履習することになったのかと

いいますと，ラテン語とラテン系にこよなく惹かれた

からです。大学に入って英語以外の外国語を学べると

知った途端になかなか普通は学べないような言語を履

習してみたいとも思いました。とにかく我々は避けが

たい運命というべきものに導かれ，山村先生と堀川先

生のお世話になっているのです。

スペイン語を履習してまず感じたことは身の回りの

意外なところにスペイン語が潜んでいるということで

した。日本人はよく「ロスJへ行くなんていうけど，

あれは英語でいえば“the"なんだよ，ロス・アンゼ

ルスでザ・エンジェルスっていう意味なんだよ，などO

この事実にはまさに目から鱗が落ちました。私も無知

な日本人の一人だったからです。アメリカの地名にス

ペイン諾が多いということもわかり， 言語の背後にあ

なかむら ともみ こゃなぎ ひろみ

文学部 1年中村友美・小柳宏美

る歴史，時の流れみたいなものを感じました。

大学の言語学習とはいかなるものかと構えて履習し

ていた私達はその講義の内容の豊かさには驚きでした。

先生は経験豊富な方で，スペインへ留学なさ っていた

ときのとてもおもしろいエピソードや，スペイン人の

駐督の映画やビデオの紹介など，言語の文法だけでな

く，スペインという国に対する理解，国民性に対する

理解までも深められたと思います。笑ったり，驚いた

りするなかで得る知識はどれほど新鮮に我々の感性に

はたらきかけ，吸収されたことでしょう O この数ヶ月

でスペインに対する考えがだいぶ変わったことを嬉し

く思います。

最後に山村先生，堀川先生，末永くよろしくお願い

いたします。

表紙写真説明「ききょう」の開花

ききょうは、秋の花の印象が強いのですが、

実際には、園芸種は 6月中旬から咲き始め 8

月までが花の盛りでした。写真は、数年前の

ー夏、植えていた白と紫のききょうの開花の

様子を観察した時のものです。

前日夕方に風船のょっにぱんぱんに膨らん

だつぼみをチェッ クしておき、日の出ととも

に開花する様子を観るのです。

ぽっと口を開けてから花びらが開いていく

様子は一輪一輪違い、楽しいものです。

そして驚いたのは、必ずそのつぼみの内側

に水玉 (水滴)を抱いていることでした。草

木の朝露が大好きで、よく撮影するのですが、

ききょうがつぼみの内側で水玉を抱いていた

とは、思ってもみないことでした。

そこで、「水玉を抱いて花咲く ききょ

うかなjとその様子を写真に撮ろうと思った

のですが、水玉は小さくて、おまけに夏の日

のこととて、見る見る形が崩れ、消えてしま

うので、なかなか思うよう には撮れませんで

した。かわいい水玉がわかるでしょうか。

木下 マス子(大学院掛)
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②「山村先生の授業っ てどうだ、った ?J

@ rそうだねえ O 堅い授業ではないよね。和気相合っ

てかんじ。」

② 「うん。明るい先生で楽しかったねえ。j

@ rスピードも結構ゆっくりだから，わかりやすいし

ね。J
②「私は先生の余談も好きだ、ったな。J

⑤「スペインのことをたくさん話してくれたから，ス

ペイン語っていう 言語だけじゃなくて，そこの国が

どんなところなのかが知れて楽しかったね。」

②「スペインに行ってみたくなったよね。J

② 「うんO 私達， 美学・美術史を専攻してるから，ス

ペインの芸術の話とかも聞けたしね。」

② 「ほんとやねえ。ところで，試験どうだ、った ?J

@ rうーん。簡単で、はないけど， しっかり基本をおさ

えて勉強しておけば大丈夫だよ。」

RADIX (15) 

いちえこ う かい あきこ

文学部 2年甲斐千枝子・鵜飼秋 子

②「そうだね。授業が楽しかったから試験もがんばっ

て勉強できたな。J
⑦「授業の雰囲気が明るいから わからないところの

質問もしやすいし，なにより先生がフレンドリ ーだ

からね。スペイン諾自体はどう思う ?J

②「そんなにメジャーな言語じゃないけど，使える国

が多いからいいよね。」

②「中南米の国は ほとんどがスペイン語圏だから役

に立つし，発音も日本語によく似てるから，日本人

にとっては扱いやすいんじゃない ?J

②「うん。最初は慣れなくて戸惑ったけど，ほんと履

修してよかったと思うな。J

@ r私もそう思う O 試験が近いけどがんばろうね。」

ある夏の日の，甲斐と鵜飼の会話でした。

スペイン語万歳!!

