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◯楽器演奏の遍歴その一
十歳頃ギター弾いたり、フォー

◯スティールパンって
ドラム缶をすり鉢状に凹まして
その内側に音盤ごとに凸が並んで
います。音盤が大きいと低い音、
小さいと高い音が出ます。音域に
よって様々な種類がありまして、
メロディーを担当するテナーパン
はドラム缶一台で二オクターブ、
その音域から低くなるに従って音
盤の面積が大きくなり、ドラム缶
も二台、三台そしてベースパンは
六台のドラム缶を一人で操り演奏
します。
まだまだ日本での演奏家は少な
く店頭にたくさん並んでいる楽器
屋さんもないですし、聞いたこと
のない方は「ドラム缶の楽器って、
ガンガン、カチャカチャ喧しそう」
ってイメージがあるみたいですね
〜。

クソングを真似したりが始まりか
な〜。学校の授業でタテ笛とか小
太鼓とかは楽しくなかったですね
…自由勝手に演ったら怒られた
（笑）
。
そりゃそうですよね。
その頃自分のお小遣いで買った
初 め て の 洋 楽 の レ コ ー ド は The
の『 Let it be
』でした。
Beatles
ラジオで英語の音楽は聴いていた
ものの、何度も同じ曲を聴ける喜
び、そうなると歌詞も覚えて器楽
演奏も覚えてベースの音やドラム
のおかずも聞き覚えで、どの曲も
モノマネできるようになって、な
んならそれが趣味だったな〜って
今になって思います。ってことは
ドラムもベースも弾いて遊んでお
りました誠一少年は音楽が大好き
だったのです。
そんな中、十七歳の時、先輩に
騙されてサックスを手にする。吹
の方向ですよ
奏楽ではなく JAZZ
…聴いたことないのよ、譜面も読

山村 誠一

ドラム缶との出会いが僕の
ミュージックへの旅でショー！
韓国のターミナルに降り立った
らキムチの匂いがする。日本はお
味噌の匂いかな？ その国はガソリ
ンの匂いがするって…本当にしま
したよ。カリブ海の南の端、二つ
の島からなる小国〝トリニダード
＆トバゴ〟。ドラム缶楽器スティ
ールパン発祥の地。
滞在
一九八六年、 NEW YORK
中にストリートで演奏している黒
人のパンプレーヤーに遭遇。ガツ
ーンと一発「こりゃヤバイ、叩き
たい。
」帰国後独学で奏法を模索し、
一九九七年二月トリニダード＆ト
バゴへ渡りカーニバルを体感。基
本的な奏法、リズムや現地の音楽
の役目、取り組みなど様々な角度
から異国文化を吸収する。それま
でコンガ、ボンゴなどラテン系打
楽器を演奏していましたが、その
響きとメロディー楽器への憧れは
私の音楽人生に多大なる影響を与
えました。

めないですよ。ロックな編成って
同じ楽器が少なかったですが、初
めてパートやらアンサンブルやら
の音楽用語を知った。譜面も読め
るようになった。四ビート以外に
も色んなリズムを吸収し、好きな
奏者がソニー・ロリンズさん
SAX
』
にたどり着き、名曲『 St.Thomas
を吹けるようにね、なっていくの
です。で、コンボ（小編成）での
演奏ってアドリブパートを終える
と他の楽器の即興時はお休みでし
て、手持ち無沙汰やな〜どうしよ
っかな？ 踊っちゃう？ いやいや
ちゃうちゃう。で無意識にカウベ
ルを叩いた＝楽しかった。んっ？
なんや楽しいやん。きたきた。

押尾コータローさんと筆者
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ないかな？ ご年配の方達に聴いて
頂きたく提案し、一九九七年『吾
北・カタシの花祭り』が始まった。
一回目の演奏にはアコースティッ
クギタリスト押尾コータロー君と
共に出演。
二〇〇一年、その会場になった
上東小学校休校の活用策として二
〇〇五年にスティールパンの教室
「パンの学校」が始まりました。
今年十五周年を迎えたパンの学校
の皆さんと押尾コータロー君、そ
して僕が音楽活動をする上で多大
なる影響受けておりますラグタイ
ム・ブルースの巨匠有山じゅんじ
さんをお迎えして演奏会をいたし
ます。
ドラム缶楽器スティールパンの
音をまだご存知のない方、もちろ
んよく知っている方達も『山村誠
一ミュージックショー』乞うご期
待ください。
10

