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終刊の辞 

この第三五号をもって『とい』の終刊号としたい。第一号は、1981年 9月刊。37年

間を閲したことになる。お読みいただいたかたがたやご支援いただいたかたがたには、

お礼のことばもない。すでに鬼籍に入られたかたがたには、ささやかだが、35 号を重

ねたことを手向けとさせていただきたい。 

終わりは、始まりでもある。みなが老馬となりはて、速度はなかなか上がらないが、

これからも走りつづけたい、書きつづけたい、──年月が醸してくれて、こく
、、

のある作

品が生まれれば、という希望をもちながら。だから、帆はたたまない。 

みなさまには、どうかごきげんよう‼ 

2018年 7月 1日 

グループ帆 
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子供の命を守るということ 

樋口 治男 

  たとえばあなたが公園のベンチに座っていたとします。あなたの前に二〜三歳の

子供が遊んでいます。あたりには子供の保護者らしい大人のすがたは見えません。

その子供が突然立ち上がりどこかへ歩き出したら、あなたはそれを目で追うでしょ

う。さらにその子が公園から出て車通りの激しい道に出て行こうとしたら、あなた

は追いかけ、必死にその子を止めようとするでしょう。それは当然の行動です。子

供の一番近くにいる大人があなたなら、あなたはその子供の保護者なのです。そし

て全ての子供は全ての大人に助けられ守られる権利を持っています。全ての大人は

自分の目の前にいる子供を助け守る義務を負っています。（これが子供の命を守る

三原則です。） 

  これは人類が猿から人間になった時、そして子供を社会の中で育てると決めた時

からの約束です。しかし時々その約束を忘れる大人がいるのです。 

  今も いじめが原因と思われる子供の自殺のニュースを耳にします。そのことを

回りの大人たち、先生や教育委員会の人たちはどう思っているのでしょう。「いじ

めがあったという事実は確認していない」こういった事件の時、よく聞かれる言葉

です。しかし一番大事なのはいじめがあったかどうかではないのです。一番大事な

のは、その子供の命を守れなかったことです。目の前にいる、おそらく自分の命の

危機を感じて悲鳴をあげていたはずの、子供の命を守るという人間の一番大事な義

務を果たせなかった、大人としての痛烈な反省が まず必要なのです。 

  自分の命を自分で守る、その知恵
ち え

と技
わざ

を持った人間を大人と言います。教育は、

子供たちにその知恵と技を身に付けさせるためにあるのです。そして子供たちが自

分で自分の命を守る力をつけるその間は、回りの大人たちが子供達の命を守る必要

があるのです。  

  自分が実際に子供の親になった時に思ったことがあります。親が子供にしてやる

べきことは二つ、ご飯を食べさせてやることと、病気になった時に医者に連れてい

く、看病してやること、これだけです。それ以外のこと、しつけをする、勉強をさ

せる、一緒に遊ぶ、などはおまけです。その時はこの意味は分かりませんでした。

それはつまり子供の命を守るということです。良い子に育てる、賢い子供にしたい

などは親の欲です。子供は結局自分で大きくなるのです。親はそれを見守るだけで

す。子供は親の思う通りには育たない、とは98パーセントの親は知っていることで

す。 
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  世の中の物事は三つに分けられます。大事な事と、大事だけれどもどっちでもい

い事と、どうでもいい事です。子供の命を守るというのは大事な事です。しつけや

「教育」（一般的に言う教育）はどっちでもいい事です。 

  学校の役割は、親に代わって、あるいは親と一緒に、子供を教育することです。

それは子供が自分で自分の命を守る、その力を身に付けさせるための教育です。国

語も算数も体育も、全ての勉強はこのためにあるのです（この原点が忘れられてい

るように思います）。でもそれよりもっと大事なことは、やはり子供の命を守って

やることです。子供の命が危険にさらされている時には全力で守る、それが学校と

教育委員会に社会から託されている一番大事な役割です。  

  小学校では道徳の時間が作られ、そこで命の大切さを子供に教えることが要請さ

れているようです。しかし命の大切さは言葉で教えられることではありません。大

人が行動で子供たちに教えるべきことです。回りの大人が皆自分を守ってくれるこ

とを実感できていれば、自分の命が、自分の存在が、この世で一番大事なものだ

と、自然に、当たり前に、疑い無く、信じることができるのです。そして自分の命

の大切さを理解できれば、他の人の命も同じように大切であることが理解できるの

です。 

  人権教育、これは子供に教えておくべき、とても大切な教育です。なぜなら基本

的人権は自分の命を守るためにはとても大切な道具、強力な武器となるからです。

自分が今置かれている状況は、自分の命を、自分の生活を、自分の人生を守れな

い、そう主張出来ること、悲鳴をあげること、助けを求めること、そしてそれを回

りの人が認めること、それが基本的人権です。しかしここでも多くの方が人権教育

について勘違いしているのではないかと思っています。人権教育が目指すべきは、

他人の人権に心を配る優しい心、ではなく、自分の人権をきちんと主張できる強い

心なのです。この強い心を持ってこそ、自分の命を自分で守ることができる大人に

なれるのです。 

  自分の命を自分で守る、その知恵と技を持った人間を大人と言います。その知恵

と技は、他の人間の命を守るために使うことが出来ます。その力を使って他の人の

命を守れる人を大人と言います（だから、子供の親になれるのです）。その力を使

って子供の命を守ることが、全ての大人の義務なのです。 

  あの東北の震災と津波から七年が経ちました。あの時われわれは、テレビや報道

を通じてではありますが、さまざまなドラマを見ました（申し訳ないことですが、

われわれが見た一連の出来事は、テレビの向こう側で起きているドラマとして見て

いたとしか言いようがないのです。しかしそこからいくつかの教訓を得ることがで

きました）。 

  その中でわたしが一番感動した、良かったなあと思ったのがある保育園か幼稚園

についての話です（一回しか聞かなかったので場所や詳しいことはわかりません。
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仮に保育園と言うことにしておきます）。その保育園では災害時の一次避難所を、

自治体の指定避難所ではなく、近くのコンビニの駐車場と決めていました。子供達

を連れて避難していると近くの商店や工場から大人達も集まってきました（子供達

が集まっているというのはそれだけで気になるものです）。そこへ津波警報が鳴り

ます。そこで（保育士さんだけでは手が足らない）たまたまそこに集まっていた大

人たち皆で園児を一人ずつ背負って夢中で山をかけ上ったのです。そして園児は全

員助かりました。 

  あの日は寒い日でした。子供の体温は大人の体温より少し高いので子供を背負う

と背中がほくほくと暖かくなります。ひょっとしたら名前も知らない子供を背負っ

て必死に山道を登った人たちは、その背中の温もりを忘れることができないでしょ

う。だって見知らぬ子供の命を自分の手で、自分の背中で救うことができるなん

て、人間にとって、大人としての最高の喜びなんですから。その後その人がどんな

人生を送ったとしても、死んだ時、閻魔さまはこの一点だけで極楽行きを許可して

くれる、そう思います。 

  子供たちが皆助かったということは、その子供を背負って逃げた大人も全員助か

ったということです。大人は要らないことを考えます。財布忘れたとか、携帯忘れ

たとか、上着着てきたらよかったとか。やっぱり取りに帰ろうか、とか。しかし目

の前の子供の命を救うことに比べたら、その他のことはどうでも良いことです。誰

だって、文字通り必死になります。ひょっとしたら上着を取りに帰って津波に巻き

込まれた人がいたかも知れません。だから、子供が大人を救った、とも言えます。

子供の力です。 

  これと反対の事象と私には見えるのが、あの石巻の、津波に向かって行った（と

しか思えない）幼稚園バスの悲劇です。その幼稚園は高台にあったので結果的には

津波の被害は免れたのですが、地震の後園児を帰宅させるべくバスを走らせたので

す。すでに津波から逃れようと園のある高台に避難してくる人がいるなか、バスは

それに逆らうように海岸に向かって走ります。途中何人か園児を下ろし、幼稚園の

方向に戻ろうとしたその時津波に巻き込まれ、残っていた園児五人が犠牲になりま

した。なぜ園児を帰そうとしたのでしょう。園長さん、あるいはバスの運転手さん

でもいいのです。この子供たちは自分が守る、その決意があれば事態は変わってい

たでしょう。あの地震の後です。園児の家が無事かどうか分かりません。親がちゃ

んと子供を迎えてくれるかも分かりません。園児を返すよりこのまま園で保護した

方が子供を守ることになる、そうは考えなかったのでしょうか。もちろんあの幼稚

園の園長先生や職員にその気持ちがなかったとは思いません。しかし大人は色々要

らないことを考えます。子供たちが不安になっている、早く親元に返した方がよ

い。そんな言い訳の裏に、少しでも早く自分達の責任を逃れたい、その気持ちの方

が大きくなったとは言えないでしょうか。 
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  津波警報が出ているかどうかにかかわらず、大きな地震の後には津波が来る（か