裏表紙写真説明桜坂の飢人地蔵

享保17年 (1732年)、西日本一帯を襲った大飢僅は

100万人を越える死者を出したといわれています。六

本松の南部でも多く 農民たちが飢え、食べるものを求

めて、博多のお救い小屋 (粥小屋)へ行こうとしたの

でしょう O 桜坂(南公園)の峠みちには行き倒れた人

を供養した「飢人地蔵」がまつられています。

右側の小さな石塔にはその三面に、「五拾回忌安

政十辛丑年四月四日Jr七拾五回忌 文化二申丑年四

月四日Jr百回忌 文政十三庚寅jと刻んであります。

左の「地蔵菩薩jと彫られた石塔には、「一二五回

忌dr嘉永六年発丑四月四日jとかかれています。

戦後一時途絶えていましたが、毎年四月四日には地元

の人によって、供養が行われているようです。

(編集委員会) 写真撮影 安東毅(名誉教授)
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全日本イン力レを目指して
ーヨット部-

4月になると青のウィンブレで後ろに IYACHT

CLUBJ と書いた集団が学校をう ろつく O やる気のあ

るやつを探 し回って僕らの全日本インカレへの下積み

は始ま るO

現在 4年 9名， 3年6名 2年5名 1年 8名，マ

ネージャ ー13名と言う人数で活動している O 今は数字

を見て解るように k級生が多く，戦力的にもそろって

いる O

しかし，今年全日本に行けないと来年，再来年はど

うなるだろうかと言う不安がみんなにある O だから，

大会に出場する上級生だけでなく，他の下級生も海に

出る選手逮に気持ち よくレースをして きてもらい，そ

して勝ってきて もらいたいと願っている O ここ 2，3 

年全日本に出ておらず そのことは選手達に相当なプ

レッシャーになっているはずだ。だからこそ僕たち下

級生の先輩への気遣い方，盛り上げ方が重要になって

いる O 確かに l年のころは雑用が多くなかなかヨット

には乗る機会も少ない。でもその l年がいないと部は

成り 立たず，大会になると特に 1年の存在は重要なも

のとなり，勝つと言う事を共感できる O

勝つと言う事は誰もが一一度は味わった事であろうが，

本当に何の雑念もなく素直に喜べるものである O その

瞬間を下級生のうちに経験し，そして自分達の代でも

勝とうと思っている人達が年々集ま って今のヨット部

があると思う O 少なくとも僕はその中の一人で周りの

鹿児島平川ヨットハーバーにて

工学部 2年利藤 慶

よョ

先輩方，同僚，後輩達もそ うであるに違いない。

僕は， 一年前九大に入学 した時，大学でしかゃれな

いものをしようと思っていた。そこで， 青のウインブ

レ集団に勧誘されてこの部に入ったわけだが，ぜんぜ

ん後悔していない。周 りに遊んで、るやつもいて， うら

やましいと思う事もあるが，僕には海に出て仲間違と

ともに勝つ事を目指 して練習していると言う確聞たる

自信がある O 多分そうやっ て培われる仲間違との友情

は生涯ず、っと続くものであると思う O ヨット部に入っ

て，勝つと言う事を目標とするよう になって 自分が精

神的にも肉体的にも強くなっ た気がする O まだまだ足

りない部分はあるが今は部を盛り上げていく 事を一生

懸命したい。だから，新しく入ってくる一年生に一面，

18本ーになりたい人募集します。」
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九州学生リーグ一部昇格を目指して
ーハンドポール部一

