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ぜ生まれたのか？ 木星旅行はとも
かく、月や火星程度であれば人類
は既に行くための技術を持ってい
ないことはない。様々な技術的困
難はあれども、最大の困難は宇宙
への投資が圧倒的に少ないことに
あるのだ。夢の新技術の多くはま
ず大富豪が手に入れ、やがて富裕
層から一般へと浸透してきた。自
動車やスマホのように誰もがその
あずか
恩恵に与るとき、マネーが技術革
新を生む。宇宙もそのはずだ。も
しも今を生きる大人の多くが、も
う一度夢を思い出し、その未来に
夢を託せるのなら。
アメリカで電気自動車専門のテ
スラ社を立ち上げたイーロン・マ
スク氏は、 SpaceX
社を設立し自社
の宇宙船で月や火星への旅行の早
期実現を目指す野心的開発を進め
ている。 Virgin Galactic
社は、弾道

飛行の宇宙旅行を商業化する水平
離着陸型スペースプレーンの開発
が最終段階にあり、既に関係者の
「乗客」一名を載せ「宇宙」往還
を成功させた。彼の国ではこうい
ったベンチャー企業に山のように
優秀な人が集まる。夢を追い続け
る大人がいる。これは天賦の開拓
精神か…否！ いまだ日本では出る
杭が打たれ個性は伸ばされず調和
が尊ばれる。親が安定を子に求め
る。曰く和の国ではあるが、大人
が自身の夢を忘れ、あまりに過干
渉に若い夢や野心を無気力化させ
ていないか？
アポロ 号の翌年、糸川英夫先
生をルーツとする純国産の固体燃
料ロケットが人工衛星「おおすみ」
の軌道投入を成功させ、世界初の
人工衛星（一九五七年、ソ連のス
プートニク１号）から遅れること

山本 真行

民間ロケットＭＯＭＯ宇宙到達！
～夢を忘れた大人たちへ～

一九六九年七月二十日は筆者に
とって歴史でしかないが、この日
アメリカの二人の宇宙飛行士が「ア
ポロ 号」で月に降り立ち、星条
旗を月面に立てた。二〇一九年は
その半世紀後だ。子供の頃に抱い
た二十一世紀初頭は、遥か彼方の
未来。想像の中で人類は宇宙旅行
を楽しみ、国際線のスペースプレ
ーンが大陸間を数時間で結ぶ。ク
ルマは空を飛び交い、美しい地球
環境を取り戻し健康長寿の社会が
実現、宇宙で生活する人々もいる。
宇宙飛行士は『二〇〇一年宇宙の
旅』で木星への任務に就いて久し
い。―宇宙への飛躍を夢見た当時
のイメージと現実の二〇一九年を
比べれば、物足りなさを禁じ得な
い。
いったい人類はいつ宇宙で生活
を始めるのか。このギャップはな
11

11

十三年、日本は世界で四番目に自
力での宇宙開発が実現可能な国と
なった。現在ＪＡＸＡの「はやぶ
さ２」探査機は小惑星リュウグウ
に二回の着陸を成功させ、二〇二
〇年末ごろの地球帰還に向け最終
段階にある。日本の宇宙飛行士の
国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）
長期滞在も日常的となった。たし
かに宇宙開発は半世紀で大きく進
んだ。しかし現状維持ではこの程
度なのだ。国家主導の宇宙開発は
実用・科学にせよ軍事にせよ税金
のパイ以上に大きくはなり得ず、
宇宙は身近とは言えない。多少の
命の危険を冒しても本当に宇宙に
行きたい人がどれだけいるか不明
だが、日本の人口が今後しばらく
増えそうにない以上、国に任せて
いては、いつまで経っても一般人
が宇宙旅行に行ける日は来ない。
日本初の人工衛星から半世紀―
北海道のインターステラテクノロ
ジズ株式会社（ＩＳＴ）は小型衛
星の低コスト軌道投入を目指した
ロケットの前段階として、観測ロ
ケットＭＯＭＯを独自開発し宇宙
への挑戦を続けている。そして令
和の時代を迎えた四日目の二〇一
九年五月四日、ついにＭＯＭＯ３
号機が高度一一三・四キロメート

2
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ルの宇宙に到達した。民間会社単
独開発のロケットとして国内初の
快挙であった！
私たちの研究室は、津波などの
大規模かつ地球物理学的な現象の
早期探知と防災／減災への活用を
目指し、人間の耳には聞こえない
重低音「インフラサウンド」の研
究を続けている。災害をもたらす
ような地球規模の現象が起きると
き、巨大な空気振動が地球大気を
揺らすのだ。私たちはインフラサ
ウンドを効果的に捉えるセンサー
の開発から、観測網の確立、観測
網を用いた警報システムの構築へ
と歩みを進めている。音は地上だ
けでなく上空にも伝わるため、防
災への活用には音の伝わり方の全
体像の理解が重要な一歩だ。そこ
で私たちは高層大気中の音の伝わ
り方を計測する実験を提案し、Ｍ
ＯＭＯ３号機で民間ロケットを用
いた初の科学観測に成功した。ロ
ケットは高度およそ四〇キロメー
トルでエンジンは燃焼を終了し静
かになる。そこから最高高度地点
へ到達し下降して太平洋への着水
までの間、静穏な上空で音の観測
が可能だ。地上からは
「音玉」
（号
砲花火）と呼ばれる花火を打ち揚
げて予め人工的な音源を作り、高

