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2022年度が始まりました。春の光とともにみなさ

んをお迎えできることを、京都外国語大学・短期大

学付属図書館として嬉しく思います。どうぞ存分に

図書館をご利用ください。

図書館というと一面の書棚に本がぎっしりと並ん

でいるというイメージがあって、威圧的で入りにく

い、と思い込んでいる人もいるかも知れません。な

んだか本に監視されているようで、おまけに静かに

しないと叱られるし……。

たしかに本あってこその図書館ですし、読書や調

べ物をしている人の邪魔になるような私語も慎むの

は基本的なマナーです。閲覧室内での飲食もタブー

です。でも、居心地が悪そうだな、と思うのは早合

点が過ぎます。

この10年ほどの間、社会全体に図書館の活動やイ

メージは急速に変わってきました。建物を建て替え

るというのは簡単にはできませんが、本学の図書館

も、求められる役割期待に添うよう、微速ながら前

進しているところです。

2021年度にはICタグを採用し、図書の貸し出し

手続きの簡易・効率化を進めています。ライブラ

リーツァーの動画配信も開始しました。また、図

書館活用の可能性を広げるべく、 Library Explore 

Mission、図書館読書スタンプラリーイベントRead 

and Walkなどの学生参加型の企画・イベント活動も

各種立ち上げ、京都府立図書館との共催で稀覯書展

示会「鎖国時代からの日露交渉史料と同時期のロシ

ア文学」を開催するなど、単なる書籍の収集・保管

場所にとどまらず発信して行こうという、行動的な

図書館への方向性を明確に打ち出してきました。

本館入り口を入った正面のビジュアル資料室では年

に数回のテーマ展示を行ない、ぶらりと図書館を訪れ

た人にも楽しんで戴けるスペースとなっています。ま

た、ギャラリー入り口付近では、年中行事に応じて

ちょっとした “展示” が突然出現することもあります。

そういう仕掛けは、今後も増えて行くかも知れません。

上に挙げたような図書館の活動や関連情報は図書

館ホームページでご確認いただけます。ちょっと見

つけにくいかも知れませんが、大学ホームページを

開いて戴き、ず～～っと下にスクロールすると、最下

段左に「付属図書館・研究機関・そのほか施設」と

いう項目があり、その最初に素っ気なく「付属図書館」

が出てきます。それをクリックして戴くと図書館の

さまざまな情報をご覧いただけます。

この度、図書館ホームページのリニューアルを行

いました。新しいホームページは各項目がさらに見

やすく、本学図書館の図書検索がより簡単にできる

ようになっています。そのほか学術データベースを

はじめ、さまざまな検索機能がホームページから利

用できます。

本学図書館のもう一つの特徴は、本館のほかに分館

（アジア関係図書館）がある事です。閲覧室も第1～

第5まで、機能別の4つがあります（第４閲覧室は現

在欠番←縁起を担いだわけではありません）。ぜひ本

学図書館の使い手になってください。使いこなすほ

どに、また、イベントに参加するほどに、次々とあら

われる新たな発見がみなさんをお待ちしております。
 ひぐち　じょう（教授・日本文化史）
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皆さんは旅行や観光をしようとした際、どのように

情報を集めますか。おそらく、はじめにインスタで映

えるモノや建物、風景などを検索し、次にそれがどこ

にあるのかをウェブで調べるのではないでしょうか。

一昔前のように、旅行前にガイドブックを購入し、ワ

クワクしながらそれを眺めつつ、旅行中もそれを小脇

に抱えて観光するということは少なくなったのではな

いでしょうか。実際、各種の調査から旅行前および旅

行中の情報源はウェブであることがあきらかにされて

います。

それでも印刷された本としての旅行ガイドブック

の役割は終わったわけではありません。図書館に行

けば旅行ガイドブックのコーナーには世界各地、日

本各地のガイドブックが並んでいますし、書店に行

けば情報をアップデートしたガイドブックが毎年た

くさん出版されています。そもそもウェブの観光情

報も、よく見てみると『るるぶ』や『まっぷる』といっ

た旅行ガイドブック出版社と関係のあるものが多く、

本からウェブに形を変えただけで、旅行ガイドブッ

クはまだまだ健在なのです。それどころか、ウェブ

上にあふれている旅行ガイド情報のスタイルも、本

を正せば旅行ガイドブックが確立してきたものであ

り、旅行ガイドブックというジャンルの書籍が私た

ちの旅行行動に与える影響は健在であるといっても

過言ではないでしょう。

ところで京都のガイドブックは、いつからあったと

思いますか？実は江戸時代にはすでに多くの種類の京

都ガイドが出版されていました。そのうちいくつかを

ここでは紹介してみたいと思います。

現在確認されている京都ガイドで最古のものは明暦

４年（1658）に出版された『京童』です。内容は寺

社の縁起や由緒を書き上げたものですが、方角別に、

つまりはエリア別に分けられているのが特徴的です。

現在のガイドブックに写真が多く使われているのと

同様に、当時もビジュアルは重要だったようで、『京童』

にも挿絵が掲載されています。しかし技巧的にはいま
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だ成熟しておらず、大変素朴な描写です。挿絵が最高