僕たちのハンドボール部は 1年生 8人 2年生4

人， 3年生3人で活動しています。平常時は木曜日 と

土曜日の週 2回六本松地区体育館で、練習 しています。

大きな公式試合は，年三回。 春 と秋の九州学生 リー

グ大会と，八大戦(七大学 と神戸大学)です。九州学

生リーグの方は今春 残念ながら三部降格にな ってし

まいましたが目標は常に一部昇格です。そのために部

員達は週2回の練習日以外でも 自主 トレーニングをハ

本松地区グラウンド又はトレーニング室で行っていま

す。

そうかといってハンドボールだけをやっているわけ

ではありません。飲み会は当然のこと， 春には花/'(J，

夏は海やキャンプ秋は学祭等々遊び心も満-裁です。

昨年は，我が部初であろうと思われる外国人部員の

アレキサンダー・オスタン氏の入部がありました。一

年間の留学期間を無事終了 し， 9月15日帰国 しました O

ずいぶんといろいろなことがありましたが，総じて見

れば楽しく短い一年間だったと振り返る今日このごろ

ですO

現在は，九州学生リーグ秋季大会に向け猛特訓中で

す。特に 3年生はこの試合を最後に引退なので，気合

いが入りまく っています。

世の中は世紀末。 しかも 某週刊誌ジOンプではハ

たか はた のり たか

工学部 3年高畑紀孝

ンドボール漫画の連載が始まってしまう始末(大好玉)0 ' 

う~ん，まさに世紀末。そんな世の中を強く・かつ楽

しく・そして有窓義に過ごしていくには，やはり九州

大学ハンドボール部しかないのではないだろうか?

とにかく， 一度部室を覗いてみてはどうだろう?

オトクでステキな出来事が若い君達を待っていること

だろう ?

部室 六本松地区サークル棟 1F 111A室

練習日 平常 時木 曜日 17 : 40~21 : 00 

土曜日 14 : 00~ 17: 00 

練習場所 六本松地区体育館 2F

主な年間行事 5月 九州学生リーグ春季大会

6月 新人戦

とびうめカップ(前期)

8月 八大戦

九州学生リーグ秋季大会

11月 県リーグ戦

とびうめカップ(後期)
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学生相談だより
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心の垣根を手入れしよう