層大気まで音がどう伝わるか観測
ロケットでしかできない実験を試
みた。結果は解析中だが、花火と
思われる信号が思いのほか大きく
見えワクワクしている。
そして早くも二〇一九年七月二
十七日、ＩＳＴ社はＭＯＭＯ４号
機を打ち上げた。今回は花火を打
ち揚げず、静穏な環境下の比較デ
ータを得る予定だったが、残念な
がら４号機は上昇中の何らかの異
常検知によりエンジンが自動停止
し最高高度一三キロメートルまで
の飛翔に留まった。しかし３号機
の成功から僅か二ヵ月半後に４号
機という高頻度で実験条件を少し
変えて実験できる迅速さは民間ロ
ケットの大きな強みで、必ずや研
究進展に繋がると期待したい。今
後の状況は未定だが、高知工科大
学としても当研究室としても可能
な限りＭＯＭＯ５号機以降も宇宙
実験に挑戦したい。
民間開発のＭＯＭＯロケットの
魅力は、未成熟な点とその可能性
にあると言える。北海道大樹町の、
わずか二十名ほどの町工場で手製
のロケットが作られ、高知の小さ
な大学の一研究室のセンサーが宇
宙に行く。それを多くの人がクラ
ウドファンディングで応援してく

れた。時代は変わりつつある。で
もロケットはいつもワンチャンス、
すべての部品が完璧に動かなくて
はならない。学生たちにとっても、
失敗や延期の重苦しさから成功の
歓喜まで、現場で日々起きるその
すべてを肌で感じ宇宙開発を身近
に経験できる最高の環境だ。
世界には、日本には、私たちに
は、多くの課題がある。宇宙開発
よりも身近にあるいは切実に、日
々の生活や命に関わる多くの命題
がある。グローバル化の時代にあ
って、隣国や彼方の大国同士が仮
想敵として睨み合っている場合で
はない。ひとたび大地震が起きれ
ば多くの命が脅かされる。科学技
術は国家のためではなく地球人の
ためにあるべきだ。宇宙開発と軍
事は表裏一体であった。今もそう
であろう。そこに大量の予算をつ
ぎ込み破壊し疲弊する前に、どこ
か全世界ベクトルといった方向性
を見つけ、挑戦することに人類社
会は意義を見出せないだろうか。
今の時代、もう物質的なモノはあ
まり必要とされていない。それで
は経済が十分には回らない。情報
や経験や夢や癒しを買う時代なの
ではないか？
私たちの宇宙旅行は、人類の火

まさゆき

星有人着陸は、いつ実現するのだ
ろう。すべての夢物語は、それを
空想し追いかける人たちによって
受け継がれ、やがて実現すると信
じたい。―かつて少年だった大人
たちの夢を乗せ、北海道の大空に
懸命に上がっていくＭＯＭＯ３号
機を見て、そう思った。

やまもと

一九七一年 大阪府堺市生まれ。
香美市在住。高知工科大学シス
テム工学群教授。専門は地球物
理学。観測ロケットや地上機器
を用いた宇宙地球探査と防災活
用をテーマとして学生と共に研
究開発を続ける傍ら、高大連携
の理科教育活動にも携わる。
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北海道の夜明け前、打ち上げを待つ
ＭＯＭＯロケット３号機と筆者