潮に達するのは、安永９年（1780）出版の『都名所

図会』です。

それ以前のガイドブックの挿絵は、どちらかといえ

ば文章の補助的なものでしたが、『都名所図会』は、

挿絵だけでも十分見ごたえのある作品になっていま

す。そのため爆発的なベストセラーとなりました。大

変人気を博したため、『都名所図会』で確立された細

密な挿絵と文章による説明というスタイルは、京都の

続編である『拾遺都名所図会』をはじめ、『大和名所

図会』や『河内名所図会』、『江戸名所図会』など、各

地の「名所図会」に受け継がれることになりました。

『都名所図会』でもう一つ注目したいのは、神社仏

閣・名所旧跡だけではなく、京都の行事や生活文化も

紹介している点です。挿絵をみると、当時の人々の息

遣いまで聞こえてきそうです。

最後に貝原篤信、つまり『大和本草』や『養生訓』、『女

大学』などの作者である儒学者であり本草家の貝原益

軒が叙述し、宝永３年（1706）に出版された『京城

勝覧』を紹介したいと思います。

目次をみると、「〔初一日〕　三条小橋大橋をこえ、

なはての町を下り、建仁寺・六波羅・清水へ出、それ

より粟田口までの道をしるす。今日は見物所多し。こ

まかにみるべし。○但し此日道のり、をよそ四里程

のつもりなり」のように、１日目から17日目までの、

17通りの道順が記されています。本文では道すがら

の名所旧跡についての説明も記されているのですが、

これは現代の「モデルコース」に相当するものです。

日本では300年前には、すでにモデルコースが存在し

たのだということともに、いかに日本の旅行文化が先

進的だったのかを確認することができるのではないで

しょうか。

今回は江戸時代に出版された３つのガイ

ドブックを紹介しました。紹介したガイ

ドブックは、ウェブ検索すると資料館な

どのデジタルアーカイブで見ることがで

きますが、くずし字で書かれているため

に読みにくいことだと思います。活字化されたものを

読んでみたいのであれば、本学図書館にも架蔵されて

いる『新修京都叢書』を手に取ってみてください。紹

介したもの以外にも様々な江戸時代の京都のガイド

ブックが収録されています。

さて、京都のなにがすごいって、今回紹介したガイ

ドブックは現在でも使うことができるということで

す。京都の街は天明の大火や蛤御門の変など経験して

はいますが、大きな戦災に遭わなかったため、街並み

が変わったといいながらも、各時代が重層的に並存し

ています。だからこそ昔のガイドブックでも、今の京

都をめぐることができるのです。

インスタ映えやスィーツ巡りもいいものですが、江

戸時代のガイドブックを片手に、当時の人たちがどの

ように京都を見ていたのか、また今と昔と、どのよう

違いがあるのかを見て回るのも面白いかもしれません。
 むらやま　こうたろう（准教授・日本近世史、祭礼研究）

写真：『都名所図会』より四条河原夕涼之躰。四条通、鴨川を西から
東に眺める。現在の四条大橋は鴨川の両端を一本の橋で結ぶが、江戸
時代には中央に大きな中洲があり二本の橋が架けられていた。夏場の
一定期間には、中州に多くの見世物小屋や茶店が立ち並び、人々の憩
いの場であった。また今は鴨川西側にのみ「川床」が設置されるが、
挿絵では東側にも「川床」を確認することができる。



平安京が置かれて以来、千年以上の歴史を持つ都市である京都。『源氏物語』『枕草子』『古今和歌集』『土佐日記』
『蜻蛉日記』などの平安文学をはじめとして、現代に至るまで数々の文学作品の舞台になってきました。
そんな文学作品の中から、「京都」を体験してみましょう！
舞台となった場所を、実際に訪れて撮った写真と共に紹介します。

●丸善京都本店
　京都が舞台の小説、といわれるとまず挙げられるのがこの『檸檬』。
ページ数でいえばとても少ないのですが、傑作と名高い短編小説で、
丸善の美術書コーナーに置いた檸檬を爆弾と想像して去っていく
シーンが有名です。
　当時の丸善は三条麴屋町にありました
が、現在は京都BAL地下に移転していま
す。丸善店内では、『檸檬』の本と一緒に
籠に入ったレモンが展示されています。以
前の河原町蛸薬師にあった店舗が2005年
に閉店された際には、レモンを置いていく
人が続出して話題となりました。

●金閣寺
　1950（昭和25）年に実際に起きた、金閣寺放火事件をモデルと
した三島由紀夫の代表作の一つ。
　美しい文章で、金閣寺の美しさという魔力に徐々に耽溺し、遂に
金閣寺を焼くことを決意する主人公・溝口の心理が精緻に綴られた、
不朽の名作です。
　金閣寺の正式名称は鹿苑寺。創設者は室町幕府第三代将軍である
足利義満です。我々が「金閣寺」としてよく知るのは舎利殿（仏舎
利＝ブッダの遺骨を安置する堂宇）で、火災後に再建されて今なお、
優美な姿を見せてくれます。晴れた日に鏡湖池に映る金閣寺も美し
いですが、雪化粧が施された日の趣はまた格別です。

資料ID：137897　請求番号：913.6||Mis

資料ID：138455　請求番号：913.6||Kaj

●壬生寺、池田屋跡など
　幕末の京都を駆けた新選組。子母澤寛が著した『新選組始末記』
をはじめとする新選組三部作で再評価され、池波正太郎や津本陽、
浅田次郎等、非常に多くの作家が題材に採っています。中でも副長
である土方歳三を主人公にした司馬遼太郎の著作は有名で、何度も
映像化されました。最近では、岡田准一主演で映画になりました。
　壬生寺は律宗の大本山ですが、新選組
の屯所となった八木邸の隣であったこと
から訓練所に使われており、隊士11人
の墓があるゆかりの深い寺です。阪急大
宮駅、あるいは嵐電四条大宮駅から近く、
訪れやすい場所です。八木邸も新選組発
祥の地として公開されています。
　また、「池田屋事件」で有名な旅館の
池田屋は、現在は新選組の名を冠した居
酒屋になっています。

●高瀬川
　高瀬川は、幕末の豪商である角倉了以と息子の素庵が私財を投じて開
削した運河で、運搬に高瀬舟という喫水の浅い川船を用いたことから、
その名があります。物資の積み下ろし場所として9か所あった舟入は、
現存するのは一之舟入のみです。そこでは、復元された高瀬舟を見るこ
とができます。
　その高瀬舟上で、弟殺しの罪人である喜助を流刑地への船が出る大阪
へと運ぶ、同心の羽田庄兵衛とのやり取りを描いたのが『高瀬舟』です。
江戸時代の随筆『翁草』を基
にした小説で、森鴎外の晩年
の作になります。鴎外本人も

『高瀬舟縁起』で解説を残し
ていますが、今なお、様々な
解釈がされるのは名作の定め
でしょうか。

資料ID：138150　 請求番号：913.6||Mor

上巻　資料ID：138125　請求番号：913.6||Shi||1
下巻　資料ID：138126　請求番号：913.6||Shi||2
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●六波羅蜜寺
　平安時代の僧、空也を主人公とした歴史小説。出生を醍醐天皇の皇子とし、しかし出奔して
阿弥陀仏の教えを広めていく「市聖」となった空也上人の一生を描いています。タイトルの「捨
ててこそ」の意味とは……。
　空也上人が開山したのが、六波羅蜜寺です。表紙の装画の元になった、口から阿弥陀仏が飛
び出る有名な空也上人像は、宝物館に収められています。また、平家ゆかりのこの寺には、や
はり有名な平清盛坐像があります。余談ながら、この清盛像が思わず人の気配を感じる……と
いうレベルで、サイズ感といい非常にリアルでした。空也上人像は意外に小さかったです。

資料ID：622613　請求番号：913.6||Azu

●平安神宮、八坂神社、錦市場、鴨川など
　日本人初のノーベル文学賞受賞作家である川端康成。その手に
よる、京都の四季折々を背景に生き別れて老舗呉服問屋の娘とし
て育った千重子と、北山杉の村で働く苗子の双子の姉妹が再会し、
そして離別するという抒情的な物語です。タイトル通り、古都で
ある京都が全編通しての舞台となっており、さながら京都ガイド
よろしくあちこちの名所や今も残る名店、年中行事が登場します。
　物語は平安神宮での春の花見から始まり、夏の祇園祭、秋の時
代祭、そして淡雪降る冬で幕を閉じます。うつろいゆく「古都」
の姿が、丹念に描かれています。作中の京都弁と文章が相まって、
劇的なドラマがあるわけではない、けれど静かな余韻が残ります。

資料ID：587720　請求番号：913.6||Kaw

●八大神社
　『五輪書』を記し、二天一流の開祖であり二刀流の剣豪として知られる新免
武蔵守藤原玄信、通称宮本武蔵。我々が想像する「剣聖宮本武蔵」像を作っ
たといわれる長編小説で、井上雄彦の漫画『バガボンド』の原作でもあります。
　武蔵といえば佐々木小次郎との巌流島の決闘ですが、京都も重要な舞台と
なっています。小説3巻と4巻で描かれる兵法者の吉岡一門との三度にわた
る決闘、その場所が蓮台寺野（船岡山西麓）、三十三間堂裏、一乗寺下り松です。
　決闘当時にあった「下り松古木」は、八大神社の宮本武蔵像の隣に祀られ
ています。八大神社は、決闘前に武蔵が祈ろうとする場面があり、ゆかりの
神社として映画ポスターがたくさん掲示してありました。