もしれない）のは、三陸だけでなく、海沿いの地区では当然考えて置くべきことで

す。幼稚園は高台にあります。園児の家は海岸沿いにあります。ならば、事態が落

ち着くまで、園児の家や街の状況が確認できるまで、そして津波の危険が無くなる

まで、たとえ親から要請があっても、帰宅させるより子供の命は園で守る、それぐ

らいの強い意思があって欲しい、と思います。 

  人の命に軽重はない、と言われますがそうでしょうか。やっぱり、子供の命は大

人の三倍重い、そして申し訳ないですが、年寄りのそれの十倍重い、そう思いま

す。しかしそれだけではない、と思えることもありました。ある老人養護施設での

出来事です。九十才のおばあさんの車椅子を十九才の職員が押して避難しようとし

ていた時に津波に襲われました。腰まで津波につかり十九才のその職員もいっしょ

に流されそうになります。しかし「この手を離したら一生後悔する」必死、です。

そしてなんとか津波から逃れることができました。でもその男の子に（男の子と言

ってしまいます）言ってやりたい、君の命はそのおばあさんの命よりずっと大事だ

よ。だって今助けたとしても、二三年後、ひょっとしたら一年後にはその命は消え

ているかもしれ知れないんだよ。それより君の命の方がずっとずっと大事だよ。し

かし、年寄りの命と生活を守ることを職業として、使命として自分で選んだので

す。それは自分の命を懸けてでも守るべきものなのです。その命を助けることがで

きたことは彼の一生の宝であり、もし助けられなかったとしても、その後悔も一生

の宝となったでしょう。また本当におばあさんが一年後に亡くなったとしたら、そ

の時は心からの悲しみの涙で見送ることができたでしょう（また彼自身が死ぬとき

も、もちろん閻魔さまは極楽へ送ってくれるはずです）。 

 ［あの大川小学校のことは本当は考えたくありません。が、一点だけ。あの小学

校に地元出身の先生は何人いたのでしょう。三陸は何度も大津波に襲われていま

す。その記憶と教訓は代々、知らず知らずのうちに伝わっているはずです。実際地

震の後校庭に避難している間、児童の中で山に逃げようと言った子供がいたそうで

す。しかし先生方はその決断ができず、三十分余り無駄な時間を費やしたのです。

もし三陸で生まれ育った先生が何人かいたら（一人では弱い）、速やかにその決断

ができたのではないでしょうか（実際に地元出身の先生がいたかどうか、確認はで

きません。想像です。しかし確信的な想像です）。行政のハザードマップで津波の

危険地域に指定されていなかったとか、市の広報車の音が聞こえたかどうかとかの

問題ではないのです。その瞬間に自分の命を守るために、あるいは目の前の子供の

命を救うためにどうしたらよいか、その決断と行動ができるかどうか、なのです。 

  小学校あるいは中学校では地元出身の先生の存在はとても大切です。今各学校で

は地域とのつながりを大切にしたり、地域学習に積極的に取り組む所が増えている

ようです。しかしそこにその地域で生まれ育った先生がいたら、その教育の内容が
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もっと実のあるものになるでしょう。制度として、地元出身の先生を複数あるいは

一定割合配置するようにして欲しいと思います。］ 

 もう一つ忘れてならないのは、「釜石の奇跡」と言われた釜石市の小中学生の行

動です。その一つ釜石東中学校では、地震の後校庭に避難している生徒達に校舎の

中から先生が叫びます。「とにかく走れ!」この先生が素晴らしいです。釜石では

その前から津波教育が実践されていました。それは生徒児童への教育であると同時

に先生方への教育でもあります。教師は一般的に統率を好みます。子供達をクラス

ごとに整列させて、その列のまま次の行動をさせようとします。津波の避難はそう

ではないのです。とにかくバラバラに逃げろ、「津波てんでんこ」です。そして

「率先的避難者となれ」一人が走ると他の人もつられて走ります。子供が「逃げよ

う」と叫んで走れば大人も一緒に走ります。子供にはその力があります。 

  中学生達は避難の途中で小学生と合流します。小学生の手をとり一緒に逃げま

す。「助けられるより助ける人になろう」自分の命を守れる人は他人の命を守るこ

とができます。中学生にもその力があるのです。それまでに小中合同の避難訓練も

実施されていたといいます。その実践的訓練があったればこそまさに本番、あの大

地震の後でも慌てること無く、臆すること無く、当たり前のように、小学生の手を

とって走ることができたのです。 

  中学生と小学生は一次避難の場所と指定されたグループホームにたどり着きま

す。その背後の土手が崩れているのを見て一人が叫びます。「もっと遠くまで逃げ

よう。」ハザードマップではそのグループホームまでは津波は来ないとされていま

す。しかし「想定を信じるな」「その時の最善を考えよう」、釜石の津波教育はそ

う教えます。声につられ皆で再び走り出します。はたして、「想定外の」津波はグ

ループホームを飲み込みました。さらに、子供達が走り出したのを見て、ホームの

職員は入居者を二階さらには三階まで移動させ、難を逃れることができました。や

はり「子供の力」です。 

  釜石以外の中学生ならこの場合どうするでしょう。ほとんどは一次避難所までた

どり着いたところで止まるでしょう。「だって先生がそう決めたんだから」「そこ

まで津波が来たのなら先生が悪いんだろ」自分の命が危機にさらされているのに他

人のせいにしてもなんにもなりません。自分の命は自分で守るのです。その力を自

分につけるためにさっきの二つの教えがあるのです。最善の道を探すのです。止ま

ってはいけないのです。 

  子供達は次の目標とした老人養護施設、さらにもうそれ以上は行けないという山

際まで走り抜け、そこで眼下に、迫り来る津波の脅威を目にすることになるので

す。 

  小学校の中には既に児童を下校させていた学校もありました。三月、学期末で

す。そして、下校し自宅にいた児童もほぼ全員が避難し助かったと言います（避難
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した、あるいは避難しようとした、という点では 100パーセントと聞きました）。

釜石の津波教育がどれだけ徹底していたかがうかがえます。 

  子供に聞きます。「君が一人で家にいるとき地震があったら、その後君はどうす

る？避難する？」「親が帰るのを待ちます」あるいは「お母さんに電話する。」

「だけど君が避難していないのがわかったら、お母さんは必ず、君を探しに帰って

くるよ。その時津波が襲ってきたら、助かったはずのお母さんの命まで奪うことに

なるよ」「……」、そこから津波の勉強が始まります。歴史を知り、危険を学び、

避難場所を調べ、そこまでの避難経路を何回も歩き、そして最後には「ぼくは一人

でも絶対に避難するから、お母さんはぼくのことは心配しないで一人で安全なとこ

ろへ逃げて」そう言えるようになるのです。 

  私はこんなに説得力のある言葉を、今まで聞いたことが無いように思います。こ

うして絶対とも言える行動指針を一つ得た子供は、自分の命を自分で守れることを

知り、地震・津波のことだけでなくいろんな場面で積極的な「学び」ができるよう

になるのです。 

  この釜石の例とどうしても対比して考えてしまうのが、あの韓国のセウォル号の

沈没事故のことです。今にも沈もうとしている船の中で高校生達は何をしていた

か、覚えていますか。多くが携帯で親に電話していたのです。何を言いたかったの

でしょう。親に何を言って欲しかったのでしょう。 

  船は既に傾き、今にも沈没しかけていることは分かります。命の危機が迫ってい

ることはなんとなく分かります。しかし、船内放送はその場に留まれと言っていま

す。だけど、逃げる方が、海に飛び込む方が良いかもしれない、しかしその決断が

できないのです。放送に逆らってまで決断をする、その力が無いのです。自分の命

を守るための決断です。それを親に言って欲しかったのです。頼るのは船内放送で

す。それに逆らいくつがえすのは、親の「逃げろ、海に飛び込め」という一言で

す。 

セウォル号が沈んだのは海岸からそう遠くない海域でした。沈没の瞬間にはすで

に海洋警察や近くの漁船などが救助に集まっていました。潮流が速い海域だったよ

うですが漁民は潮の流れについては熟知しているはずです。だから海に飛び込み浮

いてさえいれば、必ず助けてもらえるはずです。しかし…… 

  しかし、韓国で泳げる人の割合は日本より少ないと言います。船に乗った経験の

ある人も、日本より少ないと思われます。そんな親に、（高校生は「どうしたらい

い？  海に飛び込んだ方がいい？」という言葉さえ言えなかったかもしれませ

ん）、状況も分からないまま、「飛び込め」の一言を言わせるのは酷でしょう。そ

れは自分で、自分の命を守るため、決断しなければならないことなのです。そして

高校生達はどこからも来るはずのない「指示」を待ったまま、そのまま船内に留ま

り続けたのです。 
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  高校生になっても、自分の命を守るための決断が、誰かに言ってもらわないとで