楽しい・おもしろい
〝駄美術〟の世界

でやっています。

このユニット名なのですが、も

ともと三回目の展覧会のタイトル

として付けた「現代美術二等兵」

という名前がしっくりきてユニッ

ト名にしました。美術界にヒエラ

ルキーのピラミッドがあるとする

なら、我々は最下層だなと。「竹

やり持って戦ってるイメージで」

栄です。ユニット名に
「現代美術」

のですが、お声掛けいただけて光

までまるで高知とは縁が無かった

現代美術二等兵と申します。それ

の際、講演会をさせていただいた

今年五月の第七十一回高知市展

鉄アレーにこけしの機能が付加さ

になったダルマ「ぐれダルマ」、

いいますと、額部分がリーゼント

名付けました。どういうものかと

てもいいのでは？ という思いで、

駄菓子みたいな「駄美術」があっ

よね。それと同じように美術にも

はそれぞれが勝手に作って展覧会

ユニットではあるのですが、作品

ながら創作と展示を続けています。

やめるきっかけもなく、仕事をし

動機で展覧会を開催。以後、特に

うか、今思ったらすごい生意気な

家やで！」と作家のパロディとい

借りて作品展示したら、俺らも作

っちを言うようにしています。

理屈を後から思いついて最近はそ

前線で戦う、前衛や！」っていう

民間人ですね。「最下層だけど最

持ってないなと気づいたり。あれ

現代美術二等兵

とついていますが、作っているも

れた（ペイントされた）「こけし

に持ち寄るソロ二人組方式（とい

とか言っていたら、兵隊は竹やり

のは雑貨のような、おもちゃのよ

アレー」、有刺鉄線でつくったテ

展覧会の当日にお互いの作品を見

うな、民芸品のような「駄美術」

など。こんな冗談のような、おや

ることになるので、その瞬間が何

う方式があるのか知りませんが）。

美術ってなんだか小難しくて敷

じギャグのようなものを作り続け

より面白いかもしれません。住ん

ディベア「抱っこしてちょ」など

居が高い気がしませんか？ お菓子

て、もう二十七年になります。

というものです。

には高級なスイーツや伝統的な和

いて、打ち合わせや会場の下見は

でいるのも東京と大阪に分かれて
二人組で、大学を出て就職したの

近い方が出向くという営業所感覚

京都市立芸術大学彫刻専攻卒の

げで、けれども親しみやすい「駄

ですが、「お金を出してギャラリー

菓子がある一方、安っぽくて怪し

菓子」というジャンルもあります

籠谷シェーン

かごたに

ふじわらかつひと

4

文化高知 No.211

の男性に「これ作ったん誰や！」

がありました。全然知らない年配

美術じゃない！」と言われること

示していると、たびたび「これは

こういう作品をギャラリーで展

そういうことが続いたので「『美

送りなさい」と書かれたり……。

義を四百字で書いて、この住所に

もに「あなたの思う現代美術の定

ケート用紙にびっしりの批判とと

うスペースで展示してるわけだか

思えばギャラリーという美術を扱

かなあと思っていたのですが、今

に「美術かどうか」にこだわるの

ところもあります。なんでそんな

でんねん！」と開き直ったような

起きて、長く続けてみるものだな

たり、商品化されたりという事も

拡散されてネットニュースになっ

最近はＳＮＳにアップした作品が

来てくれるような状況でしたが、

って、やっと知り合いが数人見に

そうそう、ミロのヴィーナス像

あと「継続は力なり」をひしひし

なあと、俯瞰で見てちょっと反省

を和装に改造し、竜馬像に似せた

ら、美術だと思って見に来て違和

してみたり…。そんな展示でも続

「桂浜バージョン」という作品も

と感じております。

けていくうちに「ほっとしました」

ありました。高知との唯一の接点

感を覚えるのは当たり前のことだ

とか「気が楽になりました」と言

かもしれません。

いたいものです。

次回はぜひ作品展示で高知に伺

われることもあって、そういう時
は普通にうれしいですね。
展覧会を始めた当時は携帯電話
もパソコンも普及しておらず、展
覧会の案内ハガキを手で書いて送

げんだいびじゅつにとうへい

一九六七年 大阪府大阪市生ま
れ（籠谷）
一九六八年 大阪府堺市生まれ
（ふじわら）
籠谷シェーン、ふじわらかつひ
とからなるアートユニット。
生真面目で堅苦しい現代美術に
クスッと笑えるスパイスを加え
た作品を制作。
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術』ちゃいまんねん、『駄美術』