ちょっと前の話になちますが 6月末の大雨はみん

なの詑穫にまだ新しいこととして残っているでしょう

か。人命が失われる悲しいできごともあり， rあの雨

はすごかったねjと軽く笑いとばしてしまうことはで

きませんが，今回はあのときの私の体験から始めたい

と患いま

ちょうどあの朝は箱崎キャンパスに用があってなん

とか10時頃に到着したものの，車を降りて一歩踏みだ

すと靴は水びたし，下手をすると膝まで、水につかると

いうあり谷まで，まともに10メートル進めない状態で

した。そんななかで，ずぶぬれの身にほとんど無意味

に傘をさして歩く学生や，教職員，その飽見知らぬ人

たちとすれちがい，ふと贈を並べると，どちらからと

もなく「大変ですねJrこっちが歩きやすいですよ」

といった言葉をたがいにかけあっていました。そして，

この自然の槌威を前にともに生きるかよわい存在同士

の心のつながりを感じ，自の諒の難援とはうらはらに

どこかうれしくなる自分がいたのでしたO

こういうとき，人は自分と他人との間につくってい

る心の滋根を自然、と低くして，どこか素直に戸をかけ

あえるようになりますの意見のまとまらない難しい議

もあの雨のなか，傘をさして歩きながらやっ

たら fこんなくだらないことで意地をはっていても仕

方ないねjといっぺんにまとまってしまったかもしれ

ま

ところが雨がやみ，水がひくと，あっという践にこ

の心の総根はもとの高さに戻ってしまいました。さつ

きまでたがいに声をかけあった者どうしが，おたがい

知らない者どうしとしてきっと身をひいてすれちがう

ようになるのです。

人間とは不可思議なものです。大いなる自然の力を

前にした卑小な存在という地平に立っと，たがいに手

をとりあえるのに それがなくなるとあっという跨に

各自それぞれに自分の生活をもった別の人という感じ

にもどるわけです。

でもここで fだからみんなもっと心を開いて仲良く

しようよjということを詰おうと患っているのではあ

りませんO 心を開くなんてことはそう事至々しくできる

はま の きよ し

学生生活・修学相談室演野清志

ことではないからです。心の通じ合えごとい梧手に[も

っと心を開いてjと語りかける人は本当に自分の心を

開いたことがあるのでしょうか。自分の大切な心を

り，個別性を見失わず，また相手の心も大切にしなが

ら自分の心を開くことのできる人はそういるものでは

ない，というのが多くの入とのカウンセワングにたず

さわっての実感です(かくいう私も含めて)。

もちろん，あの大附のときのように鱗聞に心が開か

れ，通じ合うような感覚体験も偽りではありませんO

ただ，それは大自然の力にそうさせられたのであって，

何もないところで自分からすすんで、したことではない

のです。在たちはみな日常を生きるために心の垣根が

のです。だからこそ大雨がやみ，水がひくとみ

なひとりひとりの世界にもどるのです。そして，同時

に担根をなくして心を聞き，他人とふれあえた瞬間を

なづかしみ，あこがれもするのですの

あの雨のなか，忠たちは矛震の多い生き物だなあ，

とつくずく感じたもので、した。 他人と心を通わせるこ

とをとても望みながら，他人とは違う自分でもいたい。

みなさんも，どうして親友が見つからないのか，ど

うして好きな入の前で、もっと素直:になれないのか，ど

うしてもっと自由にいろいろな人と言話会ぎできないのか，

などなど呂常の人間関係を振り返ると，いろいろ考え

ることがあるでしょう O これはしかし，自分は自分で

他の誰でもない私で、いたい，と思う心をみなもってい

るからでもあります。この矛農を行ったり来たりしな

がら，自分をなくすことなく，能人に心を少し開こう

とする，それが私たちです。

知らずに立ててしまう自分の心の垣根を嫌がらない

でください。心の坦棋こそ私たちひとりひとりの個性

を守り，はぐくむ悶いです。そして自分の緩根をしっ

かりと自分の日でみつめ，能人との関にどんな垣根を

つくってきたのか，よく知ろうとすることを大切にし

てください。そして，自分の垣根をよりていねい

入れしようと思うとき，専門家もときに役立ちます。

そういうときは，気兼ねなく相談室をたずねてきてく

ださい。

(カウンセラー〉
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…相談したいときはー

-修学相談室受付事務室J(六本松地区本館 1階，下関参照)を

は電話で相談の申し込みをしてください。

自受付電話番号 726-4806(受村事務吉田事務職員〉

田受付時間 9: OO~ 17 : 00 (畳抹み 12: 00----13 :∞) 
の研究室(六本松地区本語 l階，下冨参照)を霞接訪ねてもかまいません。

任椋談員(カウンセラート電話番号

吉良安之 726-4804 園田五郎 726-4803 田中健夫 726-4802 横野清志 726-4805 

。相談にあたるカウンセラーの教官(常任相談員)四名は臨床心理学の専門教官です。相談の秘密に

は十分な配蔵をしています。また，修学上の相談で，各学部や研究科の禅門的内容の相談(履修の仕

，勉強の仕方，将来の進路など)については，必要に応じて各学部や研究科の相談員の先生方を紹

介します。

間 学生生活・修学相談室のホームページ

相談室のホームページを開設しています。常任相談員の教官がそれぞれの活動やメッセージを載せ

ていますので，是非ごらんになってください。 http: f fcg.rc.kyushuぺl.ac.jp

ーたとえばこんなこと一

。学往生活上の相談

-大学生活になじめない

-大学生活の目標をみつけたい

-自分のあり方や性格について考えたい

.なかなか友人ができない

-クラスやサークルでの人間関係を改善したい

.異性とのつきあいで悩んでいる

るか，あるい

0修学上の相談

・将来の進路のことを考えたい

-勉学への意欲や目的窓識が持てない

-再受験や転学部など進路変更を考えている

.単位が取れなくて不安を感じている

-勉強の仕方が分からなくて悩んで、いる

信

図(六本松地区本館 1階)