やまむら

せいいち

一九六〇年 大阪生まれ。
一九八〇年代パーカショニストし
て活動開始。
一九九〇年代スティールパン奏者
として、作曲家として現在にいたる。
リーダーバンド、ソロ含む過去十三
枚 の Ｃ Ｄ を リ リ ー ス。 ア コ ー ス
ティックギターの押尾コータロー
と の Ｄ Ｕ Ｏ ア ル バ ム か ら は、 大 阪
毎日放送ラジオ「こんちわコンちゃ
ん」テーマ曲、ＮＨＫ・ＴＶの背景
曲などで使用され、有線放送のパン
チャンネルには約四百曲ライブラ
リーされている。有山じゅんじ、中
村善郎、二階堂和美、他ＣＤ制作や
公演にも参加。二〇一五年第一回ス
ティールパン世界大会に日本代表
メンバーとして参加し九位入賞。劇
団 四 季「 LION KING
」大阪公演に
楽師として出演。
コンサート活動の傍らＲＫＣ高知
放送の番組にレギュラー出演等、演
奏のみならず幅広く活動している。
ホームページ
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http://saezuri.net/
Facebook https://www.facebook.
com/saezuripan/
Twitter
https://twitter.com/saezuripan

山村誠一 ミュージックショー
祝☆還暦
日時
月 日（木） 時半開場
時開演
会場 高知市文化プラザかるぽー
と小ホール

26

18

うに心がけ、コンガの奏法に明け
暮れ、手のひらから出血したり夢
中でした。打楽器のアンサンブル
で躍動するリズム、体育会系向い
てるかもと言いきかせ叩く叩く。
世間はバブル真っ只中でして音楽
でお金がもらえるのっていいやん。
ちょっと本物も観たいやん。よし
へ行こう。そこで運
NEW YORK
命の出会いがあろうとは…。
◯高知へつながる喜び
一九九六年、高知の山間の村・
旧吾北村で十歳の子供たちを祝う
イベント『てんさい集まれ！ 年
式』に演奏の機会を頂きました。
その前の年に映画『絵の中のぼく
の村』を観ていまして、そこのロ
ケ地にある日本一のやぶ椿“シャ
クジョウカタシ”を見学している
傍で、脱穀作業をしているおばあ
ちゃんが
「おまんらなにしゆう？」
誠「音楽を子供達に届けに来まし
た」お「ほ〜っ、わしら生まれて
このかた生の音楽聴いたことない」
誠「 今 ち ょ っ と 演 奏 し ま し ょ う
か？」お「かまん、今忙しいぃき」
〝生の演奏聴いたことない〟そっ
か…そんな人達いっぱいいるんだ
ろうな。
そして、この地区で音楽会でき

19 11

◯楽器演奏の遍歴その二
初めて買った打楽器はアゴゴカ
ウベル
（音程が二つあるカウベル）
でして、リズムが明るくなる喜び。
とあるスタジオで練習の時、隅
っこにコンガがあって何気にポン
ポンって叩いたら、スタジオのス
タッフが「興味ありますか？」で
人生の岐路へ。まんまと布教活動
に捕まってしまい。サルサって音
楽のビデオを観せられ「僕らの練
習おいで」に参加し、ギロをこす
ったり、マラカスを振ったりで
の鍛錬にはない単純な繰り返
SAX
しに心躍る快感がやってきたので
す。きたきた＝打楽器好き好きだ。
を手放しコンガを購入。やば
SAX
いハマった。二十二歳おもい切っ
た方向へシフトチェンジしてね〜
これでいいのか？って考えないよ