ぐれダルマ

と立たされて説教されたり、アン

抱っこしてちょ

こけしアレー

桂浜バージョン

生きたい場所がある。だから、生業を創る。
有限会社はたやま夢楽（むら）

日ごろからのお客さんとの交流

が実り、ＣＦはわずか半月で五百

万円の支援を得た。安堵した矢先、

西日本豪雨に襲われた。未曾有の

雨に、集落は完全に孤立した。車

で移動できる距離は一キロメート

ルにも満たない。歩こうにも、道

「土佐ジロー」を飼育、加工、販

安芸市の奥山で、高知県の地鶏

んとの対話を楽しみながら、畑山

を割り込むほどになった。お客さ

報の仕方を変え、来客数は三千人

百人近い人が来てくれていた。広

乏しい。衝撃的な出来事だった。

えて公共水道もなく、地下水脈も

できる土地も集落内にはない。加

なる。資金的な余裕もなく、購入

た。その主軸になる加工場がなく

って返金したらよいのか。救援は

だろう。ＣＦでの支援金はどうや

絶望の淵。加工場の建設は無理

らず、電気も途絶えたまま。

阻む。固定電話も携帯電話も繋が

小松 圭子

売している。そして、ジローを提

で共に遊ぶ時間ができた。そして、

来てくれるのか。ジローは見殺し

代表取締役社長

供する食堂宿「はたやま憩の家」

廃業がよぎった。一方で、毎日の

にしなければならないのか。そん

が完全に崩落し、濁流が行く手を

を運営している。

リピートしてくれる人たちも増え

ように、全国各地からお客さんが

前回の寄稿から五年。山奥での
ていった。

なんとか続いている。会社の存続

さまざまな山を乗り越えながら、

の縁に支えられ、今日を迎えられ

波の度に、こうして紡いできた人

時間はかかっているけれど、大

てくれる。「なんとか畑山で、継

しい」と幸せそうな笑みを浮かべ

ことがない」「今までで一番美味

訪ね来た。「こんな鶏肉は食べた

経営は、突如、隆起してくる大小

だけを考えれば、引っ越しをする

ている。

続したい！」そう思った。

など、打つ手は増えてくるだろう。
けれど、私たちは、畑山で暮らし

一昨年前の夏のこと。暗い表情

金融機関からの融資をお願いする

る見積り額は、四千万円を超えた。

り当てた。建設と施設整備にかか

新たな土地を得て、地下水を掘
で帰ってきた夫が、行政の指定管

一方で、インターネット上で資金

【重なる大きな試練】

理者制度で運営している土佐ジロ

集めをするクラウドファンディン

たいから、生業を創ろうと、もが
なってくれる人の輪を広げようと、

ー加工場の取り壊しが決まったと

いてきた。しかも、畑山を好きに
商品をＰＲするだけではなく、畑

口にした。

嫁に来た九年前は、年間八千人弱

「憩の家」への集客数も減らした。

営のため、独自路線を開拓してき

規模化をする中、限界集落での経

多くの養鶏業者が専業化し、大

えた五百万円だった。

標としたのは建設の着手金にと考

グ（ＣＦ）に挑戦した。ＣＦの目

お客さんと密に繋がりたいので、

山暮らしを伝えようとしてきた。

の来店があり、多い時では一日に

6
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歩いて来てくれた。間もなく、消

もたちへのお菓子を詰め込んで、

社長たちがリュックに食料や子ど

翌朝には雨も上がり、土木会社の

プを這わすなどして来てくれた。

ない中、電力会社の人が崖にロー

孤立から三日目。まだ雨の止ま

始めた。

舎までの道をひとまず直そうとし

ら、自前のユンボなどを使い、鶏

にいる高齢者の安否確認をしなが

するまでに数週間はある」。集落

被災していない。ジローが共食い

ッセージや注文が届いた。心待ち

すぐに、お客さんから応援のメ

は加工場を稼働することができた。

ことができ、豪雨から二十日目に

った。ジローの餌やりや雛を守る

旧し、道の仮復旧もその後すぐだ

ようになった。電気が数日後に復

や、行政からの問い合わせが入る

力会社の本社から状況確認の電話

でも紹介してくれた。すると、電

動画を発信すると、テレビや新聞

ＳＮＳやブログで被災した写真や

で市街地へ避難させてもらった。

夫たちに手を振り、自衛隊のヘリ

ジローの世話のため、山へ残る

典を行った。餅まきには、子ども

支援者や関係者を招いての記念式

通った。八重桜の舞う中、ＣＦの

工場が建設でき、許認可も無事に

二〇一九年三月末までに新しい加

対処してくれる関係各所の尽力で、

生きていきたいと願う。

自慢の里。これからも、畑山で、

う日常があふれている。私たちの

「最高の贅沢」とお客さんが言

まえた夜もあった。

り、カブトムシやクワガタをつか

が流れゆく。ホタルが舞う夜もあ

逆光に驚く人たち。天の川に、星

黒の闇に反して、星明りでできる

夜になれば、手元すら見えない漆

ゃべり。風が奏でる葉擦れの音楽。

川の流れゆく音、小鳥たちのおし

す午後のひと時。耳に入るのは、

るハンモックに揺られながら過ご

る。土佐ジローを食べて、庭にあ

外からのお客さんが来てくれてい

とある「憩の家」に、連日、県内

ろうとしている。丘の上にポツン

防と自衛隊のヘリが来てくれた。

に取引を再開してくれた飲食店や、

たちの同級生たちも駆けつけてく

だった。

山際から現れたヘリコプターに思

社内で注文書を回覧して共同購入

な中、夫はこう言った。「建物は

いっきり手を振ったのは、初めて

してくれたり、募金を集めてくれ

けいこ

れ、賑やかな宴となった。
念願だった新商品も誕生した。缶

【これからも畑山で生きたい】

一九八三年 愛媛県生まれ。早
稲田大学卒業後、愛媛新聞社へ
入社。
二〇一〇年結婚を機に、高知県
へ移住。二〇一五年、有限会社
はたやま夢楽社長就任。二児の
母。

こまつ

たりする企業もあった。翌月には、

詰のアヒージョや、レバーペース

加工場は、順調に稼働している。
することができた。八月末で締め

憩の家も、予約客への営業を再開
切ったＣＦは約四百人から八百万

ト、骨付きスモークチキンが好評

山奥での建設に加えて、建設資材

今年の梅雨は大過なく、夏が来

を得ている。

円を超える支援が集まった。
孤立は解消されたが、車両の重

の搬入に制限が加わり、工期が伸

た。稲がたわわに実り、柚子が太

量制限や時間規制は解けなかった。

びていった。それでも、諦めずに
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ています。ポーズで人の可能性を
引き出し、世の中に〝一目惚れの
瞬間〟を増やすことを目指してい
ます。
今回は皆さんが普段意識したこ
とがない、というか意識したらガ
チガチになっちゃうじゃ〜ん！ だ
から写真苦手なんじゃ〜ん！ と思
っているかもしれない、ポーズの
世界を少しだけ覗いてもらえたら
と思います。
早速ですが…ポーズ、とってい
ますか？ 写真に写る際にしました
か。目立つために？ それとも隠す
ために？ 誰かとの思い出をもっと
素敵に残せるように？ 写真に写る
以外ではハイタッチや、円陣を組
むポーズの経験もあるかと思いま
す。きっと、その場にいる人たち
の気持ちを一つにするためにした
のでしょう。実は、どなたも毎日
ポーズをとっているんです。私た
ちの日常の動きはポーズの連続で
できています。神様がこの瞬間を
エイッ！ と一時停止したら、ぴた

っ！ っと誰もがキマっているはず
です（「なんでそうなった 」と
聞きたくなるほどのクリエィティ
ブなポーズが生まれているかもし
れません）。教科書の右下に落書
きした、パラパラ漫画を思い出し
てください。あれは棒人間による
ワンポーズの集まりです。ポーズ
の連続が、授業中の私たちをクス
ッと和ませてくれましたよね。
ポーズってスゴいんです。ひと
目で伝わると印象に残るので、役
に立ちます。人の目を惹いたり、
目に見えないはずの気持ちや態度
を表すことができます。相手と心
を合わせることもできます。意識
してもしなくても、言葉を使わず
に場の空気を変え、人の気持ちを
動かします。からだひとつででき
る最強のコミュニケーションツー
ルなのです。〝立てば芍薬、座れ
ば牡丹、歩く姿は百合の花〟とい
う言葉があるように、からだのか
たちで人に与える印象が変わると
いうことを、ずいぶん前から私た

外山 晴菜

ワンポーズクリエイターⓇってなに？
高知県の皆さま、こんにちは。
ワンポーズクリエイターⓇの外山
晴菜と申します。ポーズ専門の振
付師です。からだのかたちを作っ
ています。マナー講師や元モデル
ではありません。人のチャームポ
イントやメッセージをぎゅっと込
めたワンポーズをクリエイトしま
す。
そんな人いるんですか？ はい。
深い頷きとともに、はい。ポーズ
を専門に作る人がいても面白いじ
ゃない！ と、日本で一人のポーズ
専門の振付師として二〇一七年に
〝ワンポーズクリエイターⓇ〟を
商標登録しました。ポーズの奥深
さに心躍らせながら（ぜひこのか
たち、想像してみてください）取
得しました。今までに、ＣＭ等広
告や舞台のポーズ・振付演出を二
百本以上担当しました。俳優の決
めポーズ、新商品を覚えてもらえ
るインパクトのあるポーズ、子供
達が一緒に真似できるポーズ…な
どのオーダーに応えるべく奮闘し

!?