資料ID：579865,580426
請求番号：913.6||Yos||3, 913.6||Yos||4

いちのひじり

●北野天満宮
　第140回直木賞受賞作で映画化もされた、千利休の切腹にまつわる歴史小説。豊臣秀吉に命じられ
た切腹の日から、時を遡って利休に関わった様々な人々の観点を綴っていく連作形式になっています。
　わび茶を完成させた、茶聖とも称される千利休。その美意識はどこから来たのか、を探っていく物
語です。北野天満宮は、学問の神様こと菅原道真を祀った天満宮の総本社で、「北野の天神さん」と
親しまれています。合格祈願で訪れたことがある人も多いでしょう。梅の名所としても有名です。秀
吉が主催し、利休も茶を立てた北野大茶湯が開かれた場所です。
　また、利休にゆかりの深い寺に大徳寺があります。山門・金毛閣は利休の寄進を受けて完成しました。
普段は非公開の箇所が多いのですが、特別公開されることも。意外なところでは、安倍晴明を祀った
晴明神社には、利休の屋敷跡の石碑があります。

資料ID：530279　請求番号：913.6||Yam

 しん めん

 む さしのかみ  はる のぶ
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普段は非公開の箇所が多いのですが、特別公開されることも。意外なところでは、安倍晴明を祀った
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●下鴨神社、出町柳駅、寺町商店街、六道珍皇寺、四条大橋など
　京都出身の作者だけあって、京都の至る所が舞台になった小説を何作も執筆しています。
両作ともアニメ映像化され、2017年に京都特別親善大使に任命された『有頂天家族』は、「聖
地巡礼」のマップが作成されるほどの人気を博しました。
　黒髪の乙女に思いを寄せ、偶然を装って京都のあちこちで彼女を追い求める “先輩” の周
辺で、巻き起こる珍事件を描いた『夜は短し歩けよ乙女』。糺の森に住み人に化ける狸の下
鴨一家と天狗の騒動で、京都中を駆け巡る『有頂天家族』。とにかく京都の至る所が登場す
るので、紹介しているのはほんの一部です。また、登場人物や舞台の共通も多いので、両作
品を一ページにまとめました。

夜は短し歩けよ乙女 資料ID：516133　請求番号：913.6||Mor
有頂天家族 資料ID：522506　請求番号：913.6||Mor
有頂天家族2 資料ID：636109　請求番号：913.6||Mor||2

●京都外国語大学
　主人公のみか子は「京都」の「外国語大学」でドイツ語学科に在籍し
ており、風変わりな教授に乙女と呼ばれる女子学生の一人。……ん？と
思った方、そうです。作者は本学ドイツ語学科卒業生であり、名前その
ものは出てきませんが、舞台のモデルはまさにここ、京都外国語大学。
第143回芥川賞受賞作です。
　教材である『アンネの日記』とリンクするように、キャンパス内で囁
かれる不穏な噂。巻き込まれる主人公。真相は是非、その目でお確かめ
下さい。文庫化もされています。

資料ID：543408　請求番号：913.6||Aka
文庫版　資料ID：576823　請求番号：913.6||Aka

●上賀茂神社、鴨川デルタ、吉田神社など
　よく間違えられるタイトルは、ホルモンではなくホルモー。京都の東西
南北に位置する大学のサークルが、オニや式神を使役して勝敗を決めると
いう、作中の架空の競技名のことです。
　主人公の安倍が、葵祭のアルバイトの帰りに京大青竜会というサークル
の新歓コンパに誘われるところから始まるのですが、作者が京大出身であ
るという共通点のせいか、実は前ページの森見作品とかなり舞台がかぶっ
ています。代替わりの儀で裸踊りを行う吉田神社は、京都大学のすぐ近く
です。鴨川デルタは高野川と賀茂川の合流点で、ここでホルモーの練習を
する場面があります。
　登場人物の名前も安倍晴明、小野篁、早良親王、蘆屋道満、菅原道真、
など京都ゆかりの歴史上の人物からモチーフを得ています。

鴨川ホルモー　資料ID：519558　請求番号：913.6||Mak
ホルモー六景　資料ID：524270　請求番号：913.6||Mak

たかむら  さわら  あし や どう まん

とだ なおこ（司書）

10 GAIDAI BIBLIOTHECA No.233



●下鴨神社、出町柳駅、寺町商店街、六道珍皇寺、四条大橋など
　京都出身の作者だけあって、京都の至る所が舞台になった小説を何作も執筆しています。
両作ともアニメ映像化され、2017年に京都特別親善大使に任命された『有頂天家族』は、「聖
地巡礼」のマップが作成されるほどの人気を博しました。
　黒髪の乙女に思いを寄せ、偶然を装って京都のあちこちで彼女を追い求める “先輩” の周
辺で、巻き起こる珍事件を描いた『夜は短し歩けよ乙女』。糺の森に住み人に化ける狸の下
鴨一家と天狗の騒動で、京都中を駆け巡る『有頂天家族』。とにかく京都の至る所が登場す
るので、紹介しているのはほんの一部です。また、登場人物や舞台の共通も多いので、両作
品を一ページにまとめました。

夜は短し歩けよ乙女 資料ID：516133　請求番号：913.6||Mor
有頂天家族 資料ID：522506　請求番号：913.6||Mor
有頂天家族2 資料ID：636109　請求番号：913.6||Mor||2

●京都外国語大学
　主人公のみか子は「京都」の「外国語大学」でドイツ語学科に在籍し
ており、風変わりな教授に乙女と呼ばれる女子学生の一人。……ん？と
思った方、そうです。作者は本学ドイツ語学科卒業生であり、名前その
ものは出てきませんが、舞台のモデルはまさにここ、京都外国語大学。
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　図書館には「レファレンス」というサービスがあります。「この本が読みたい」とわかっ

ていれば蔵書検索（OPACといいます）で、どこにあるのかすぐに探せます。でも、「こん

なことを調べたいけれど、どんな本を読めばよいかわからない」とか、「内容はだいたい覚

えているんだけど、本の名前がわからない」とか、「お目当ての本がない！」というような

こと、ありますよね？ こんなときに、図書館スタッフが一緒に考えたり、本を探してくれ

たりするのが「レファレンス」（調べもの相談）です。

　図書館では、この「レファレンス」をとても大事にして力を入れていますが、残念なことに、

あまり知られていません。図書館にあるのは本や雑誌だけ、ではありません。経験豊かな“ス

タッフ”がいます。「レファレンス」という言葉は覚えなくて大丈夫。わからないことがあっ

たら、とりあえずカウンターでひと声かけてみてください。

⬅今回のBIBLIOTHECA（図書館報）「京都」特集にちなんで、JR

東海のキャンペーン「そうだ京都、行こう。」をもじったタイトル

を付けてみました。巻頭の図書館長メッセージにあるように、

図書館は「居心地が悪そうだな」と思うのは早合点。図書館は、

「あんなこと」や「こんなこと」もできるところなのです。

　新入生のみなさんはもちろん、最近、図書館に行ってないなとか、

もしかしたらまだ一度も行ったことないよというみなさんに、図書

館の便利さ、愉しさを図書館内外の写真と共にご紹介します！

　アメリカの実業家アンドリュー・カーネギーは世界中に2800ヵ所もの図書館をつくって、

「人々のための宮殿（Palace for the People）」と呼んだそうです。「今からどこに行こ

うかな…」と思ったときは、ぜひ７号館の“宮殿”へお越しください！新しい友達や、

あなただけのとっておきの居場所が見つかります。

　そういえば、いつも第２閲覧室の窓際の席にいた彼、社会人になって新しい居場所を

見つけたかしら？

参考文献
奥野宣之（2016）『図書館「超」活用術 最高の「知的空間」で、本物の思考力を身につける』朝日新聞出版
エリック・クリネンバーグ（2021）『集まる場所が必要だ』英治出版