きないのです。そこに今の韓国の危機を感じます。 

  しかしひるがえって日本の、「釜石以外の」高校生や中学生にその決断ができま

すか？ 自分の命を自分で守る、その決断と行動ができるでしょうか、不安です。

これは中高生に聞いているのではありません。その先生方に聞いています。あなた

が教える生徒は、自分の命を自分で守るその力を着実につけている、そう言えます

か？ 学校は、勉強は、そのためにあるのです。国語も数学も英語も、そのために

あるのです。そう心得て生徒を教えていますか？ 

  この問いはまた、すぐ自分に返ってきます。あなたの子供はその力を持っていま

すか？ いつでも自分の命を自分で守れますか？ そのための「子育て」ができてい

ますか？  自信はありません。不安です。ただ、そうであることを願うばかりで

す。 

 ［東北の震災については（一部後から調べた部分もありますが）、多くは当時の

報道の記憶、印象（と想像）に基づいています。記憶違い、事実誤認もあるかもし

れません。ご承知下さい。］ 



○詩を読む●

悲しみの泉  

楠瀬  健昭  

Spring and Fall: to a Young Child（1880）  

Gerard Manley Hopkins  

   Margaret, are you grieving  

   Over Goldengrove unleaving?  

   Leaves, like the things of man, you  

   With your fresh thoughts care for, can you? 

   Ah! as the heart grows older  

   It will come to such sights colder  

   By and by, nor spare a sigh  

   Though worlds of wanwood leafmeal lie;  

   And yet you will weep and know why.  

   Now no matter, child, the name:  

   Sorrow's springs are the same.  

   Nor mouth had, no nor mind, expressed  

   What héart héard of, ghóst guéssed:  

   It is the blight man was born for,  

   It is Margaret you mourn for.  

春と秋：  幼き子に  

ジェラード・マンリー・ホプキンズ  

マーガレット、おまえは心を痛めているのかい

黄金の木立が衣を脱ぎ捨てるのを見て。  

木の葉のことを、人のことのように、おまえは  

おまえの真新しい想像力で考えられるのかい。  

ああ、心は星霜を経るにつれ  

そのような光景に冷淡となり  

ひとつまたひとつ葉を散らし、おびただしい数の青ざめた木々が広がっていても  

やがて、溜息ひとつもらすことはない  

それなのにおまえは嘆き悲しみ、しかも涙のわけを知っている。  

さても、大丈夫だよ、幼き人よ、名目は何であれ  

悲しみの泉はみな同じなのだから。  

8 



9 

口に出して言ったことも、いいや考えたこともなかった  

心が耳にしたこと、魂が想像したことを、  

あの葉枯れ病になるように人は生れついたのだよ、  

マーガレットのことを、おまえは嘆き悲しんでいるのだよ。

（拙訳）  

詩人はこの詩について、友人宛の書簡（1880 年 9 月 5 日）の中で「事実に基

づいたものではない」と述べている。だとすれば、これは詩人の心象風景である。

詩人は、黄葉する森の中にいて落葉に涙する無垢な少女の姿に、悲しみの源泉は

「死の呪い」にあり、人間の宿命を悲しんでいるのだと語りかける。だが、この

不気味さ、残酷さをどう考えればいいのだろうか。  

詩人は「マーガレット」と彼女が置かれた「黄金の木立」とをどのように創造

したのか。たとえば The Pearl of Scotland とも呼ばれる、St. Margaret Queen 

of Scotland（ c.1045-1093）から名前を取ったのかもしれない。スコットランド

王妃は、わずか 11 歳で父を亡くし、後年、夫 MalcolmⅢと長男 Edward が Battle 

of Alnwick において 1093 年 11 月 13 日に戦死、悲しみのあまり数日後に亡くな

っている。伝説上の人物ではあるが、十四救難聖人の一人、 St. Margaret of 

Antioch（289-304）の方がマーガレット創造には影響があるのかもしれない。異

教徒の娘に生まれたが、キリスト教徒となった彼女は、ドラゴンに姿を変えたサ

タンに呑み込まれたが脱出することができた。さらに火責め、水責めにも奇跡的

に耐えたが、わずか 15 歳で斬首されたそうである。あるいは、1879 年 11 月 5

日付けの書簡に言及のある、Margaret Clitherow（1556-1586）から名前を取っ

たのだろうか。ホプキンズは、エリザベス朝にあってカトリック教徒であった、

彼女の悲惨な最期を詠った未完成詩 ‘Margaret Clitheroe’（1877?）も残している。 

Golden Grove は Wales の地名に見られるが、英国国教会の主教 Jeremy Taylor

（1613-67）作成の「日々の祈りと連祷のマニュアル」（ 1655）は Golden Grove

というタイトルである。その中には「若者向きの問答書」A Short Catechism for 

the Institution of Young Persons in the Christian Religion があり、「最初の人

であり罪人である、アダムは神の戒めを破り、自分自身と子孫に死と病と不幸と、

さらに肉体と精神の不調をもたらし、わたしたちは楽園を追放され、不老不死を

失った」などの記述がある。もちろんイエス・キリストによる救済にも言及があ

る。これらにヒントを得て、ホプキンズは単なる地名ではなく抽象度を高め、

Goldengrove、「黄金の木立」を創造しているではないか。「天は喜び、地は楽し

み、海とその中に満ちるものとは鳴りどよめき、田畑とその中のすべての物は大

いに喜べ。そのとき、林のもろもろの木も主のみ前に喜び歌うであろう」（「詩篇」

96. 11-12）を想起させ、神が創造する世界の栄光を凝縮して表現しているように

感じられる。  
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John Milton（1608-1674）も Paradise Lost（1664）の冒頭三行半によって、

イーヴがサタンに唆され、神の言いつけにそむき禁断の木の実を食し、アダムも

ともに死すべき存在となり、エデンの園を追放されることを簡潔に語り始めるが、

楽園喪失を語るだけではなくてイエスによる罪の贖いをも忘れない。  

Of man’s first disobedience, and the fruit  

Of that forbidden tree, whose mortal taste 

Brought death into the world, and all our woe,  

With loss of Eden,  till one greater man  

Restore us, and retain the blissful seat, 

Sing heavenly Muse, …  

神に対する人間の最初の叛逆と、またあの禁断の  

木の実について、人間がこれを食べたためにこの世に  

死とわれわれのあらゆる苦悩がもたらされ、エデンの  

園が失われ、そしてやがて一人の大いなる人が現われ、  

われわれを贖い、美しい住処を回復し給うのだが、  

おお、天にいます詩神よ、願わくばこれらのことについて  

歌い給わらんことを！  

（平井正穂訳）  

 ところが、ホプキンズは「春と秋」の中では、イエス・キリストによる贖いに

ついては語っていないだけに、マーガレットの悲しみには救いがないように思わ

れる。わたしたちはあわれむべき存在となる。この詩は「人は死すべき定めであ

り、人は原罪をアダムとイーヴから受け継いでいるのだ」ということを歌ってい

る。しかし、この詩を聴くものは、「アダムにあってすべての人が死んでいるの

と同じように、キリストにあってすべての人が生かされるのである」（「コリント

人への第一の手紙」15. 22）ということも知っている。そう考えれば希望はある。

しかし、この圧倒的な悲しみは忘れることができない。  

いろいろ考えては見たが、どうやら「春と秋」は Peter Milward (1 )がさりげな

く示唆するように、次に引用する中英語詩  ‘Lollai ’ (2 )を踏まえているようである。

この子守り歌のこどもは生まれながらに原罪を背負わされた赤ん坊である。  

Lollai, l[o llai], liti l child, whi wepistou so sore?  

Nedis mostou wepe, hit was iȝarkid þe ȝore  

Euer to lib in sorow, and sich and mourne euer[more] , 

As þin eldren did er þis whil hi aliues w[o]re. 
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Lollai, [lo llai], liti l child, child lolai, lullow,  

Into vncuþ world incommen so ertow.   

Bestis and þos foules, þe fisses in þe flode,  

And euch schef aliues imakid of bone and blode, 

Whan hi commiþ to þe world hi doþ hamsilf sum gode,  

Al bot þe wrech brol þat is of Adamis blode.  

Lollai, l[o llai], liti l child, to kar ertou bemette,  

Þou nost noȝt þis worldis wild bifor þe is isette.  

Child, if betidith þat þou ssalt þriue and þe,   

Þench þou were ifostred vp þi moder kne,  

Euer hab mund in þi hert of þos þinges þre:  

Whan þou commist, wha[t] þou art and what ssal com of þe. 

Lollai, l[o llai], liti l child, child lollai, lollai,  

Wiþ sorow þou com into þis world, wiþ sorow ssalt wend awai.  