ちはもう知っていたようです。
とはいえ、ポーズは難しいとお
っしゃる方が多い。からだが硬い
から？ 恥ずかしいから無理でしょ
うか。ではこんな風にとらえてみ
てください。「じゃんけんだって
立派なポーズ！」。手先の表情と
キレ。スピードを変えると「後出
し」。高等技術です。皆さん取得
済みの。「笑顔だって顔のポーズ
！」ですよね。表情筋の細やかな
調整、ニュアンスを伝える首のか
たむき加減！ 振り向きざまに優し
く微笑めば、相手をドキッとさせ
られるでしょうね。このように多
くの人が日常で自然にやっている
ポーズは、特別なことではありま
せん。
ワンポーズクリエイターⓇとし
て、大切にしていることは二つで
す。
①本人の魅力や想いの受け皿とな
るワンポーズを作ること

8
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②本人がポーズのかたちにとらわ
れず、自然と自由に動きたくなっ
てしまう空気を作ること
この二つは向かう方向が異なるの
ですが、人の可能性を引き出すた
めに、どちらも忘れてはいけない
課題です。ポーズの専門家と名乗
る数年前まで、日本各地でダンス
の公演とワークショップを行なっ
てきました。障害を持ったお子さ
ん、ビジネスマン、東北のお年寄
り…、あらゆる世代の様々な個性
を持った方々とのやり取りと、場
所や空間を活かしたダンス公演の
開催です。参加者を覆っていた何
かが外れ、照れながらも動き出し、
息も弾み、とびきり愛しいギコチ
ナイ動きの彼らを目のあたりにす
ると「人がなぜかやってみたくな
るポーズってあるんだ」「相手に
動いてもらう前にまずは自分から
動くこと
が大事な
んだ」、
そう痛感
したのを
覚えてい
ます。こ
うした経
験が今の
自分に役
立っています。
真っ青に晴れた空にパッと咲く
黄色い菜の花のように、目が奪わ
れ、心に対象が飛び込んでくるこ
とを〝一目惚れの瞬間〟と私は呼
んでいます。世の中にその時間が
〇・一秒でも増えたらいいなと夢
見ています。これは皆さんに、モ
デル並のスタイルを目指して欲し
いわけでもなく、毎日一張羅のお
しゃれで過ごすのをお勧めしてい
るわけでもありません。好きなも
のを食べているとき。失くし物が
見つかったとき。遠くの夕陽を眺
めているとき。あなたのそんなふ
とした瞬間の何気ないワンポーズ
が、美男美女問題を軽々飛び越え
て誰かの心を強く揺さぶることは、
珍しくないのです。目の前の人の
内なる魅力が外に溢れる一瞬に出
会いたくて、どうやって引き出せ
るのだろう、どんな空気で接した
らもっと見せてくれるのだろうと、
試行錯誤する日々です。

高知は大好きで何度かお邪魔し
ています。二〇一三年にはかるぽ
ーとで、高知市文化振興事業団の
皆さまと演劇の手法を用いたワー
クショップを作っていた高知の方
にワークショップを受けてもらい
ました。今、思いつくのはこんな
イベントやポーズのワークショッ
プ。高知のいいところをアピール
する企画をやりたいです。
・長〜い日曜市をマネキンのよう
に皆で一列でポーズ「はじからは
じまでようこそ日曜市（仮）」※
全員、手にはマップ。買い物に来
たお客さんが持ち帰れる
・桂浜で「こんなの見たことない！
百通りの龍馬さんポーズ（仮）」

C Yoshiki Romantico

はるな

※参加者全員龍馬さんになりきる。
仕上がりイメージ『ウォーリーを
探せ』状態 etc.
観光課の方、イベント企画会社
の方、高知推しインスタグラマー
の方、いかがでしょ！ ご連絡お待
ちしております。こんなことを真
剣に考えているワンポーズクリエ
イターⓇが、皆さんと高知でお会
いできますように！

とやま

一九八四年東京都出身・在住

Instagram : @1_pose_creator
ＨＰ : harunatoyama.com
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C Yoshiki Romantico

C Yoshiki Romantico

ゼンとは異なり、その場の雰囲気
に合わせた参加者達のことばによ
ってビブリオバトルは展開される。
もちろん、相手に自らの思いを的
確に伝達するための話の構成は必
要となる。しかし、目的ではない。
構成された話の先にある、伝達し
〝共有する〟こと、すなわち、他
者との〝 communicate
（分かち合
い・共有）〟こそがビブリオバト
ルの目的である。「人を通して本
を知る、本を通して人を知る」を
掲げ、本を媒介として生まれるコ
ミュニケーションを軸としてビブ
リオバトルが実践されている理由
はそこにある。
ビブリオバトルを実施すると、

佐藤 元紀

ビブリオバトルのススメ
本を使ったコミュニケーション
ゲーム―そのようにビブリオバト
ルは評される。持ち寄った本を片
手に一人五分で語り、二～三分の
質問時間を設ける。そしてグルー
プ全員が語り終えたところで、「一
番読みたくなった本」を一人一票
で選ぶゲームがビブリオバトルで
ある。バトルでは勝者ではなく、
〝チャンプ本〟を決定する。勝つ
も負けるも自身ではなく、〝本〟
であることがこのゲームの面白い
ところである。
ビブリオバトルは、二〇〇七年
に考案された新しい書評ゲームで
はあるものの、現在では教育の場
を飛び越え、公共図書館、書店の
店頭やカフェなど様々な場所で実
施されている。また、全国大学ビ
ブリオバトル、全国高等学校ビブ
リオバトルなどの大会が毎年催さ
れ、海外へも広がりを見せつつあ
る。
ビブリオバトルの楽しみの一つ
に〝ライブ感を重視した語り〟が
ある。予め原稿を用意するスピー
チやスライドなどを用意するプレ

「話が苦手だから…」という声を
しばしば耳にする。しかし、求め
られるのは立て板に水の巧みな話
術ではない。大切なのは、伝えよ
うとするコミュニケーションの努
力によって他者と〝何か〟を共有
することである。そこに生じるア
ドリブも含めた参加者達の〝いき
いきとした語り〟がビブリオバト
ルの魅力となっている。
ビブリオバトルの面白さを参加
者に尋ねると、「日頃知ることの
ない本、興味とは異なる傾向の本
に出合えること」、「本の読み方
に出ているその人の生き方を知れ
ること」という答えが返ってくる。
多角的な視点を獲得し、多様な価
値観に触れられる体験をビブリオ
バトルの面白さと捉える参加者は
多い。新しい〝ものの見方〟や〝考
え方〟に触れる機会はいくつにな
っても楽しいものだ。そうしたワ
クワク体験の場としてのビブリオ
バトルの活用をおススメしたい。
繰り返しになるが、ビブリオバ
トルは〝ゲーム〟である。肩や肘
の力を抜いて楽しむことが何より
も大切。ゲームの開催場所やテー
マは自由に設定することができる
ため、高知県特有の地理条件を活
かしたビブリオバトルも可能であ
る。桂浜、沈下橋、カルスト、ジ
オパーク、ゆず畑……場所に適し
たテーマを設定すれば、ロケーシ