図書館事務長　山﨑 その（やまさき その）

　図書館といえば、本ですね。たくさんの本が、本棚（書架といいます）

に並べられています。ぼぉ～っと眺めているだけでも豊かな気分になれま

すが、その場で「しっかり読める」のが図書館のよいところです。本屋さ

んだと、長時間居座って読み続けるのは少し気が引けます。気に入らなかっ

たら別の本を取り出し読んでみて、さらに次から次へといくらでも読むこ

とができます。新しい本や売れている本だ

けではなく、古い本や専門的な本も一緒に

並んでいるのが、大学図書館の特徴です。

本は他の本と繋がっているので、思いがけ

ない本との“出会い”があるかもしれません。

　図書館ではちょくちょくイベントを開催しています。本好きの人にはたまらない

「ブックトーク」では、自分の経験や考え、悩み、楽しみなど、本の世界と現実の世

界が交錯するひとときを味わえます。思わず知らず熱狂してしまう本にちなんだゲー

ムもあります。「たほいやゲーム」は名前だけではどんなゲームかわかりませんね。

興味のある方は、ぜひ参加してみてください！いろいろなイベントで楽しみながら“人

とつながる”ことができるでしょう。本同士がつながっているように、本好きの人同

士も自然につながっていく場所が図書館にはあります。

　図書館は、基本的にはとても“静か”な

ところです。本を読むもよし、なにか考え

事をするもよし、ふぅ～っと息抜きをする

のもよし。街中やキャンパスの喧騒から離

れて、ひとり心静かに過ごしたいときに

ぴったりです。自分の部屋だと、ついつい

食べたり寝そべったりグズグズしがちですが、図書館の中はほどよい

“緊張感”があります。検索、探索、思索、創作、集中していろいろな

ことがサクサクできますよ♪

本と出会う

困ったときは相談する

人とつながる

静けさを味わう
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2022年度 図書館イベント情報 最新のお知らせについては、ホームページをご覧ください。

1図書館ガイダンス
ライブラリーツアー・本の探し方

まずは、図書館ってどんな所？どうやって使うの？を実際に館内を歩きながら紹介します。また、読み
たい本を調べる方法を説明します。

書庫利用ガイダンス
閲覧室に並んでいる本は、実は図書館の蔵書のほんの一部です。そんな膨大な本の中から、自分で書庫
に入って自由に探したいという方は、このガイダンスを受けてください。

レポート・卒論等のための情報収集ガイダンス
レポート作成や卒論執筆に、役立つ図書館活用方法のガイダンスです。
学術データベースの利用方法についても説明します。

４月

毎月

７月･秋

3展示会
貴重書展示会

普段はなかなか見ることができない、図書館が所蔵している貴重書の中から厳選した展示会を、毎年開
催しています。

テーマ展示
図書館に入ってすぐ正面、ギャラリーで開催します。4月末までのテーマは「ジブリ」です。展示して
いる本は借りることができます。

2 Library Explore Mission（L.E.M.）
　Library Explore Mission（L.E.M.）とは、図書館 “Library” に関心のある学生が 
“Explorer” として自ら企画・立案・実行する “Mission” を通じて、より自由で魅力
的な図書館を作るプロジェクトです。
　昨年度はブックハンティングと、その成果である展示会を行いました。

4ブックトーク
　テーマに沿って、発表者が関連する本を紹介しながら、内容や感想など「本の魅力」を伝えることで
読書の楽しみを分け合おう、というイベントです。発表後は、皆さんで意見交換をする座談会があります。
今年は年4回（5月、6月、10月、12月）開催予定です。

　今年度のメンバー募集については、ホームーページでお知らせします。

丸善京都本店にて 4号館南側エントランスでポスターを展示しました

L.E.MのInstagram
https://www.instagram.com/lem_kufs/

テーマ「冬に読みたい本」

2021年度ブックトーク

グローバル観光学科4年次生　石橋 尚子
紹介本：片岡義男著『珈琲が呼ぶ』

　珈琲を出す喫茶店の話で、主に1960年から
1970年にかけて流行ったミュージシャンや映画な
どを題材にした話が出てきて、その話について自分
は、まだ生まれていない昔の話なのでわからなかっ
た。1回目に読んだときは、わからないままに、読
み通した。それから1回目でわからなかったことを
調べて2回目に読むと、それぞれに様々なこだわり
がわかって、珈琲を飲むように深い味わいを感じた。

珈琲を片手に読みたくなる本

中国語学科4年次生　岸本 明紀
紹介本：ゴーゴリ著『外套』

ユーリー・ルィトヘウ著『クジラの消えた日』
　ゴーゴリは短編小説が多く、サクッと読めて不思
議な雰囲気のものが多い。2冊目の『クジラの消えた
日』は、クジラが祖先であると崇拝したロシアの少
数民族の話。しかし時代が流れてクジラが祖先であ
るということを人は信じなくなった。自然を敬わず
摂理を変えてしまう人間の世界に未来はないという
事を著者は、私たちに投げかけている。ツンドラの
美しさ、優しさ、厳しさの描写が魅力的な本である。

冬を舞台にしたロシアの小説
図書館職員　栄 咲子

紹介本：矢川澄子再話、赤羽末吉著『つるにょうぼう』
姉崎等、片山龍峰著『クマにあったらどうするか：
アイヌ民族最後の狩人姉崎等』

　つるの恩返しの話が好きで、中でも今回紹介する
『つるにょうぼう』は、ユーモラスであり　上品で
もある不思議な筆致の絵である。この本を読んで、
タンチョウに興味を持ち、冬に北海道へタンチョウ
を見に行くようになったが、その北海道で泊まった
ペンションで偶然見つけた本が『クマにあったらど
うするか：アイヌ民族最後の狩人姉崎等』だった。
ヒグマに対する著者の飽くなき探求に感銘を受け
た。そして自然を敬わないことへの警鐘を私たちに
鳴らしている。

読書から学ぶ人と動物のディスタンス
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　本書は、所謂藤沢周平作品