Ne tristou to þis world, hit is þi ful vo,  

Þe rich he makiþ pouer, þe pore rich also;   

Hit turneþ wo to wel and ek wel to wo;  

Ne trist no man to þis world, whil hit turniþ so. 

Lollai, lo llai, liti l child, þi fote is in þe whele;  

Þou nost whoder turne, to wo oþer wele. 

Child, þou ert a pilgrim in wikidnis ibor[n],  

Þou wandrest in þis fals world, þou lok þe bifor[n]! 

Deþ ssal com wiþ a blast vte of a well dim hor[n],  

Adamis kin dun to cast, himsilf haþ ido befor[n]. 

Lollai, l[o llai], liti l child, so wo þe wor[þ] Adam 

In þe lond of paradis, þroȝ wikidnes of Satan.   

Child, þou nert a pilgrim, bot an vncuþe g[e]st,  

Þi dawes beþ itold, þi iurneis beþ i[ke]st;  

Whoder þou salt wend, norþ oþer est,  

Deþ þe sal betide, wiþ bitter bale in brest.   

Lollai, l[o llai], liti l child, þis wo Adam þe wroȝt,  

Whan he of þe appil ete and Eue hit him betacht.  
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ローレイ、ローレイ、おさなごよ、そんなに激しくなぜ泣くの

おまえが泣くのも無理はない、おまえは悲しみにあけくれ、  

ためいきをつき、いつも嘆き悲しむように、はるか昔になっていた  

おまえのとしおさ人が生きているとき、そうだったように  

ローレイ、ローレイ、おさなごよ、子よ、ロレイ、ルラウ

そうして見知らぬ世界へとおまえはやってきた  

動物とあの鳥、大水の中の魚  

そして骨と血とからなる、生けとし生けるもの  

この世に生まれたのは、それらにとって良いこと  

アダムの血をひく、あわれなものの他すべてにとって

ローレイ、ローレイ、おさなごよ、おまえには苦労の種が割り当てられている

おまえは目の前にすえられた、この世の荒廃を知らない  

子よ、もしも生きながらえることになれば、  

母のひざのうえで育てられたことを思え  

こころに次の三つのことを覚えておけ  

どこから来たのか、どこにいるのか、どうなるのか  

ローレイ、ローレイ、ローレイ、おさなごよ、ローレイ、ローレイ

おまえは悲しみ抱きこの世に生まれ、悲しみ抱きこの世を去る  

けっしてこの世を信じてはならない、おまえの完璧な敵なのだから  

この世は富めるものを貧しく、貧しきものを富めるようにする  

この世は悲しみを喜びに、喜びを悲しみに変える  

そうしている間は、だれにもこの世を信じさせてはならない  

ローレイ、ローレイ、おさなごよ、おまえの足は運命の紡ぎ車の中に

悲しみとなるか、喜びとなるかは、わからない  

おさなごよ、おまえは邪悪に生まれたさすらい人  

おまえはこの裏切りの世をさすらう  

目の前にあるものを見よ、死神はかすかに聞こえる遠くの角笛からの一吹きで  

やってくるものだ、アダムの一族郎党を打ちのめすために以前にそうしたように  

ローレイ、ローレイ、おさなごよ、この悲しみはアダムがおまえのために作りしもの

楽園でサタンの邪悪を通じて  

おさなごよ、おまえはさすらい人ではなく、見知らぬ客人  
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おまえの旅路の果ては知られている  

北へ行こうと東へ行こうと、死はおまえの身に襲いかかる  

胸に激しい悪意を抱いて  

ローレイ、ローレイ、おさなごよ、この悲しみをアダムはおまえのために作った

アダムがリンゴを口にしたとき、そのリンゴはイーヴがアダムに渡したもの

（拙訳）  

この他にも中英語で書かれた、この種の子守り歌は現存するが、それらの詩の

中では、子守り歌を聞くのは人間のこどもではなく、神の子イエスであり、語り

かけるのはマリアであるとのことである。(3 ) 現在でも、‘Christ Child’s Lullaby’ 

の伝統は引き継がれている。一例として William Chatterton Dix 作詞  ‘What 

Child is This’（1865）を引用する。 (4)  

What Child Is This? 

What Child is this who, laid to rest 

On Mary's lap is sleeping? 

Whom Angels greet with anthems sweet, 

While shepherds watch are keeping?  

This, this is Christ the King,  

Whom shepherds guard and Angels sing;  

Haste, haste, to bring Him laud, 

The Babe, the Son of Mary.  

Why lies He in such mean estate,  

Where ox and ass are feeding?  

Good Christians, fear, for sinners here 

The silent Word is pleading.  

Nails, spear shall pierce Him through,  

The cross be borne for me, for  you. 

Hail, hail the Word made flesh,  

The Babe, the Son of Mary.  

So bring Him incense, gold and myrrh,  

Come peasant, king to own Him; 
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The King of kings salvation brings,  

Let loving hearts enthrone Him. 

Raise, raise a song on high,  

The Virgin sings her lullaby. 

Joy, joy for Christ is born,  

The Babe, the Son of Mary.  

マリアの膝に寝かされて眠る

この子はどんな子  

羊飼いらが見守る中  

天使らが甘美な聖歌で迎える子は  

この方は、この方は、王キリスト  

羊飼いらが守り、天使らが歌う  

さあ、さあ、急ぎキリストに賛美の歌を  

幼子、マリアの息子に  

なぜキリストはかくもみすぼらしい地所に眠るのか  

雄牛やロバが餌をたべる飼い葉桶に  

良きキリスト者たちよ、恐れよ、声なき御言葉は  

ここにいる罪人らのためにとりなしておられる  

釘が、槍がキリストを刺し貫くことになる  

われのために、なんじらのために十字架を背負い  

万歳、万歳、言葉は肉となれり  

幼子、マリアの息子よ  

ゆえにキリストに乳香を持て、黄金と没薬を  

さあ農民よ、キリストを王と認めよ  

王の中の王が救いをもたらす  

愛の心をもってキリストを王座につけよ  

歌を高きところに掲げよ  

聖母マリアは子守り歌を歌う  

喜びを、キリストが生まれた喜びを  

幼子、マリアの息子が  
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  （拙訳）  

 「春と秋」の中では言及されていない部分が、ここには語られている。すなわ

ちミルトンにことばを借りれば、「そしてやがて一人の大いなる人が現われ、わ

れわれを贖い、美しい住処を回復し給うのだが」ということである。 ‘Christ 

Child’s Lullaby’ の伝統へとつらなる文脈で読めば、「春と秋」の異様な不気味さ

も理解できる。「春と秋」は詩人ホプキンズによる、いっぷう変わった子守り歌

である。それと同時に司祭ホプキンズによる説教でもある。  

『聖書』からの引用は、日本聖書協会（ 1976）による。  

─注─ 

(1) Peter Milward, Landscape and Inscape: Vision and inspiration in Hopkins's

Poetry (Eerdmans, 1975),  p.74. 

(2) Thorlac Turville-Peter, ed. Poems from BL MS Harley 913 ‘The Kildare

Manuscript’  (Oxford U. P., 2015), pp.57-58. 

(3) 和田葉子 , 「ロンドン大英図書館所蔵の写本 Harley 913 に収録された中英語

詩 Lollai とそのラテン語版の関係についての一考察」、関西大学東西学術研究所『関

西大学東西学術研究所紀要』第 48 輯（2015）pp.127-136 所収、p.131. 

(4)https://www.hymnsandcarolsofchristmas.com/Hymns_and_Carols/what_child

_is_this_version_1.htm 
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古墳時代の日本のすがた 