ョンも手伝ってゲームはより楽し
くなるはずだ。―ひろめ市場で
〝酒〟
をテーマにビブリオバトルなんて、
ワクワクする。

さとう もとき

一九八三年 愛知県一宮市生まれ
高知工業高等専門学校ソーシャル
デザイン工学科講師。
ビブリオバトル普及委員を務め、
「高知ビブリオバトル」を運営し
ながら、高知県内でのビブリオバ
トル講座や全国大学ビブリオバト
ルの予選・地区決戦等を主催する。
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「 ア ン テ ナ」

下尾

仁

してのイメージは真面目で、まさ
か、このようなイタズラ電話をか
けてくるとは想像も出来なかった
ので、まったく気づかなかった。
ちなみに電話の内容はまったく
覚えていないが、刈谷君に対して
のイメージは、この一本の電話で
がらっと変わった。
それからは、仲良くなった刈谷
君と、芝居の打ち上げで公演した
演目のパロディをブリーフ一丁で
おふざけしたり、芝居以外でもパ
フォーマンスをやらせてもらった
りした。
刈谷君はどんなふざけた事でも
真剣に取り組んでくれ、一が十に
も二十にも膨らんで一緒にやって
る僕も楽しくてしかたがなかった。
最近は一緒にやっていないので、
またなにか一緒にと思ったりして
いる。
僕が営業の仕事を辞めてカフェ
を開いてからもちょくちょく遊び
に来てくれ、いろんな話や相談の

できる関係になっていった。
ある日、高知演劇ネットワーク
演会プレゼンツ演劇実験空間『蛸
蔵ラボ』というイベントに一人芝
居で参加すると聞かされた。
蛸蔵ラボとは三十分以内の小作
品を持ち寄り、上演。個人、団体、
関係無く、スキルアップと交流を
目的に開催する演劇公演である。
その蛸蔵ラボに参加した時の刈
谷君の一人芝居は、ほんとにすご
かった。
認知症になったお父さんを介護
する息子が追い詰められていくと
いう内容であったが、僕は、初め
て芝居を見て涙が溢れた。刈谷君
の演技はリアルで心を打つ何かが
あった。
僕だけではなく会場中にすすり
泣く声が響いていたのでまちがい
なくみんなの心を打っていた。
その演目は、その時見た高校の
先生が是非生徒に見せたいと、高
校で再演する事に。その時のアン
ケートを見せてもらったが、「初
めてお芝居を見たがすごかった」
「もっといろいろ見たい」とか「心
を動かされた」とか、高校生たち
の心もつかんでいた。
その他にも刈谷君は、県が作っ
た南海トラフ地震対策啓発ドラマ
「その日、その時…」では地震が
おきたあと家族とはぐれた、お父
さん役を熱演したり、ＮＨＫ第三

しもお ひとし

かわ

十九回創作テレビドラマ大賞「川
うそ
獺」では、俳優・勝村政信さんと
二人での重要なシーンを、プロの
役者とまったく遜色なく演じ、活
躍の幅を広げている。
今、現在は劇団センター にい
，
たメンバーを主に立ち上げた
、カ
ラクリシアターとからくり劇場と
いう兄弟劇団にて、年二回お芝居
に出演している。
このあいだ見たカラクリシアタ
ーのお芝居「永遠のイノセント」
も涙が出た。年をとったから涙も
ろくなっているのではない。そこ
には、リアルな芝居があり刈谷君、
他団員の熱演があるからだ。是非
刈谷君のようにこの高知でもお芝
居をがんばっている人がいるのを
知ってもらいたい。余談ではある
が、刈谷君の息子が第二十四回高
知県小学生将棋選手権大会低学年
の部で高知で一位になり高知代表
として全国大会に出場するとのこ
と。刈谷親子から目がはなせない
下尾仁である。

90

一九六九年生まれ
岡豊高校一期生。二十五歳ぐらい
に演劇に目覚め、日夜面白い事は
ないかとキョロキョロしている。
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役者、刈谷隆介さん
との出会い
周波数を合わせば、いろんな人
と出会い繋がることができる。ア
ンテナを高くたて沢山の人と繋が
ろう。
僕がまだ営業の仕事をしていた
時、携帯電話に登録していない番
号から電話がかかってきた。電話
に出てみると、英語で「ハロー、
ホワッツ、ネイム、アハー、ユー、
スピーキング、イングリッシュ、
アハー」などとちょっと怒ってい
るような口調でまくしたてられた。
僕は、たぶん間違いですよと言
って電話を切った。するとすぐに
同じ番号からまた電話がかかって
きた。恐る恐る電話にでると、日
本語で「ごめんごめん下尾さん、
僕です。刈谷です。刈谷隆介です」
と。刈谷君とは、文化高知№ で
書かせてもらった、故・帆足寿夫
氏の劇団で一緒に芝居をしていた
メンバーである。でも当時は、携
帯に登録していないぐらいの関係
であった。しかも僕の刈谷君に対
207