ナビです。彼の作品の魅力が

余すところなく表現されてい

ます。彼の作品は、『武士の一

分』、『蝉時雨』、『山桜』、『三

屋清左衛門残日録』、『たそが

れ清兵衛』、『立花登　青春手

控え』、『神谷玄次郎捕物控』

など数々の映画やドラマの原作になっています。特

に「藤沢作品を彩った名優たち」では、そのドラマ

や映画に出演した俳優や現場で指揮をとった監督が

それぞれの立場でエピソードや作品に対する想いな

どを綴っていますので、より作品を身近に感じるこ

とができるのではないでしょうか？

藤沢周平

新潮文庫 編
新潮社

910.268‖Fuji

Book Rev iew

　2021年東京オリンピック、

2022年には北京オリンピッ

クが行われた。

　そこで、熱の冷めないうち

に皆さんにお薦めしたい1

冊！

　本書は、オリンピックにま

つわる100の歴史や逸話が非

常に興味深く書かれている。その中で、歴史を通じて

諸々の出来事や事件が結びついている「現代史を再訪

する」ことに主眼が置かれている。

　そして訳者は、最後にオリンピックが教育的に有用

である為には、競技を見て熱くなれるだけで十分であ

り、オリンピックの理想が変わったとしても、そこは

変わらないと訴えている。

オリンピック100話

ムスタファ・ケスス 著　芦立一義 訳
白水社

780.69‖Kes

　家族や友人、そしてちょっと上

の年代の方たちとの間で楽しい話

題にできること間違いなし！

　時代の流れとともに生じた文明、

文化、生活様式の進化・移り変わ

りとともに、消えゆく、また消え

ゆくであろう人の『動作』について

少し哀愁漂いつつ、でも楽しく纏

められているこの図鑑。

　テレビのチャンネルを回す、電車の切符をきる、黒

電話をかける、マッチをする、電気のひもを引っ張っ

て消す―皆さん、これらがどういう動きなのか、想像

つきますか？

　「え、それはどういうこと？」と思ったそこのあなた、

この図鑑を引いてみてください！

絶滅危惧動作図鑑

藪本晶子 著
祥伝社

049.1 ‖ Yab

　2022年4月1日から「民法の一部を改正する法律」

が施行され、成人年齢は18歳に引き下げられます。親

の同意を得ずとも携帯電話やアパートなどの契約を結

ぶことができます。

　一度契約を締結すると、その内容に基づいて法的な

責任を負わなければなりません。ひょんなことでトラ

ブルに巻き込まれる可能性もあります。

　本書では、学生生活の中で遭遇しうるトラブルの事

例と一定の答えを法律に則って

示しています。

　問題に直面した時、それを

解決するための “法的思考（リー

ガルマインド）” は生きていく

上で皆さんの助けになるはずで

す。

尾島史賢 著
関西大学出版部

321‖Oji

　2022年北京で開幕した冬

季オリンピック。盛り上がり

をみせた一方で、外交ボイコッ

トの表明があったことを知っ

ていますか？

　本書は、その要因となった

中国・新彊ウイグル自治区で

のあらゆる問題を漫画と文章

でよりわかりやすく描いた作品です。現在進行形で起

きているウイグル問題に、現地から離れた日本で自由

に安全に暮らすことのできている私たちはどう向き合

えばよいのでしょうか。

　まずは、知るところから。日常に溢れる安価で機能

性を備えた外国製の衣服をどこかの誰かがつくってい

る、そうした直接見えない背景を考えるきっかけにな

る一冊です。

ウイグル人という罪
─中国による民族浄化の真実─

清水ともみ・福島香織 著
扶桑社

316.822‖Shi

　より魅力的な図書館をつくるプロジェクト「L.E.M.」

に参加している学生達が選書した図書の中で、真っ先

に私の目を引いたのが本書です。

　地震発生のメカニズムや地形の形成過程などがオー

ルカラーの大きな写真や図とともに解説されていて、

異常気象や新しい資源利用の可能性についても触れら

れています。地学や科学が好きな人は、解説を読んで

知識を深めることができますし、そうでない人も、地

球上に存在する見るも美

しく、且つ、不思議な写

真に驚嘆することでしょ

う。文系・理系を問わず、

子どもから大人まで楽し

めるお薦めの一冊です。

田近栄一 監修
ニュートンプレス

450‖Chig

　何度でも読みたくなる、

お気に入りの本はあります

か？　「古典」と称するそん

な愛読書を読んでいると、

甘いものが欲しくなる……

というわけで、古典と甘味

という組み合わせにはまっ

た著者が、古今東西の名作

と共に、それを読むときにぴったりな手作り（！）スイー

ツを紹介しているのが本書です。作中に出てくる菓子

の再現ではなく、あくまでも本とのマリアージュです。

　「そうだ、自分で食べる焼き菓子は自分で焼けばいい

のだ」（本文より）と、表紙のケーキも手作りだそう。

本書を読んだら、同じようにお気に入りの本をお菓子

と一緒に楽しみたくなるかもしれません。

古典とケーキ
甘い再読愉悦の読書案内

梶村啓二 著
平凡社

902‖Kaj

　昨今、性別における平等や経済格差

の 是 正 などを目 標とした「SDGs」

「LGBT」という言葉が聞かれる一方で、

昨年もアメリカの黒人男性が警官の発

砲により死亡するという事件が起こっ

ています。ヘイトスピーチやSNSなど

での誹謗中傷も看過出来ない問題で

す。しかし著者は、例えば障害者にかけた「希望を持っ

てください」という言葉も、現在の障害者の暮らしに「希

望がない」ことを前提とするもので、悪意がなくとも、相

手を傷つけるものであることを指摘しています。

　本書は、人種に対する差別から、出身国、職業、学歴、

性別などに基づく差別、そして前述の悪意によらぬ「差別」

などを1つ1つ検証することで、「自分は差別などしない」

と思い込む固定観念の危うさと、差別を自覚することによ

る差別の無い社会の実現を模索しています。

差別はたいてい悪意のない人がする 
見えない排除に気づくための10章

キム・ジヘ 著　 尹怡景 訳
大月書店

361.8‖Kim

図書館の新着図書より

法的思考のススメ
 大人になる君に知ってもらいたいこと

地学大図鑑
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張愛玲（1920-1995）は上海で生れた。二歳のと