松尾  庄一 

第 1 章 社会の諸相 

日本列島のほぼ全域にわたり所在した約 5000 もの前方後円墳の造営に大きな

エネルギーを注いだのが古墳時代である。本稿は、古墳時代の統合がどのよう

な形で進行したかについて、日本書紀（以下、「書紀」と略記）を中心とする文

献学及び考古学の知見から明らかにしようとするものである。 

本稿では、弥生時代に稲作等の生業の便のために列島各地に作られた原始的

地縁共同体が結合してできた「国」の首長を王と称し、王を中心とした政治権

力機構というほどの意味で「王権」の語を用いた。ヤマト王権とは、古墳時代、

奈良盆地東南部（「ヤマト」と称する）を本拠地として発展した王権を指し、や

がて他の王に卓越するようになったヤマト王権の王は大王と呼ばれるようにな

った。なお、天皇号は、飛鳥時代に作られたので、本稿では無用の混乱を避け

るために用いないこととする。  

書紀を読み進めた結果、約 350 年に及ぶ古墳時代は崇神紀から推古紀までが

該当すること、また、崇神紀から神功紀までを前期に、応神紀から武烈紀まで

を中期に、継体紀から推古紀までを後期に区分できるのではないかと思い至っ

た。また、前期はほぼ 4 世紀、中期はほぼ 5 世紀、後期はほぼ 6 世紀に当たる

とすることで時間軸を共有できるようにした。 

倭国の歩みを見ると、まず、近畿の地方王権であったヤマト王権が、吉備や

筑紫、毛
け

野
ぬ

等の地方王権と連合体を組み、しだいに優位となり、やがて他の勢

力を排除、ないしは取り込んで列島を統合するようになった。書紀では四道将

軍、ヤマトタケル伝承、景行の巡狩等の記事となっている。また、中期後半の

「倭王武の上表文」には、祖禰
そ で い

が武力によってヤマト王権の勢力を拡大したこ

とが書かれている。  

他方、王権内部でも武力を用いた争いがあった。書紀によると、孝元の子で

ある武埴安彦夫婦の謀反（崇神紀）、応神母子の新羅征討の帰途を待ち伏せた忍

熊王らの反乱（神功紀）、眉輪王による安康大王の弑殺（雄略紀等）等がある。

雄略は、大王位継承のライバルを次々と葬り去り、ついには、継体の王統に譲

る羽目になったほどである。後期になっても、継体から欽明に至るまでの王権

内部の権力争いはかなりのものがあった。継体の薨年に異説があることを書紀

そのものが認めており、「後に勘案校
か ん が

へむ者、知らぬ」と、継体の死をめぐる重

大な事変の存在をほのめかす文言を載せている。  

朝鮮半島に目を転ずると、この時代、高句麗、新羅、百済が鼎立したが、4 世
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紀半ばになると高句麗が南進策をとり始め、その圧迫を受けた百済が助けを求

めてきた（百済記、七枝刀に関する神功紀）。これを機にヤマト王権が朝鮮経営

に乗り出し、高句麗との戦いが繰り広げられた（好太王碑文）。また、新羅への

侵攻と通交は、真偽を織り混ぜて神功紀に詳しく記述されている。  

この対外積極策の動機としては、列島の統合がほぼなされた後、ヤマト王権

の関心が経済的利権を求めて朝鮮半島に向かったことがある。「 財
たから

の国を求めて

新羅征討を始めた」との記述が神功紀にある。そして、対外積極策が中期に至

ってヤマト王権の力を飛躍的に高め、雄略に代表される大王の専制化やヤマト

王権の中央集権化の動きを後押ししたと思われる。後期は任那復興をテーマに

政戦両略が繰り広げられたことが書紀に詳しく書かれている。  

第２章  社会統合の原理  

古墳時代には自然を相手にしていることもあって、神との交流が王にとって

統治の重要な能力であった。崇神紀には、疫病、百姓の流離・離反、南山城の

王族の反乱等に際して崇神がオオモノヌシを祀ることで乗り越えたとある。ま

た、社会のあらゆる場面で呪術の占める比率が大きかった。古墳の竪穴式石室

は、被埋葬者の遺体と霊を大切に守るために遺体を密封し、邪除けのため鏡や

石製・鉄製の遺物を入れた。それが発展して、王は墳墓で首長権の継承儀礼等

を盛大に行うことで、自らの力や権威の正統性は亡き前任首長霊にあるとする

仕組みができた。 

統合に当たり、共通祭祀の承認や経済的利益の付与等による服従等の平和的

な手段によることが多かったのもこの時代の特徴である。  

書紀には神宝を捧げることによる服従儀礼がたびたび出てくる。これは、墳

丘の大きさ等でヤマト王権との近さを表す前方後円墳という墳墓の規格を与え

るとともにそれと一体になった祭祀を許可し、その代わりに、弥生以来行われ

てきた独自の祭祀を放棄させたことの表れだと思われる。また、ヤマト王権は、

朝鮮諸国から渡来した灌漑施設等の築造技術や鉄素材の交易ルートをほぼ独占

することで、地方の支配力を強めた。  

さらに、「皇子・皇女の内、74 氏が国郡に封じられ、その末裔が諸国の別
わけ

にな

った」という景行紀の記事や、東国の雄「上毛野
か み つ け ぬ

君（氏）は崇神の皇子を祖と

する」という崇神紀の記事は、擬制的血縁関係を結ぶことにより地方王権をヤ

マト王権の政治的秩序に組み込んだ証と思われる。

統治原理として特筆すべきものは、「天」の思想である。

中期も後半になると、ヤマト王権の大王が支配する地域を「天の下」と観念

するようになったことが、江田山古墳鉄剣銘からうかがえ、後期には、それが

定着した。併せて、周辺の蝦夷や隼人らを「化外
け が い

の民」とする意識が生まれた。

化外の民は、教化により大王の徳に随う形で「天の下」に組み込まれたと書紀
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に書かれている。  

第３章  首長と大王  

古墳時代の首長は、元来、自らが属する共同体の農耕・稲作等の生産のイン

フラづくりと、民の生活面での安定・向上が主たる任務であり、前期にはそれ

にふさわしい人物が就任した。そうでなければ共同体の存続が脅かされたから

である。また、前に述べたように、社会統合の原理は基本的に呪術であったこ

とから、リーダーシップの他に呪術の能力が要求された。他方、民は地縁共同

体に依存しながら自己の生活と生産を存続させるために、首長のリーダーシッ

プの下、農耕等の生産に従事しつつ、共同作業への参加や首長へのさまざまな

奉仕を行ったことがうかがえる。  

ところが、社会がより安定すると、首長には自主独立の気概よりも上位権力

の庇護や援助を求める傾向が強くなった。いわゆる首長層の官司化が始まった

のである。これを表しているのが、常陸風土記の在地首長「麻多智」（継体期）

と行方
なめかた

郡司「壬生麻呂」（幸徳期）に関するふたつの説話である。これは、同じ

場所の開発をめぐり、麻多智は、自然即ち神をおそれながらも民を率いて困難

な自然に立ち向かい、土地を灌漑した。代償は神の土地の確保と、 祝
ほふり

となって

代々祀ることであった。ところが、およそ 150 年後の壬生麻呂は、自然への畏

怖もなく、神を祀りもせずに君主（孝徳）のためという大義名分で国家機構の

役人として民を駆り出し、池を造った。  

また、後継争いをできるだけ少なくするため、首長の条件として出自・血統

を求めるようになった。大王も例外でなく、前に述べた天の思想と絡んで、中

期も後半になると、地上の世界の統治者として天つ神から送り込まれた天孫ニ

ニギの子孫であることが大王の条件となった。そして、新大王は、条件を満た

す者の中から有力豪族が推戴した者が即位するようになったのである。後期に

なると、大王の即位式は、天つ神と大王の関係を確認し、大王と王権内外の有

力氏族との関係を新たに構築しなおす場として儀式化された（宣化紀）。時代は

若干下るが、幸徳紀の東国国司への詔では、万民を治めるには天皇が「独り制
おさ

め

る」のではなく、「臣の 輔
たすけ

」が必要だとの君臣共治の考え方が述べられている。 

第４章  社会統治組織  

最後に、書紀を参照しながらヤマト王権の統治組織の再現を試みることにす

る。  

中央の官制として、書紀には群卿百僚という言葉がたびたび出てくる。大夫
まえつきみ

と

呼ばれる政治的な判断をした群卿と、その下で事務を執行した僚吏である百僚

からなる官僚組織が大王の宮を拠点に統治したとする。しかし、それはプリミ

ティブなもので、特に前期には、他の地方王権と同じように、宮に住む家司や
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従者とともに王が政治を執り、祭祀を行う程度のものであったと思われる。群