６〜７月の事業から

女が参加しま
した。
講師には、

の旬なテーマを設け、毎年、五月～七月に

の中心となる講座の一つとして、その時々

た社会福祉の増進を目的とした公民館活動

市民講座は、市民の生活文化の向上、ま

資格を持ち、

拳Ａ級指導員

れ、公認太極

連盟に所属さ

本武術太極拳

益社団法人日

初夏の市民講座

『初夏の市民講座』
、十月～十一月に『秋冬

毎年開催され

鴨部にある公

の市民講座』の計二回、約五講座をそれぞ

る全日本武術

れ開講しています。

太極拳選手権大会で、度々、上位入賞をさ

今回の初夏の市民講座は、ＴＶや書籍で
も取り上げられている今話題の色鉛筆の正

今回の講座で行った入門太極拳は、太極
拳を日本人向きに一部の動作を簡易にする

れている岡田淑子先生をお招きしました。

ことで、初心者の方でも覚えやすいように

しい塗り方を学ぶ「ぬり絵ｄｅ学ぶ『美術
理製菓専門学校の講師を招いて、簡単で美

の〝び〟』～色えんぴつ編～」、ＲＫＣ調
味しい本格的なカレーを作った「ＴＨＥ・

改良したものです。講座時間の都合で、入
スパイスカレー」、他にも「キットでつく
る 簡 単 カ ル ト ナ ー ジ ュ」
、
「 山 と 近 代 文 学 」、 門太極拳からいくつかを抜粋しての講座で
したが、岡田先生の適切な指導と場の雰囲
がらも、元気な声を出して、笑顔で体を動

気を和らげるお話で、受講生は汗をかきな

「夏に負けないカラダ作り～太極拳からは

じまる一日～」とバラエティーに富んだ組

ないために、健康法の一つとして永く愛好

人も夏休みにラジオ体操をする子供に負け

太極拳からはじまる一日～」の講座は、大

の開催に努めようと思いました。

も同講座以上の評価が得られるような講座

い楽しかった」など多くの声があり、今後

の回数が少なすぎる」「疲れたけど、すご

受講生からは、「面白い講座なのに講座

かしていました。

み合わせでの開講となりました。

されている太極拳を覚えて、健康的なプチ

〈参加者数

なかでも、「夏に負けないカラダ作り～

習慣にしようというテーマで開講したとこ

百名〉
ろ、平日の朝から二十九名の元気な老若男
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高知市立中央公民館事業
は、「ヘルシートーク」と「健
康落語」の二本立てにてご講
演いただきました。真打の噺
に会場はたくさんの笑いに包
まれ、笑いの効用について、
受講生の皆さんに実際に体験
していただけたのではないか
と思います。
十八日㈭は、慶應義塾大学
大学院教授の岸博幸さんに、
高知のような地方都市の、今
後の経済活動に必要な要素に
ついて、様々な事例を交えて
ご講演いただきました。他人
と の 関 係 性 に 関 わ る お 話 で は、
ビジネスだけでなく実生活を
豊かに過ごすヒントがあり、
受講生の真剣な眼差しがとて
も印象的でした。
十九日㈮の講師は、気象予
報士の天達武史さんで、近年
の異常気象について、あるい
はこのまま地球温暖化が進行
した未来について警鐘を鳴ら
し、大変わかりやすくご講演
いただきました。私たちの生
活と切り離すことはできない
気象について、多くの受講生
が関心を深められたことと思
います。
二十日㈯は、元プロテニス
プレーヤーの沢松奈生子さん
に、現在のテニス界と今後の

第六十九回高知市夏季大学
夏季大学は中央公民館事業
として一九五一年にスタート
しました。「市民の知的開発、
文化教養の向上、情操の涵養
を図る」という開講当初に掲
げられた目的のもと、毎年、
経済・科学・政治・芸能・社
会・歴史・スポーツなど、各
界で活躍する著名人・有識者
の皆様にご登壇いただいてお
ります。
本年は、わずか二日余りで
受講票が完売し、延べ一万六
百十三人というたくさんの方
々が受講されました。一万人
を超えたのは八年ぶりで、一
日 当 た り の 受 講 者 数 と し て は、
会場をかるぽーとに移した平
成十八年以降、二番目の多さ
を記録しました。
初日十六日㈫の講師、ＮＨ
Ｋ報道局記者主幹の大越健介
さんには、世界中を取材して
いるご自身の経験を基に、「壁」
が多く築かれつつある今日の
社会を生きていくうえで大切
なものは何か、ご講演いただ
きました。ユーモアたっぷり
の親しみやすいお話は、初日
にふさわしい大変示唆に富ん
だ内容でした。
十七日㈬の講師、落語家で
医学博士の立川らく朝さんに

的な事柄も大変平易に伝えて
展望について、またご自身の
いただきました。とても面白
活動を通して得られたことな
い講義だったという声も聞か
どご講演いただきました。大
れ、未来を想像する豊かな学
変切れの良いトークに会場は
びの空間が広がっていたので
沸き、世界のトップレベルで
はないでしょうか。
活躍された沢松さんならでは
二十六日㈮は、作家の林真
のお話は非常に意義深いもの
理子さんにご講演いただきま
でした。
した。県外から駆け付けた方
二十三日㈫は、株式会社Ｄ
もいらっしゃるほどの人気ぶ
Ｄホールディングス代表取締
りで、開演後も来場者が途絶
役社長の松村厚久さんにご講
えず、急遽小ホールを開放し
演いただきました。体調が芳
て対応しました。大河ドラマ
しくない中、社員の方のサポ
や元号改正といったトピック
ートを受けながらのご登壇で
スのほか、高知愛に溢れた講
したが、病魔と闘い続ける姿
演に、客席は終始笑顔の絶え
勢は受講生の皆さんに響いた
ない様子でした。
ようで、またサプライズ演出
最終日の二十七日㈯は、俳
もあり、イレギュラーな中で
人の夏井いつきさんにご講演
も満足度の高い講演だったの
いただきました。開場前から
ではないかと思います。
多くの方が詰めかけ、この日
二十四日㈬は、フリーアナ
も小ホールを開けての対応と
ウンサーでことばのアカデミ
なりました。俳句の魅力や、
ー校長の河野景子さんにご登
俳句を通した様々なエピソー
壇いただきました。他人との
コミュニケーションについて、 ドは強く心に残るものばかり
で、夏井先生の情緒溢れる語
ご自身の経験と理論に基づい
り口も相まって、とても心地
た、河野さんならではのお話
よい空気感が会場を包んでい
をいただきました。質疑応答
たように思います。
では講演内容から外れた質問
来年、夏季大学は七十回の
が飛び交いましたが、真摯で
節目を迎えます。会場のアン
寛容な対応に河野さんのしな
ケートで寄せられた様々なご
やかさがうかがわれました。
意見も参考にしながら、講師
二十五日㈭の講師は、サイ
陣や会場運営など、より充実
エンス作家の竹内薫さんでし
し、多くの方に参加いただけ
た。近い将来やってくる人工
る夏季大学となるよう取り組
知能が台頭する社会のため重
んでいきたいと思います。
要となってくる知識や、現在
の最先端技術について、専門 〈受講者数延べ一万六百十三人〉