き一家は天津に転居した。三歳で唐詩をすらすら言える

ようになった。ストーブの温かい火、部屋中に漂う阿片

の匂い、四方の壁に掛かった書画、彼女はそこに静かに

座り、女中が枕元で教えてくれた唐詩を思い出すと、父

親の足下に立って父親に聞かせた。張愛玲の祖父は清

朝末期の有名な人で、二十二歳で科挙に合格、二十七

歳のとき朝廷で大規模な試験が行なわれ、祖父の成績は

第一位、翰林院侍講（天子や皇太子に講義する職）を

授かり、光緒帝のそばに付き添った。しかし、張愛玲の

父親のときには、清朝がすでに滅び、この大家庭の威

厳もひどく見劣りするようになっていた。

不幸だったのは保守的で頑固な父親が西

洋の新しい思潮の影響を受けた女性を妻

にしたことである。張愛玲の母親は南京

長江水師提督の孫で、不遇にじっと耐え

るような女性ではなく、家庭のことには

関心を示さず、夫と会話しても気持ちが

合わないので、押し黙り、ピアノ、外国

語、洋裁に精力を傾けた。幸い叔母と

意気投合し、この名ばかりの家にとりあ

えずおとなしくしていた。幼い張愛玲は

このような環境の中で生活していた。

張愛玲には一歳下の弟がいた。残念なことに、張愛

玲は母親に似ず、母親似の弟が家で一番可愛がられる

大事な子供になった。四歳の張愛玲はすでに男女の平等

を意識するようになっていた。しょっちゅう弟の女中と言

い争った。張愛玲の父親は芸者遊びをして、別に妾が

いた。こともあろうに父親は娘を連れて妾が住んでいる

邸宅に遊びに行った。しかし母にとってこのようなことは

見慣れた光景で、母は叔母と一緒にフランスに行ってし

まった。母がいなくなると父の妾が引っ越してきた。家

の中は賑やかになり、いつも宴会が開かれ、面白かった。

父の妾はもともと妓女であり、父より少し年上だったが、

張愛玲にとって良いこともあった。弟ではなく、彼女の

ことを引き立ててくれたが、妾はしょせん妾、とうとう親

族に強制的に家を追い出されてしまった。

五歳にして、張愛玲は小説を読み出した。父親は「飲

む、打つ、買う」 以外に、通俗小説を愛読し、家の中

に積み上げてあった。それらは張愛玲に新天地を与えた。

小説の中の生活は現実よりも人を魅了し、夢中にし、酔

いしれさせることに彼女は気づいた。彼女は楽しみを見

つけた。八歳の時、父は役人の職を免じられ、「阿片を

止め、二度と妾を入れないので、戻ってきて欲しい」と

母に手紙を書いた。一家はまた天津から上海に転居した。

母は叔母と自宅に帰ってきた。母は自分の願望どおりに

愛玲をしとやかな女性に育てることを決

意した。しかし、父はまた阿片を吸いは

じめ、一家の生活費はすべて母が援助

した。父と口論が絶えず、母は父と協議

離婚した。愛玲と弟は父が引き取ったが、

母はついに機会を見つけて、幼子を誘拐

して売り飛ばす商人のように愛玲を学校

に送り寄宿させた。母は入学証の名前の

欄に記入する際、英語の名前をそそくさ

と二文字に訳し、 “愛玲（Eileen）” と

名付けた。張愛玲という名が、占領下

の上海文壇に鳴り響くとは誰が予想できただろうか。

張愛玲は封建的な古い家庭に大胆に反逆した母親に

は同情を寄せなかった。潜在的な母親に対する反抗心か

らなのか、張愛玲は家族が貴族と血縁関係であるという

一面、古びたライフスタイルや伝統的な生活の面白みを

作品でことさら誇張した。張愛玲は文章の中で興味津々

と古い京劇、昔の服装、一夫多妻や虚栄を愛すること

について語った。張愛玲は新文学の担い手としての立

場と伝統的な通俗小説を結びつけ、都会人の乱世への

わだかまり、物欲の追求とプライベートな空間を表現し、

すべて高い境地に達していた。中国で九十年代に入って

張愛玲の作品が再び脚光を浴びたのは決して不思議なこ

とではない。 かげやま　たつや（非常勤講師・中国文学）
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日本人は諸外国と比べ「勤勉で大人しい」というイ

メージで捉えられがちです。しかし、本書が描く戦国

時代も含めた中世の日本人は、そのイメージとは異な

る存在です。

明治大学商学部教授であり、歴史番組の解説や時代

考証も務める著者は、中世日本を「ハードボイルドな

時代」で「アナーキーな世界」と語っています。

当時の日本は、地方ごとに年貢の徴収法や通貨の換

算法などが異なっていました。年貢米の徴収に用いる

枡
ます

も1升を10合と数える地域もあれば、6合、あるいは

13合などとしている所もあります。銭を通貨とする地

域の中にも、価格100文につき銭96枚と定めている所

もあれば、銭82枚、あるいは107枚などとしている所

もあります。

中世の日本人は「自力本願」だったと言われています。

武士も公家も、商人も農民も僧侶も、自分の利害を守

るため「自力」で暴力を行使することを必ずしも “悪”

とは考えていなかったようです。地方の守護たちは幕

府の統制に従順で無く、中には「日本国王」を名乗り

中国や朝鮮と交易を行っていた守護もいました。比叡

山延暦寺は異教である一向宗の大谷本願寺に武力攻撃

を仕掛け、荘園領主でもある興福寺の僧侶たちは、自

分たちの利害を脅かす越前国（現・福井県）守護の朝

倉孝
たか

景
かげ

に “呪詛” を行いました。農村でも、刀槍や弓矢、

騎馬を繰り出しての「合戦」さながらの抗争に発展し

た事例もあります。代表的なのが琵琶湖北辺の菅浦と

大浦という村同士の抗争で、これを記録した文献『菅

浦文
もん

書
じょ

』も存在します。妻が不倫相手の女性を殺傷す

るという事例も確認されていますが、源頼朝も亀の前

という女性との密通が発覚し、妻の北条政子の逆鱗に

触れたと言われています。

中世日本の治安は全国的に良いとは言えず、山賊や

海賊が横行していました。当時の淀川には380ヶ所の

関所が建っていたと言いますが、賊が違法な料金を取

るために建てたものもあると言います。また、商人や

朝鮮使節の船が日本と朝鮮を航行する際、海賊の襲撃

を避けるため、別の海賊を7貫文（約70万円）で雇っ

ていたという話もあります。賊から足を洗った後、一

向宗などの宗派に入信し、彼らの抗争や一揆に加勢し

た者たちの存在も取り上げられています。

無秩序な振舞いが目立つ一方、神仏への畏れとも取

れる態度も散見されます。前述の越前守護の朝倉孝景

も、興福寺に “呪詛” された際は、自ら解除を求めて寺

に赴き起
き

請
しょう

文
もん

（神仏への宣誓書）を提出したと言われ

ています。村同士の抗争で調停がこじれた際などは、湯

起請（熱湯に手を入れて火傷の軽重で当否を裁決する）

すなわち神の意志に頼り、その「お墨付き」で事態の

収拾を図った事例もあります。

現在の日本にも中世の気風の片鱗は残っていると言

われています。著者によるとコーヒーショップごとの

カップ（Sサイズ）や料金は、スターバックスで240ml

（280円）、マクドナルドで175ml（100円）などと、

年貢米の枡と同じく統一されていないのです。今から

30年ほど前のインドでの話ですが、違法に料金所を建

て、職員の格好で通る車から「通行料」を取っていた「山

賊」と呼ばれる人々の存在も確認されています。これ

らの他にも、現在では思いも寄らない中世の日本人に

よるエピソード、そのエピソードと少なからず接点の

ある、現在の事物あるいは振舞いなどが、本書では紹

介されています。世界的にグローバル化が進んでいる

昨今ですが、「ハードボイルドな時代」「アナーキーな

世界」にも目を向け、その違いを認識することも求め

られているのではないかと思います。
 いながき　ひろゆき（司書・主事）
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本学図書館のコレクションに「NIPPONARIA（ニッポナリア）」があります。このコレクションは