11/26 かるぽーと 高知出演チーム
「高知カリビアン・ハーツ」

来種とは思えなかった。自然分布
と自然繁殖は異なる。数ある仁淀
川の支流で、なぜ坂折川なのか、
という疑問はすぐ頭に浮かぶ。
二〇一九年に入り、県環境共生
課が移入種リストを作成すること
となった。オオサンショウウオが
県内在来種であれば絶滅危惧種で
あるが、移入種であれば絶滅危惧
種を含むレッドリストの対象外で
ある。そこで、レッドリストの改
訂を待つ必要はないと考えた。む
しろ移入種リストの新規作成時が
チャンスである。
私の頭の中では、伝承がないこ
と、確認例は単独個体がほとんど
で、自然分布の確認でないこと、
県内には化石の記録がなく、在来
の純淡水魚の種組成が四国で化石
が発見された地方と異なること、
唯一の自然繁殖例が坂折川のみで
あるのは極めて不自然であるとい
う筋書きは成り立っていたが、移

町田 吉彦

窪川町桧生原の井細川上流。発見
者は高校一年生。アユ釣り中に発

一九六七年五月八日付け
特別天然記念物オオサンショウウオ
東又川でみつかる
四国にはいないとされていた生き物
発見・捕獲は五月六日。発見場所
は旧窪川町の東又川。水深三十セ
ンチ。発見者は二十九歳の農業の
男性。体長約八十センチ。鑑定は
とし じ
入であるという決定的な記録・文
蒲原稔治高知大学名誉教授。蒲原
献がないままであった。
博士は数年前に、県下でオオサン
十月であったろうか、学生時代
ショウウオが見つかったことがあ
に地方紙で報道されたのではなか
るが、中国地方からの持ち込みで
ったかとの記憶が突然、頭に浮か
あったと語った。この件について
んだ。私事で恐縮だが、私は一九
県文化財課に問い合わせたが、記
六五年に高知大学文理学部に入学
録はないとのことであった。
した。一貧乏学生が新聞を購読す
一九六八年五月二十七日付け
る時代ではない。そこで、六十年
オオサンショウウオ捕える
代、旧窪川町、四万十川、オオサ
発見日は二十四日。発見場所は旧
ンショウウオで報道記録があるか
窪川町井細川上流（原文は井西川
ないかを高知新聞社の知人に問い
であるが、誤植）。同町川口の武
合わせてみた。ずいぶん大胆なキ
市氏（三十歳）と同本町の南部氏
ーワードであるが、すぐに応答が
（十八歳）がニジマス釣りで発見、
あった。四件ヒットしたとのこと。 捕獲。体長六十三センチ。
翌日、本社の一階でオペレーター
一九六八年七月二十一日付け
にお願いし、記事をダウンロード
オオサンショウウオ
してもらった。その後に記事がも
窪川で相次ぎつかまる
う一つ見つかったのであるが、こ
学会の定説くつがえるか 県教委
れらは既往の文献にない貴重な内
も調査へ
容を含んでいた。そこで、以下に
発見は五月十七日。発見場所は旧
ひ さ はら
見出しと概要を紹介する。

高 知 県 の オ オ サ ン シ ョ ウ ウ オ（ 下 ）

二〇〇二年から、のいち動物公
園とわんぱーくこうちアニマルラ
ンドの職員が調査を開始し、二〇
一五年からは新メンバーも加わっ
た。基礎となったのは、内水面漁
協と市町村教育委員会を対象とし
たアンケート調査と報道記録で、
約十例が自然分布を示唆すると判
断されたようだ。野外調査では、
マイクロチップの利用により、同
一個体が同一場所で複数回確認さ
れるなどの成果が得られた。ただ
し、このような例は定住ではある
が、自然分布の証明にはならない。
二〇〇四年七月に、前年に成体
さこおりがわ
が確認されていた越知町の坂折川
で幼生が一個体発見された。坂折
川は仁淀川の一次支流である。二
〇一五年から二〇一七年にかけて、
四度にわたり離散幼生が確認され、
卵塊の発見と併せて、四国初の自
然繁殖例として報道されるに至っ
た。ただ、私にはどう考えても在
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型サンショウウオ類に言及したも

然繁殖を確認した人たちは、地元
の集落で「昭和一桁の頃から生息
していた」との証言を得たが、こ
の証言は在来を意味するであろう
か？
実は、仁淀川の生物に関しては
愛媛大学の伊藤猛男愛媛大学教授
（当時）が魚類を中心に徹底的に
調査し、一九八五年に成果を公表
した。魚類以外では、源流域の小