馬県の三ツ寺遺跡にはその痕跡が残っている。  

ところが、中期後半には、各種職務の分担制度である人制が誕生した（雄略

紀）。なお、雄略に関わる鉄刀銘にも杖刀人、典曹人の語が出てくる。また、同

一の職業に就く人間の集団である「とも」が生じた。ともは、同一職業に就く

者たちの互助組織であるとともに、事実上、世襲的に職務を分担した。  

後期になると、より組織的で恒常的な中央・地方の官司機構が作られた。そ

の根幹は、氏族が 姓
かばね

の賜与によって再編成された氏姓制度である。主にヤマト

に本拠地を持つ蘇我、葛城氏等の臣
おみ

姓氏族と、大王家への従属度がより強く、

ヤマトと河内に拠点をもつ物部、大伴氏等の 連
むらじ

姓氏族が、代々王権の職務を継

続的に分担する政治組織を構成した。  

地方では、国造
こくぞう

制、屯倉
み や け

制、部民
べのたみ

制等の統治制度が形作られた。国造制とは、

在地首長を国造としてその支配を認めるもので、起源説話として、成務紀に「各

地の豪族の中から適任者を国郡の長に任命し」たとある。屯倉制とは、国造に

認められた代償や、磐井の反乱後の筑紫君のように贖罪の証として土地とそれ

に属する民を献上させ、大王の直轄領である屯倉とし、そこを楔として中央の

支配を広げる仕組みである。また、中央と地方をつなぐものとして部民制があ

る。中央氏族の一族が勤める 伴 造
とものみやつこ

が、王権の専門職務に就く者と彼らを経済

的に又は人材供給源として支える地方の部民
べのたみ

からなる部全体を率いたのである。 

このような中央集権化の原因としては、磐井の反乱の制圧等により地方王権

に対するヤマト王権の権威が拡大したこと、また、首長間の対立や一族の内紛

等の調停をヤマト王権が行うようになり（安閑紀）、ヤマト王権の力が地方王権

を介さずに地方に及ぶようになったことが大きい。  

（了） 

【付記】  

１．使用したテキスト：  

坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注『日本書紀』（一）〜（四）岩波文庫（ 1994

年〜 1995 年）  

２．参考文献：  

右島和夫・千賀久著『列島の考古学  古墳時代』河出書房新社（ 2011 年）  

近時の考古学の研究成果に基づき、奈良盆地に生まれたヤマト王権の大王が節目節目

に新来の技術、思想、哲学等からなる文化を日本列島のほぼ全域に伝播させたことを明

らかにしている。また、日本書紀で特別視されている東国の雄、毛
け

野
ぬ

王権の拠点である

上野
こうずけ

地域の集落域、生産域及び墓域並びにその間の細部まで埋め尽くした歴史景観を描

いている。  
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倉本一宏著「大和王権の成立と展開」（宮地正人・佐藤信・五味文彦・高埜利彦編『新

体系日本史１  国家史』山川出版社（ 2006 年）所収）  

社会統合の原理・理念、支配機構の自己編成（身分秩序、萌芽的な官司制）をテーマ

に律令体制国家の原初形態としてのヤマト王権の時代を明らかにしており、本稿の構成

のヒントとなった。  

なお、地方官司である在地首長が自律型から大王依存型に変質したことを示す常陸風

土記の伝説は、辰巳和弘著「地主神との相克」（『風土記の考古学─古代人の自然観─』

白水社（ 1999 年）所収）に教えられた。  

鳥越憲三郎著『中国正史  倭人・倭国伝全釈』中央公論新社（ 2004 年）  

 魏志倭人伝を基に、邪馬台国では、第一次主権者として呪術（鬼道）を使う祭事権を

持つ女王と、第二次主権者として政事権・軍事権を持つ弟王の祭政二重主権の国柄であ

ったとの叙述、また、隋書を基に、推古朝では、祭事権を掌る兄王と、実際の政務を司

る弟王とによる祭政二重主権の国柄であったとの叙述に注目した。  

ヤマト王権直前の地方王権の連合体の盟主であった邪馬台国と、ヤマト王権の掉尾を

飾る推古朝がともに呪術を統治手段としているということで、その間にあるヤマト王権

も呪術が基本的な統治手段であったとの仮説を立てた。この仮説を基に日本書紀を読む

と、いたるところに呪術、具体的には占い（「うらない」でもあり、「まじない」でもあ

る）に関する伝承が多くあるのに気付き、仮説が確信に近いものになった。  

尾田栄章著『行基と長屋王の時代』現代企画室（ 2017 年）  

 熟達の元河川官僚が行基集団の水資源開発について史料と現地調査に即して読み解

いた本書は、奈良東大寺の大仏造立の実質上の責任者であった行基と、皇親勢力の巨頭

として政界の重鎮となり、対立する藤原四兄弟の陰謀で自殺した長屋王が繰り広げたド

ラマを描いている。この中で、これまで不明だった律令国家創成期の政権内の対立構造

を説得力をもって明らかにしていることは、元官僚のひとりとして、得られた知見を基

にこれまで必ずしも明らかでなかった古墳時代の統治の姿を再現するというのが本稿

の狙いのひとつである。  
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十か国十校による 

国際シンポジウム開催の報告 

和田  孫博 

 『とい』前号に、中学歴史教科書の採択に批判の投書が相次いだという拙文

を投稿したが、それがネット上で拡散されたことからマスコミの知るところと

なり、結果的に世間を騒がせることとなった。報道を見た『とい』同人や友人

各位、さらには本校卒業生からもご心配やご声援をいただいた。深く感謝して

いる。  

今の学校教育では、すべての教科・科目において、教員が一方的に教え込むと

いう方法は否定され、生徒が主体的にみんなと話し合い、議論を通していろい

ろなことを身につけて行くことが求められている。これがいわゆるアクティ

ブ・ラーニングである。それゆえ、知識を箇条書きに整理し、重要でない周辺

情報は削ぎ落とされているような教科書は、高校入試対策には有効かもしれな

いが、アクティブ・ラーニングの教材としては適していないと思う。その意味

では、当該の教科書はどの時代についてもみんなで調べたり話し合ったりする

材料となる図説や資料がふんだんに載せられていて、高校入試が無い中高一貫

校の本校では使いやすいというのが採択の一番の理由であった。決して思想的、

政治的な思惑で教科書を採択しているのではないということは、あらためて申

し述べておきたい。  

 話題はガラッと変わるが、近年グローバル教育の重要性が叫ばれ、国もスー

パーグローバル・ハイスクールなどを指定し、多額の補助金を出すようになっ

ている。本校はそのような指定は受けてはいないが、正規の授業においても課

外活動においてもグローバルな視点での取り組みに力を入れている。その一環

として二〇一〇年から参加している世界十ヵ国の高校による国際シンポジウム

を、この春は本校で開催した。参加者は各校生徒二名と付添教員一名で、同行

される校長たちを含めると総勢四十名余りが一週間ホテルをともにし、昼間は

本校でレクチャーを聞き、グループ・ワークをし、プレゼンをするという結構

大がかりなものであった。その概要について述べたい。  

二〇〇九年の春、その前年に英国教育視察に出かけた折に訪問した学校の一つ

で最古のパブリック・スクールであるウィンチェスター・カレッジの校長先生

から「我が校に交流を求めてきた世界中の学校でシンポジウムを開催しようと

思うが、貴校も参加しないか」というメールがあった。その提案では、１）参

加国は英国、米国、チェコ、南アフリカ、コロンビア、インド、パキスタン、
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シンガポール、中国、そして日本で、各国一校ずつとする、２）加盟校が持ち

回りで毎年春ごろ開催する、３）開催校までの旅費は自己負担、開催中の宿泊

費や食費などの費用は当番校が負担する、４）高校生の国際的な集まりにふさ

わしいテーマを当番校が決め、参加者はそのテーマについて予め勉強して集ま

り、シンポジウムでのプレゼンや議論を通して共通理解を深める、というもの

であった。英語科の教員、特に付添の任に当たるであろう二人のネィティブ教

員と相談した結果、毎年二人ずつなら英語での議論に加わるに足る生徒はいる

し、必ずしも母語が英語ではなく宗教的素地も異なる世界各地の同世代の若者

と交流する機会を逃すべきではないと、参加を決断した。  

初回は二〇一〇年の四月、幹事校のウィンチェスターで行われた。それ以来、

アメリカ、シンガポール、南アフリカの順に開催され、五回目のチェコ、プラ

ハでのシンポジウムには私自身も視察に同行した。このときのテーマは「建築」

で、生徒たちはそれぞれ自国の特徴的な建築物を紹介するプレゼンを用意して

きていた。本校の生徒たちは室町時代の書院造りの広々とした茶室から千利休

に代表される侘び寂びの狭い茶室への変遷についてプレゼンした。六日間にわ

たるプレゼンや議論の間には、プラハの大聖堂やオペラハウスなどの歴史的建

造物を巡るエクスカーションも用意されていた。  

その次のパキスタンでの開催は、国情不安により会場を英国ウィンチェスター

に変更して何とか繋ぐことができた。その翌年はコロンビアで音楽がテーマで

行われた。そして昨年は中国で四月開催の予定であったが、二月になって急に

中国政府の方針が理由で中止となった。開催地から近い本校はまだしも、ヨー

ロッパやアフリカや南北アメリカからの参加国は航空券のキャンセル料金も大

きく、憤懣やるかたない様子であった。  

そういうことがあった後なので、今年の当番校としてかなりのプレッシャーが

あった。例年よりも早く開催日程を決め、テーマは“Society and the Natural 

World”（社会と自然）とすることを各校に伝えた。そして、このシンポジウム

を初回からコーディネートしてきたウィンチェスター校所属の先生が各校と連

絡し、参加生徒の決定や、テーマに合わせて四度にわたるレポートの提出を取

り仕切ってくれた。  

三月二十六日に初日を迎え、主催校として生徒会長の挨拶、グリークラブの合

唱で歓迎し、午後から本格的なプログラムが開始された。基調講演は本校卒業

生で国連大学の副学長の沖大幹氏による「世界の水環境」について。このシン

ポジウムの特徴は、講演も聴きっ放しではない。講演後、その話を受けて一時

間半に亘るグループ・ワークを行う。結局この日は午後六時過ぎまで、先進国

と途上国の立場で水環境問題について話し合いを続けた。  

二日目は、朝から五ヵ国の生徒がそれぞれ用意してきたプレゼンを披露した。

「社会と自然」との関わりは、それぞれの国によって異なる。産業や経済の発
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展を重視するあまり自然環境が危機に瀕していることを訴えるプレゼン、地球