英語やその他の西洋言語で書かれた日本研究書を、1500年代から現代まで言語、文化、歴史ほか多

方面の学術分野を網羅的に収集しています。コレクションの中には「京都」について研究や見聞を行っ

た外国人の著作も多く所蔵しているのですが、今回は京都をこよなく愛し多くの著作を遺した英国人

日本研究家、ポンソンビー＝フェーンについてお話ししましょう。

リチャード・ポンソンビー＝フェーン（Richard Arthur Brabazon Ponsonby-Fane）は1873

年英国生まれで、彼が23歳であった1896年からイギリス植民地総督秘書として、各地に赴任し、そ

のさなか日本には1901年に保養のため初来日しました。1903年に香港総督秘書に赴任すると、日

本郵船香港支店で日本語を熱心に習い始め、日本への造詣を深めるようになりました。1915年には

日本に関する最初の著書『日本皇室譜（The Imperial Family of Japan）』を刊行し、香港総督秘書

を退任した1919年の秋からは東京の本郷に居を構えます。英語教師として教鞭を振るかたわら、日

本研究に専念するようになりました。研究を進めるなかで彼は日本の皇室と神道に強い関心を持つよ

うになります。関東大震災後の1925年に京都に移住した彼は、神道と深い関わりのある京都の歴史

について、独自の視点で考察研究をすすめ、1934年には『鴨御祖神社御記（Kamo Miya Shrine）』

を出版しました。ちなみに鴨御祖神社は “かもみおやじんじゃ” と読み、下鴨神社の正式名称（「賀茂

御祖神社」）です。また、彼は日常生活でも日本の文化を愛し、常に和服を着て、自分を「本尊美利茶道」

と漢字名で名乗っていました。多くの日本人国語学者、民俗学者、神道研究者らとも深く交流し、第

一級の日本研究者として知られた彼は、彼が深く愛した京都の地で1937年に60歳の生涯を閉じまし

た。没後、彼を偲び、京都市北区西賀茂の西芳寺には記念碑が建立されています。

ポンソンビー＝フェーンは、現代ではあまり馴染みのない人物となっていますが、改めて日本研究

者として再評価が望まれるにふさわしい人物です。本学があるこの京都の地をこよなく愛し、日本文

化研究にその生涯を捧げた彼の名前を今回のお話を機に、皆さんに知っていただければ幸いです。

 みやすぎ　ひろし（管理運営課長）

『鴨御祖神社御記（Kamo Miya Shrine）』（Kobe, 1934）より「葵祭」の図



アンドレス・シスネロス=モンテマヨール, ウィリアム・チェン, 
太田義孝 編, 太田義孝 訳

『海洋の未来 : 持続可能な海を求めて』　　　　（勁草書房）

太田 義孝 氏より

アントワーヌ・ドゥ・サンテグジュペリ 著,　大橋正宏 訳
『かわいい仲間』

（風媒社）

大橋 正宏 氏より

川村清夫 著
『オーストリア・ボヘミア和協』

（中央公論事業出版）

川村 清夫  氏より

木村聡雄 著
『プシュケー、あるいはナルニアの彼方へ : C.S.ルイス論』

（七月堂）

木村 聡雄 氏より

福田公子 著
『19世紀パリのサロン・コンサート : 
音楽のある社交空間のエレガンス』　　　　　　（三帆舎）

福田 公子 氏より

關田かをる 著
『ハーンとフリーマン夫人の往復書簡 : 
1876年のシンシナティ時代をめぐって』　　　（松柏社）

關田 かをる 氏より

ジョン・M・リプスキ著, 岡本信照［ほか］ 訳
『ラテンアメリカのスペイン語 : 言語・社会・歴史』

（南雲堂フェニックス）

本学スペイン語学科 岡本信照 教授より

斎藤憲二 著
『中国を感じる』

（柏艪舎）

本学英米語学科卒業生 斎藤 憲二 氏より

浜本隆志, 菅野瑞治也 著
『決闘のヨーロッパ史』

（河出書房新社）

ドイツ語学科 菅野瑞治也 教授

Haruki Murakami,  Onomatopées : Misato Morita
『Le septième homme : et autres récits』  

（Editions Delcourt）

フランス語学科 森田美里 講師

彌永史郎 著
『ポルトガル語動詞用法辞典』（全3巻）

（西東舎）

ブラジルポルトガル語学科 彌永史郎 教授

公益財団法人祇園祭山鉾連合会 編
『京都祇園祭の山鉾行事歴史資料調査 1』

（公益財団法人祇園祭山鉾連合会）

グローバル観光学科 村山弘太郎 准教授

ジョゼ・サラマーゴ 著, 木下眞穂 訳
『象の旅』

（書肆侃侃房）

ポルトガル大使館一等書記官 ティアゴ・マウリシオ氏より

井本元義 著
『輝ける闇の異端児アルチュール・ランボー』

（書肆侃侃房）

井本 元義 氏より

丸山俊明 著
『滋賀県の町なみ : 地域の歴史と生活の器を知る』

（びわこ学院大学出版専門委員会）　他1冊

びわこ学院大学短期大学部教授 丸山 俊明 氏より

東京大学大学院情報学環吉見俊哉研究室 著
『東京大学大学院情報学環所蔵第一次世界大戦期プロパガンダ・ポスター
コレクションカタログ・レゾネ』（東京大学大学院情報学環吉見俊哉研究室）

東京大学大学院情報学環教授 吉見 俊哉 氏より

記載の通り寄贈を受けましたので、ここでご紹介して、ご恵贈いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
（管理運営課受入係）寄
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“GAIDAI BIBLIOTHECA” 233号は、京都と文学と言う特