しかもなぜ一支流だけに繁殖個体

の持ち込みであろう。繰り返しに
なるが、なぜ嶺南区の仁淀川の、

考えられることから、四国外から

れる。ダムの着工は一九六九年、
竣工が一九八八年で、工事期間は
同規模のダムの約二倍である。魚
類の調査もままならなかったのは
確かであろう。しかし彼の報告に
は見逃してはならない記述がある。
嶺南区の純淡水魚類相が貧弱な
ことは既に紹介した（文化高知№
）。実は、一九二五 二六年（大
正十四 十五年）に嶺北区の吉野
川から仁淀川にオイカワが移植さ
れたのである。さらに吉野川から
は、同様に嶺南区にはいなかった
カマツカ、スナヤツメ、ギギも持
ち込まれたと記述されている。仁
淀川も恐らく例外ではないが、琵
琶湖産の稚アユの放流が各地で始
まったのは大正の半ばごろで、水
生動物の長距離輸送手段が昭和一
桁の時代には確立しており、移入
は珍しい出来事ではなかったと言
える。
誰が坂折川にオオサンショウウ
オを放流したかは分からないが、
淡水魚の運搬よりはるかに楽であ
る。吉野川にはもともといないと
すべてが確認され、雌雄が確認さ
れたことから、井細川での自然繁
殖の可能性が出てきた。
以上が高知県におけるオオサン
ショウウオの最初の記録である。
当事者が名乗り出て、体長と放流
数を記憶していたことが何より重
要で、記録として申し分ない。こ
れらの記事から、高知県のオオサ
ンショウウオは外来種であると確
信するに至ったのである。
さて、話を坂折川の自然繁殖集
団に戻そう。旧窪川町の「事件」
が繰り返し報道されたにも関わら
ず、当時、越知町からは何の情報
提供もなかったようだ。調査で自

のの、坂折川のオオサンショウウ
オに関する記述はない。その理由

見、捕獲。体長五十三センチ。
発見日五月十八日。発見場所は旧
窪川町東又川。発見者は県立帰全
農場二年生の二名。コイを突いて
いる時に捕獲。体長八十三センチ、
体重五・三キロ。
一九六八年八月十五日付け
窪川町でオオサンショウウオ調査
自然繁殖ではない
中国地方から持ち帰ったもの
県教委保護呼びかけ
現地調査の結果、東又川の二個体
は、東又土居の農業山中某氏が一
昨年の夏、体長約五十センチの個
体を広島県から持ち帰った。大雨
で逃げた個体が捕獲され、一個体
は桂浜水族館へ、もう一個体は帰
全農場へ。井細川のケースは、旧
窪川町出身で岡山県在住の女性が
繁殖を思い立ち、持ち帰った。四
個体、体長約五十センチ。二個体
は小学校で飼育していたが、一個
体は逃げ出し、残りを放流。
一九六八年九月十三日付け
オオサンショウウオ始末記（筆者・
山脇茂美氏）

として、資料収集時期が桐見ダム

東又川の二個体は山中氏が広島県
湯来町（現広島市）で捕獲し、東
又川の上流で飼育していたが逸失。

群が存在するかの合理的な解釈は、

よしひこ

移入以外にあり得ない。複数の個
体が放流され、生息に適した地形
があったとしか考えられないので
ある。
このような考えをまとめ、県内
の関係者に伝えたところ、関連学
会で坂折川の個体の遺伝子が京都
市産のオオサンショウウオのそれ
と極めて近いという発表がなされ
たと聞いた。いずれ学術論文とし
て公表されるだろう。
さて地域の生物多様性保全から
見て彼らをどうするか？ 大問題で
ある。
（原 稿 受 理 日 令 和 二 年 一
月 十二日）

まちだ

一九四七年 秋田県生まれ。高
知大学名誉教授 理学博士。
高知県希少野生動植物保護専門
委 員、 高 知 県 文 化 財 専 門 委 員、
環境省希少野生動植物保護専門
委員など。
専門は水生動物学、地域の自然
史科学。