温暖化に伴う海面上昇の影響を懸念するプレゼン、狭い国土を開発しながら動

植物の生態系を人工的に保護しようとする取り組みのプレゼンなど、どれもそ

の国の特徴をよく表していると思った。午後は本校の生物研究部員による住吉

川の生態系についてのプレゼンの後、実際に住吉川河畔に下り、鮎などの遡上

を可能にする魚道の説明を受けながら、満開の桜の下の遊歩道を散策した。そ

して菊正宗酒造記念館で六甲山系の伏流水を利用した昔ながらの酒造りについ

て英語のビデオを鑑賞した。前日の水環境の保全に繋がるミニエクスカーショ

ンとなった。

三日目は観光バスでの京都へのエクスカーションを用意していた。この日のプ

ログラムは京都の町屋保存に取り組んでいる本校ＯＢ生川氏に丸投げしていた。

午前中は観光用に保全されている町屋で、町屋の歴史や保存の取り組みについ

て英語でプレゼンを受け、錦市場や寺町商店街を通り抜けて二条近くの生川氏

宅へ。彼の家も町屋で、一階二階の座敷を使って松華堂弁当をいただく。生川

氏の心配りはそれにとどまらず、舞妓さんを呼んでくれた。舞の後は質問タイ

ム。自分たちと近い年齢の舞妓さんの普段の生活や稽古の在り方など次々に質

問を浴びせる。舞妓さんもてきぱきと答える。私も冷や汗をかきながら必死に

通訳した。さらにその後、京都御苑の南西隅にある重要文化財の茶室拾翠亭を

お借りして速水流宗匠の呈茶をいただく。満足に正座ができない生徒がほとん

どだが、お茶の心は伝わったようだ。元気の残っている人は御所の見学もし、

長い間自然との共存に腐心してきた京都人の生活文化に浸ることができた一日

だったと思う。金閣寺や清水寺など人気の名所には行かなかったが、みんな満

足のうちに神戸に戻った。  

四日目は、本校の元教員で、東日本大震災の後、職を辞して福島に移住し、被

災した福島の高校生の学習をサポートするＮＰＯを立ち上げた前川氏に講演を

依頼した。彼が本校の高校三年生だった一月に阪神大震災が起こり、大学受験

直前で動揺していた時、担任教員の「こういう時こそ腰を落ちつけて勉強せね

ばならない」という一言で前を向くことができ、現役で東大に合格できた。同

じことを今度は自分が福島の若者に伝えるために今の道を選んだという話は参

加者の心を掴んだようである。その後、福島の農水産物に対する風評被害につ

いても訴えた。それに続くグループ・ワークでは、海外にいて感じる被災地の

ことと今回聞いた実状とのギャップについて率直に語る者もいた。やがて議論

は原発の是非にまで及んだ。重いテーマであったがみんな真剣に話し合ったし、

前川氏も最後までその議論の輪の中に加わってくれていた。  

五日目は、文科大臣補佐官の鈴木寛氏を迎え、未来の社会と自然の関係につい

て考える場となった。「物質文明終焉後のリーダーシップ」を今の若者たちがど

のように担っていくかという難しい話題だったが、質疑応答や熱心な議論が三
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時間を超えて続いた。  

そして最終日、残り五校が用意してきたプレゼンが披露された後、いよいよ総

まとめとしてみんなでアコードを作成することとなった。二十人の参加者を四

つのグループに分け、各グループがテーマごとに纏め、それぞれのグループの

代表がその纏めを持ち寄って集約するという手順で、午後一杯を使う真剣な取

り組みであった。 

みんなで宿泊していたホテルの一室でのフェアウェル・パーティの席上、生徒

の代表がそのアコードを読み上げて、すべてのプログラムが終了した。以下は

そのアコードの結論部分である。  

NWIS Accord Conclusion 

  It is clear that many parties are responsible for environmental 

degradation and must work in tandem to resolve the issues regarding 

our relationship between society and the natural world. 

   All stockholders must ensure a balance between economic 

actualization and the ecosystem by holding each other accountable. 

   We believe the individual has the responsibility to guarantee this 

cooperation occurs.  

    By following the aforementioned steps and actions, we can break down 

the barriers and obstacles that restrict humanity from achieving 

environmental harmony. 

当番校としては、生徒・付添教員三十人の一週間の宿泊施設と三食の用意が一

番の心配であった。国によっては牛肉や豚肉を食べられない人もいたし、ベジ

タリアンもいた。しかし神戸は国際都市であるし、近年はインバウンドで賑わ

っている。宿泊をお願いしたホテルは適切に対応してくれた。京都での松華堂

弁当もベジタリアン対応ができた。期間中、軽い風邪の症状や疲れを訴えた参

加者はいたが、大きな事故やトラブルもなく、みな元気に帰途についた。当番

校としての務めは何とか果たせたとほっとしている。来年度はインドのムンバ

イの学校で行われる。都合が合えば視察に出向こうと思っている。
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連載小説 

戦記 

─父と母に─ 

終章 

松﨑 一平 

 ことのほか冷え込みが厳しい朝、いつもの時間に寝床から起き出し、冷たい水で顔を洗う。

何時までにどこそこに行かなければならないという生活から、いくさによって否応なく引き

離され、ゆったりと朝を過ごすようになってずいぶん経つ。手を動かすリズムもいつのまに

かゆっくりとなったふうで、石鹸を十分に泡立てて、ていねいに顔を洗うと、冷たさがしだ

いに清々しくなる。それから、妻が朝食の支度をするのを待ちながら、電気ポットでお湯を

沸かして紅茶をいれる。好きな銘柄のものは手に入らなくなったが、水が冷たくなると、お

いしくはいる気がした。今朝はとくに寒いね、もう晩秋ではなく、初冬といっていいくらい

だね、と妻にいう。そうですね、と妻。いくさが始まってからも変わらぬ、妻の穏やかなふ

るまいとことばはなによりもありがたい。 

 長らく新聞は配達されていないし、夏からはテレビをつけても、まったく受信しなくなっ

ている。ネットワークもつながらなくなって久しい。桜のころには身近なところに、いくさ

を感じさせるできごとがなくはなかったが、春の盛りのころになると見ることも聞くことも

なくなってしまった。物不足が絶望的に深刻になることはなく、けっきょく桜のころが最悪

で、住民の努力もあって、困らないくらいに回復していた。食べものについても、庭で始め

た野菜作りや知人友人たちとの助け合いによって、つつましくはあるが食事を楽しめる程度

に手に入る。前世紀の後半から激しくなった地球の温暖化は、「自然を回復せよ！」運動もそ

の一貫の国際的な努力もあって、ある程度抑えられているものの、なおゆるやかに進みつづ

けている。そのせいかひどく暑かった夏も、窓の外に糸瓜を茂らせて日陰をつくる、打ち水

をするなどして、なんとか乗り切った。望まないのに、もてあますほどの暇にめぐまれた、

禁欲的な生活。毎日続けている『失楽園』を読むペースは、夏くらいからしだいに速くなり、

いつのまにかという感じで、十二巻の終わり近くまで進んだ。ミカエルの救済の予言に一心

不乱に耳を傾けるアダムとイーヴの姿に静かな感動を覚えながら、読み始めたころと同じよ

うなペースで、あえてゆっくりと読んでいる。終わることを惜しむ気持ちがあるのだ。それ

にしても、このような暮らしは、原罪まえの楽園のそれに、なにか深いところで似ている気

がしてならない。 

 目玉焼きと手作りのパン、それに、冷蔵庫にとっておいた、庭で収穫した仕舞いの秋茄子

のソテーが食卓に並ぶと、娘も起き出してきて朝食が始まる。茄子はいつ食べてもおいしい

ね、と娘がいい、妻が、そうね、よく生ったから助かったね、と返事をする。いつも繰り返

される会話だ。卵は、十分というわけにはいかないが、土地の養鶏業者からじかに手に入る。
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今日は午後、友だちと会って、おしゃべりをします、話題は最近読んだ本について、と娘。