集を組んでいます。そこで、本稿もそれに合わせてちょいと “脱

線”  して見ることにしました。

今回ご紹介するのは飛行機を写した絵葉書です。キャプショ

ンに「モラーヌ ソルニエー式單葉飛行機側面（荻田氏乗用）」

とあり、左上には「AERO CLUB DE KYOTO紀念」のスタン

プが捺されています。日本全国合わせても数えるほどしか飛行

機が無かった時代に、京都上空にはしばしば飛行機が飛んだの

です。

志賀直哉唯一の長編大作『暗夜行路』にも、飛行機の話は何

度か登場します。例えば、「三10」には、主人公謙作が “時間

つぶしに”  四条高倉の大丸にゆき「最近、深草の練兵場で落ち

た小さい飛行機」の展覧を観る場面が出てきます。ちょっと長

いですが、岩波文庫版から引用します。

竜岡が、その飛行機──モラン・ソルニエという単葉の──

を讃
ほ

めていた事がある。そして彼［謙作］は今日竜岡への手紙

にその飛行家が、東京までの無着陸飛行をやるために多量のガ

ソリンを搭載し、試験飛行をしている中
うち

に墜落し、死んでしまっ

た事を書いた。半焼けの飛行服とか、焦げた名刺とか、手袋と

かその他いろいろのものが列
なら

べてあった。彼が京都に来た頃、

よくこの隼のような速い飛行機が高いところを小さく飛んでい

るのを見た。町のこどもたちがそれを見上げ、「荻野はんや荻

野はんや」と亢
こう

奮
ふん

していた事を思い出す。こどもばかりでなく

「荻野はん」の京都での人気は大したものだった。　（志賀直哉

『暗夜行路』後編　三10　p.96-97、［　］は樋口の補筆，以下同）

“荻野はん” というのは、実在した荻
おぎ

田
た

常
つね

三
さぶ

郎
ろう

（明治18年

1885-大正４年1915.1.3）をモデルにしています。荻田は現

在の滋賀県愛知郡愛荘町島川の呉服商に生まれ、京都で育ちま

した。明倫小学校卒業後同志社中学に進学しましたが、中退し

て陸軍歩兵第九連隊に志願入隊。少尉として在籍中の大正２

（1913）年５月４日に深草練兵場で起きた飛行家武
たけ

石
いし

浩
こう

玻
は

の墜

落事故死を目撃します。この事件が却って当時日本では黎明期

にあった飛行機への興味をかき立て、除隊後の同年９月、単身

パリに渡り、モラーヌ・ソルニエ飛行学校に入学、たった５ヶ

月で万国飛行免許一級を取得。さらに、二枚重ねの主翼を持つ

複葉機が主流であった時代に、フランスでも最新鋭の単葉機、

写真のモラーヌ・ソルニエG型を購入し自分の教官まで連れて

帰国。早々国内各地の飛行大会で頭角を現し、高度2003m（！）

の記録を打ち立て一躍時の人となりました。京都室町錦小路に

居宅/仕入れ店舗を構えていましたから、上京のこどもたちに

とっては身近なヒーローだったのでしょう。

近代文学に登場する京都のイメージを概観すると、日本の近

代化/西欧化が進むほどに、京都は過去の文化伝統や生活を感

じるための触媒として使われることが多くなります。『暗夜行

路』と言う題名は、なんだか宗教がかったような古くさい印象

を与えますが、実は日本、中でも京都の近代化への視点がそこ

ここに散りばめられている点で、大正末から昭和初期に著され

た作品のなかで異色の位置にある作だと思います。例えば飛行

機も、近代都市として成長真っ最中の京都市を象徴する記号と

して登場するのです。今のように重たい飛行機ではなく、基本

的構造は鋼管構造の骨組みに布張りという軽量航空機でしたか

ら、舗装されていなくても開けた場所があれば離着陸が可能で

した。京阪地域では大阪の鳴尾競馬場や、京都第十六師団深草

練兵場の広大な空間は飛行機の離着陸にうってつけだったので

す。ようやく民間飛行家も成長しはじめた時期に、国内外のさ

まざまな飛行家が技を競い、記録への挑戦の舞台であり、また

凄惨な事故の現場ともなりました。

荻田は、自ら計画した大阪-東京間無着陸飛行の訓練を深草練

兵場で行なっていました。大正４（1915）年１月３日、いよい

よ本番に向けてガソリン４缶を取り寄せ小さな機体に積み込み

ました。午前９時47分、若い有能な助手、大橋繁治をいつもの

ように後部席に乗せて離陸…まではよかったのですが、やはり

エンジンの馬力に対し、重すぎとなった機体では高度が上がら

ない。高度が上がらないまま、練兵場の火薬庫を避けようとし

て急旋回、失速し墜落したのでした。衝撃で折れた主脚（車輪）

支柱が布張りの機体を突き破ってガソリン缶を貫き、エンジン
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図書館ホームページにも関連情報が掲載されています。ご参照下さい。

から引火。忽ち爆発の炎に包まれた機体は、一部をのこして燃

え尽きてしまいました。搭乗の２人も助かりませんでした。民

間の飛行家としては武石浩玻に次ぐ２件目の犠牲となりました。

京都市民に親しまれた英雄の死を悼み、大丸の３階で当初大

正４年２月１日から15日までの予定で、残骸と飛行服など遺品

の展示が行われました。観覧の人は途切れることがなく、会期

が10日間延長されたほどでした。謙作/志賀直哉が実際に展示

を見たのは、その期間という事になります。大正初期は日本航

空界の厄年かと思うほどに墜落事故が連続しました。新聞紙上

には「また墜落！」「悲壮の最期」といった見出しが相次いで

いた時期です。

暗夜行路にはもう一つ飛行機目撃の話が出て来ます。自らの

結婚について悩む謙作は、岡崎の下宿に末松を訪ね、二人で岡

崎界隈を歩きます。やがて「大津からの電車」を待つ謙作がぼ

んやりと東山を見上げていると

ふと異様な黒いものが風に逆らい、雲の中に動いているのに

気がついた。（中略） ［飛行機の］機体は将軍塚の上あたりを辛

うじて越すと、そのまま段々下がって行き、しまいには知恩院

の屋根すれすれにその彼
む こ う

方へ姿を隠してしまった。

「きっと落ちた。行って見ようか」

陸軍最初の東京大阪間連絡飛行で、二人とも新聞では知って

いたが、今日はまさか来まいと思っていた。それが来たのだ。

（『暗夜行路』後編 四６、p.220-221）

最初は小走りに向かった二人でしたが、結局二年坂下の茶屋

で休憩。「往来を駆ける号外売りの喧しい鈴の音」を耳にします。

そしてまもなく茶屋を出るとき

末松は入口に落ちていた号外を取上げ、

「やはり先
さ っ き

刻の飛行機は深草へ下りたんだね」といった。し

かし他の一機は無事に大阪へ着いた事もそれに出ていた。（同、

後編 四7、p.228）

これは逓信省の協賛で陸軍機が初めて行った大阪東京間連絡

飛行郵便のことです。

実際の計画は、府中飛行場からほぼ現在の東海道線に添うよ

うなルートで大阪まで、途中操縦士を交替しながら２機の複葉

機（陸軍15号機、16号機）で片道２日掛けて往復しようとい

うものでした。大正４年２月23日に府中をスタート。１日目は

順調に名古屋まで行くのですが、悪天候のため足止め。26日に

は風も収まりそうに思えたので意を決して離陸、しかし、相変

わらず雲が低く垂れていて雨さえ降ってきたので、高度を下げ

ざるを得ませんでした。16号機は山科逢坂山を越えたあたりか

ら風に巻かれ、さらに高度を300m以下まで下げ、深草練兵場

への臨時着陸となりました。　

謙作たちが見たのはこの時の様子だったのです。15号機の方

はなんとか大阪に到着しました。

志賀直哉は恐らく自身の京都滞在中の実体験を元に、比較的

正確な時事的話題を盛り込みながらこの作品を書いたことが判

ります。雑誌の連載と言うことを意識したのでしょうか。リア

ルタイムの読者にとっては現実味が増したことと思います。す

でに与えられた紙数を超えました。京都四条御旅町上空を飛ん

だ飛行機の話なども、いずれWeb版で紹介するつもりです。
ひぐち　じょう（教授・日本文化史）

関連図書及び文献 　◎は本学図書館所蔵図書
　◎志賀直哉『暗夜行路』前編・後編　岩波文庫、2004、改訂版
　◎『日本航空史』日本図書センター　2012
　〇日本航空協会『日本航空史』明治・大正篇　日本航空協会、1956

論文
　〇 青木京子「『暗夜行路』の〈京都〉像　─近代都市・京都をめぐっ

て─」（佛教大学総合研究所紀要別冊　京都における日本近代文
化学の生成と展開） 、佛教大学総合研究所、2008

荻田常三郎（前席）と大橋繁治（後席）
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