文化高知 No.211

13

そのタイトルに衝撃を受けた。
「僕のプールにサメがいる～室戸
のキセキ・廃校水族館～」（さんさ
んテレビ）である。廃校になった小
学校が水族館に生まれ変わってから
の一年間を紹介した興味深いドキュ
メンタリー番組だった。けれど、内
容にもまして、私の頭に焼き付いた
のはそのタイトルである。
「僕のプー
ル」と「サメ」の取り
合わせが強烈だった。
眠っていた子供心を揺
さぶられた感じがした。
そして、思い出した。
僕の家にサメがいる。
子供時代、この妄想
に悩まされていた。
〝ユ
ザメ〟という名のサメ
である。昭和三十年代
だった。
私の家には、祖母と
曽祖母が同居していた
が、風呂から出ると、
二人が声をそろえて言
うのである。「ユザメが来たら大変
おおごと
ぞね！」「早う寝んと大事！」その
声も顔も恐ろしかった。父や母も唱
和した。「ユザメが来るぞ！」「来
たらどうするぞね」
一体どんなサメなのだろうと思っ
た。ふとんに入っても、そのことが
頭から離れなかった。
私の想像の中では、ユザメは風呂

サメがいる！

松木 宣博
南国市久枝・物部川河口付近）
（平成30年９月22日
第35回写真コンテスト入賞作品

赤とんぼ

高 知 を 撮る

秋の気配を感じる青空の下、風に乗って群れ飛んでいる赤とんぼの写真を撮っていると、
偶然にも赤いヘリコプターが高知空港に向け降りていきました。
まるで赤いヘリコプターをとんぼ達が出迎えているようでした。

桶の中に住んでいた。湯の中に溶け
入り、普段は姿を消している。私が
風呂を出ると、しだいに現れ出て、
泳ぎ始める。そして木蓋を風呂の中
から何度も何度も突き上げる。蓋は
激しく揺れる。湯があふれる。その
湯といっしょに、ユザメはぬるりと
外へ出る。あふれた湯は風呂場から
出て、とうとうと家の中を流れ始め
る。流れる湯の中を
ユザメが私の方へ向
かって泳いで来る。
そんな空想にひた
りながら眠った。夢
の中にもユザメは出
て来た。私が寝てい
る部屋は湯で満たさ
れ、大きな風呂の底
にいるような感じが
した。湯の中を大き
なユザメが泳いでい
た。
不安でもあったが、
不思議な余韻の残る
夢だった。
日常性を脅かす不安の象徴として
サメはイメージされやすい。子供時
代に誰もが感じる、未来への漠とし
た不安や恐れ、期待や興味。そんな
ものを〝サメ〟は表していたのでは
ないか。
子供はみんな――大人になっても
――心の中にサメを飼っている。
（本の虫）

風俗歳時記
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私は最近、検索病に罹っているよう
だ。ネットを検索するといろんなもの
が簡単に呼び出せるし、調べることが
できるし、ほとんどのことがネット上
で解決してしまう。
だから、辞書を引くこともほとんど
なくなった。本も電子書籍などで読む
と、分からない漢字や英語を選択する
だけで、内蔵辞書やネットから説明文

部屋は暗く、
ものごとは不便に
を表示してくれる。あまりにも便利に
なりすぎて、歳をとるにつれて五感が
退化しているのではないかと思えるフ
シもある。
ところで私の車のナビは古いので県
外に行くとしばしば「リルートします」
とくる。道路を道なりに走っていてこ
うなってしまう。しばらくそのまま走
っているとナビはウンともスンともい

菫

結城

もう少し

十五夜、うさぎの親子が月でお餅をつ
くるために急いで月に向かっている様子
を表現しました。
あともう少しだとわくわくしているう
さぎの気持ちを想像し、「もう少し」とい
うタイトルを付けました。
平和で柔らかいイメージにしたかった
ので、満月の形と同じようにイラスト全
体も丸におさめました。

（ゆうき すみれ／
国際デザイン・ビューティカレッジ２年生）

わなくなる。じゃあナビがいらないじ
ゃないか、といわれそうだが、そうい
うわけでもない。どんなに古くてもナ
ビがないと不安なのである。つくづく
自分で判断せずに頼っているんだなあ
と思わざるを得ない。ネットやナビに
頼るだけではない。部屋のなかも妙に
明るい。暗いとどこか不安なのかも知
れない。煌々と明かりがついていると、
豊かな気分になれると思うのかも知れ
ない。
確か「明るくなりすぎると大事なも
のが見えなくなる」という意味の言葉
がある。夜が明るすぎて、大事なもの
を見失っているかも知れないし、便利
すぎて気付かないまま、大事なものが
見えなくなっているかも知れない。
ネットを切り、明かりを消し、便利
さばかり追い求めず、不便だからこそ
活発になるかも知れない五感を研ぎ澄
まし、不便だからこそ面白い世界を探
してみたい。
（霖）
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