手i九

内案

学生生活・o 
常経相談員(カウンセラー)の研究室O [ E 出 ム(修学情報の閲覧室)ブラウジング・ lレ※ 

授

授

授

システム情報科学研究科

日高 速教

比較社会文化研究科

問 中 良 之

数璃学研究科

小池正夫

総合瑚工学研究科

武音15 博倫

教

教

授

授

授

授

授

教

教

教

教

教

古賀敏比古

坂井英隆

薬学部財津 潔

工学部久枝良雄

農学部松山倫也

人間環境学研究科

野島

一各学部・研究科の相談員の先生方一

文学部竹村則行教授 歯学部

野島一彦教授

大出良知教授

遠藤雄二助教授

松岡 修教授

徐 垣助教授

谷 村禎一助教授

吉良潤一教授

剖3

理学部

向

同

部

法

+.正え
す又教一彦

助教授
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桜坂の飢人地蔵 (15頁参照)

投稿，写真歓迎

- 編集委員会ではradixへの投稿，紙面を飾る写真

を募集しています。六本松地区にまつわる出来事

あなたが関わっている様々な活動 六本松の思い出

など， 記事の内容は六本松地区および六本松に関わ

る人々に関するものであれば何でも結構です。写真

も，キャンパスでのもの，旅先でのものをはじめ，

あなたの作品，又は是非紹介したいあなたのお知り

合いの作品など，広く募集しております。カラ ー写

兵をお寄せください。応募および推薦の対象は，六

本松に関わりのある全ての方です。例えば:

一九州大学の在学生，卒業生，元在学生

-全学共通教育に関わる教職員，非常勤講師，職員

一ノ¥本松地区の旧教職員，旧関係者

・記事のアイデアをお寄せください。何か興味深い

話や出来事などありましたら お知らせくだされば

編集委員が取材に参 ります。

応募 ・投稿・推薦は，以下の者がお受け致します。

radix編集委員

石田(比文) 因|幡(事務部) 大柿(健セ)

河合(理学部) 小山(大教セ) 因 (留 セ)

演野(アドミルョンセ) 松村(言 文)

六本松地区企画掛(本館 1階奥)

|あ|と|が|き|

o 賓野先生の記事にあるように， 6月29日朝 7時こ

ろからの集中豪雨はちょうど出勤時間にかかりその印

象が鮮明に残っている O 樋井川の水位が上昇し橋げた

にふれるほどになっている別府橋をわたるときは，ぞ

くぞくした。突然に，戸¥あめあめふれふれかあさんが，

じゃのめでお迎えうれしいな……という，歌うときリ

ズムの良い割にはあまり楽しくなかった童謡が浮かん

できた。そういえば例の「君が代」は，レキ(さざ

れ石)が風化・運搬・堆積作用ののち，続成作用など

永いことかけてレキ岩 (いわお)になり，やがて造山

運動 ・浸食作用で地表に現れ，コケが生える様になる

という，その解釈には地質学的知識の必要な歌である O

O 岩石といえば，建築用としてほうぼうに使われて

いるので，それらを見て歩くのを楽しみに している O

やは り，潤沢な資本のありそうな会社のピルは高価な

美しい岩石がその外装にふんだんに使われている O 六

本松キャンパス内にはみるべきものはないが，周囲の

ビルや民家は，なかなか高級な材料を使っていて，見

ていて楽しい。

O お忙しいなか， 記事や写真を提供された皆様にお

礼申し上げます。 (1 ) 

radix (ラーディクス No.22 九州大学全学共通教育広報)

発行日平成11年9月30日

発行所 九州大学大学教育研究センタ ー

〒810-8560福岡市中央区六本松4-2 -1 

電話 (092)726-4525・4526(企画掛)