おまえはどんな本を読んだの、とたずねると、ル＝グウィンの『ラウィーニア』、おばあちゃ

んが読んでいた本、と答える。とてもおもしろかったわ、英雄アエネーアスもラウィーニア

にはふつうの夫で、そう、『ゲド戦記』のテナーに対するゲドのように。そのことばに娘の成

長を感じて、いくさが始まってからの時間の経過を実感する。二杯目の紅茶を飲み干し、い

つものように、自分のマグカップや皿を洗おうと立つと、とつぜんチャイムが鳴った。この

時間にはめったにないことなのでとても驚き、自分でも予想外の大声で、はーい、と返事を

してしまう。 

 玄関のドアを開けると、春、芹摘みに行ったときのことを話してくれた学生が、昂揚した

表情で立っていた。わたしの顔を見ると、テレビが回復しています、と早口でいう。えっ、

とわたしはいい、学生を誘って、二人で居間にいき、食事のあと片付けをしている妻と娘に、

テレビが回復しているそうだ、と声をかけながら、リモコンを探しだして、テレビをつける。

ちょうど始まりのところらしく、国会議事堂の正面から全景の写真が画面一杯に映し出され

ている。壮年の男性アナウンサーらしい落ち着いた声で、「国民のみなさま、首都圏の治安は

回復されました。過日、政治の全権を掌握する国家評議会が開催され、暫定的な統治体制が

樹立されました」と説明があり、そこのところで、会議場に据えられた不自然なくらい巨大

な円卓に迷彩色の軍服を着た三○人くらいが座っている光景が映し出される。「国家評議会

は、全国の治安をできるだけ速やかに回復する方策の検討を始めました。間もなく全国で秩

序が回復されますので、みなさまは安心してください」と、ナレーションは結ばれる。そし

て、一瞬、円卓の中央に、巨大な国旗を背にひとりだけ黒い背広を着て座る S 氏の，端正だ

が、どこか傲岸な表情が映し出された。そこで映像は始めに戻る。こうして、五分ほどの映

像とナレーションが延々と繰り返される。わたしたちはただ驚くばかりだった。学生による

と、テレビがなにも映さなくなってからも、ひょっとして回復してはいないかと、朝起きる

とスウィッチを入れることが習慣になっているので、今朝も、どうせ映らないだろうと思い

ながらつけてみた。そうしたら映っていたので、とにかく驚いて、朝食をさっさとすませて、

自転車で駆けつけたとのこと。空気が冷たくて耳が痛くなりました、と、あいかわらず昂揚

した表情でいう。 

 友人たちのところを回って、テレビが回復していること伝えます、といって学生が帰った

あと、テレビの画面はいつまでも同じ映像を流しつづけて、いっこうに変わらないので、わ

たしは自分の部屋で、朝の日課の『失楽園』を読み始めた。テレビが伝えていたように、ほ

んとうに S 氏の側が勝利を手にしたのなら、国のかたちも空気も、いくさのまえと劇的に変

わるだろう。そう考えると、暗い不安に襲われた。 

戦いがどのようにおこなわれたのか、少しもわからない奇妙ないくさ。軍事力の増強をめ

ざしながらもそれの使用に抑制的だった「新しい政府」が、いわばたが
、、

をはずして、優勢な

軍事力を行使し始めたのなら、その勝利は当然だろう。だが、どのような政治を実行するの

か、その理念についてはまったく情報はない。実権を掌握しているらしい S 氏の立場や人柄
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は、もともと支持しがたいものだったし、信頼するに足ると判断できるような情報は皆無だ。

いくさは、S氏の思想信条を増幅させそうだが、その逆ではあるまい。ならば、なにか深刻な

国際的な軋轢をまねく方向に、国政の舵を切るかもしれない。それに、この土地は S 家の地

盤でもある。そのことが、こののち暮らしにくさにつながるかもしれない。昂じる不安をも

てあましながら、ミルトンの、読まれなくなって久しい叙事詩に向かう、──騎士物語に熱

中したラ・マンチャの男のように。 

ミルトンは革命の時代に、創世記冒頭三章の世界の創造と人間の堕罪の物語を、人間への

深い愛に根ざす理知と想像力をもってふくらませて叙事詩としてうたい、人間の創造に先立

っておこなわれた、二軍に分かたれた天使たちの戦い、神に従う善き天使たちとおのれに従

う悪い天使（悪魔）たちとの戦いを語る。地獄に堕ちた敗者の頭領であるサタンの誘惑によ

って、神の戒めに背き、いわゆる原罪を犯したアダムとイーヴの愚かさとけなげさを語る。

二人は、おのれたちの罪をこころから悔いる。かくて、楽園から追放されるよう神によって

定められたアダムとイーヴのもとに大天使ミカエルが派遣され、アダムとイーヴから始まる

人類の荒波騒ぐ未来と、イエスによる贖罪を核とする神の救済の計画とを、イーヴがあずま

や（bower、平井正穂訳は「四阿」とする）に眠っているあいだに、アダムに予言する。同様

のことが、イーヴには神から夢で知らされる。つまりは、希望が、ことばによる啓示と黙示

とによって伝えられる。ミルトンはそのようにうたう。そのあと、楽園を去ることをためら

うアダムとイーヴを、ミカエルは両手でかき抱くように楽園の東の門に導き、はからずも堕

罪の場となった住みなれた楽園をあとにする。原文の六四一行以下を、平井訳では、訳の六

四○行目に繰り入れて、つぎのように訳す。 

・・・・・・・・・。彼らは、ふりかえり、ほんの今先まで

自分たち二人の幸福な住処の地であった楽園の東にあたる 

あたりをじっと見つめた。その一帯の上方では、神のあの焔の 

剣がふられており、門には天使たちの恐ろしい顔や燃えさかる 

武器の類が、みちみちていた。彼らの眼からはおのずから 

涙があふれ落ちた。しかし、すぐにそれを拭った。 

世界が、──そうだ、安住の地を求め選ぶべき世界が、今や 

彼らの眼前に広々と横たわっていた。そして、摂理が彼らの 

導き手であった。二人は手に手をとって、漂泊の足どりも 

緩やかに、エデンを通って二人だけの寂しい路を辿っていった。 

ヒューズのテキストには、最後に、The End とイタリック体で書かれている（それをみる

たびに、わたしはこどものころに見たハリウッド映画のラスト・シーンを思い出す）。これが、

長く読んできた『失楽園』全一二巻の終わりだった。こころに深く染みこむ光景だな、とつ

くづく思った。明るい楽園のそこだけ暮れはじめたあたりを、長い影を落としながら、なに
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かたよりない足どりで、未知の世界にむけて歩を進めるアダムとイーヴの姿は、いくさのな

かを手探りで暮らしてきた自分たちのそれと重なりもした。たしかに、いくさは終わったよ

うだ。だが、わたしは、少しも安心できなかった。よろこびは感じなかった。摂理が導いて

くれるわけでもないし、救済の計画は、むろんもうわたしたちのものではない。いま、いく

さは、『失楽園』の、人類の創造に先行しておこなわれた神話的なそれのように、大きな物語

をもたらすことはなかった。わたしたちはいくさを実感しながらも、それのそとにいて、な

にがしか不安を感じてはいたものの、あいかわらずいくさ以前となんらかつながっている日

常は、原罪以前のエデンの暮らしと重ねうるほどに平穏だった。いくさはいつか終わり暮ら

しはもとに戻るだろうという希望が、これまではたしかにあった。しかし、いくさが終わっ

たかもしれないいま、どのような世界がわたしたちを待っているのか、久しぶりに見たテレ

ビの画面を考えると、むしろ漠とした不安を感じるのだ。見慣れない会議の、迷彩色の軍服

を身につけた人間たちの醸しだす、傲岸だがどこかこっけいなフリーズしたような表情や情

景とともに、いくさのまえの生活が回復する希望はすっかり失せてしまった。わたしたち自

身が、ミルトンがうたっているように、世界を選ばなければならないというのだろうか。希

望をもたずに、いったい選べるものなのか？ 信仰はないのだ。ならば、わたしたちは、摂

理の光も救済の灯も照らさない、暗い影のなかを歩むことになりはしまいか？ 妻と娘のい

つもの朗らかな表情を思いうかべて、わたしは呆然としていた。 



［編集後記］ 

松崎がいつくしむようにおりあげてきた『戦記』。印象的な模様を思い起こしながら通読す

れば、懐かしい世界が広がる◆『古墳時代の日本』は松尾の古代史シリーズのひとつである。

権力をめぐる、ひとの動きは昔も今も変わらない◆「教育改革」は絶えず語られる。しかし、

その実効ははっきりと見えないことが多い。和田は「国際的実践報告」によって、ひとつの

先進的な事例を示している◆詩を読む楠瀬は、これまで異国の詩人のことばへの最接近を

めざしていたが、今回は伝統の中に個別の詩をおいて読んでみた◆さまざまに地は震え、さ

まざまにひとのこころも震える。樋口の語る『子供の命を守ること』に多くのひとが耳を傾

けてほしい。ひとりひとりのこどものことを思う教育を考えたいものである◆以上、五編を

最終号に掲載する。〈く〉 
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