№ 〜 （上）（中）のタイトルの
記載に誤りがありました。正しく
はオオサンショウウオです。
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−

建設と重複していたことが考えら

216

−

後に再捕獲。井細川の個体は岡山
県蒜山原の産で、その後、四個体

215

216

力が広がるという事も知り、ワイ
ンの勉強をするようになった。
ソムリエの資格を取得するまで
に勉強をした時間は、トータルで
三年くらいだ。たまたま図書館で
見つけたソムリエ試験用の問題集
で勉強を始めたのが最初である。
その本で勉強をしたのは一年くら
いだと思う。基本的な事をノート
に書き写し勉強をしていった。し
かし実はその本は少し古い年度の
問題集であり、ある程度基本的な
事を勉強した後は本屋で新しい年
度の問題集を購入した。そしてつ
いにソムリエ試験へ申し込みをし、
申し込むと届くソムリエ教本と問
題集の二冊で勉強を始めた。試験
に申し込みをしてから試験日まで
は半年くらいだったと思う。
現在、ソムリエ試験は一次、二

ソムリエール
一番初めにワインに触れたのは、
現在の会社で働きだしてからだ。
入社した際に配属になったのが、
フランス料理のレストランであり、
ワインに触れる機会が増えた。専
門学校時代にホテルコースを専攻
しており、働く前からフランス料
理の調理法やカクテル、ワインに
ついて少し勉強をしていたが、働
きだして実際に触れる機会が増え
ると興味も沸くようになってきた。
また入社当初、レストランの店長
がソムリエの資格を持っており、
憧れもあった。その後、配属部署
の異動もあり、ワインに触れる機
会が減った。
他の部署の業務を経験する中で、
やはりフランス料理やワインに対
する興味が強くなり、またワイン
は料理と合わせる事によりその魅

井上 智賀
次、三次試験まで設けられており、
ここ数年で難易度が上がっている。
私が受験した当時は一次、二次試
験までであり、一次が筆記試験、
二次がテイスティングとサービス
実技の試験であった。筆記試験は、
だいたいが四択のマーク式問題で
あり、本屋で購入した問題集も四
択で問題が記載されているものだ
ったので、問題を見て分からない
ものは教本から答えを見つけると
いう方法で勉強をしていった。ま
たカタカナが多く、暗記だけでは
なかなか覚えられないものもあっ
たので、そういったものはノート
に何回も書き、手で覚えていく方
法も取り入れた。そして一次試験
を受けたのだが、残念ながらこの
年は合格をする事ができなかった。
自分ではある程度勉強したつもり

だったが、やはり努力が足りなか
った。悔しい気持ちもあったが、
初めて受けた試験だったので試験
の雰囲気をつかむ事はでき、割と
前向きに受けとめる事ができた。
ソムリエ試験は年に一度なので、
翌年に挑戦する事を心に決めた。
そして迎えた翌年二度目の試験
日、合格できなかった日から一年
間勉強をしてきた成果が実り、無
事に一次試験を合格する事ができ
た。一次試験合格後、二次試験ま
では二か月～三か月ほどだったと
思うが、早速二次試験の対策に取
り組んでいった。二次試験対策と
しては、テイスティングの勉強に
力を入れた。
皆様もご存じのとおり、ワイン
はぶどうから造られるお酒だが、
ぶどうの品種や造られる土地、気
候などによって味わいが変わる。
テイスティングの勉強を始めた頃、
私はワインの味の違いに関しては
ほぼ素人だった。この際に私に指
導してくれたのが、入社当初に配
属になったレストランの店長で、
ソムリエの資格を持っている上司
だ。二次試験までに五回ほどはマ
ンツーマンで指導をしてくれ、今
でも感謝してもしきれない存在で
ある。
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ワインは上司が代表的な品種の
ものを選び、ブラインドでテイス
ティングするというものだった。
テイスティングの手順は、まずは
外観の色合いなどをチェック、次
に香りを分析し品種を絞っていく。
この段階である程度の品種に絞り、
最後に口に含み最終判断をする。
しかし、これも始めのうちは的外
れな分析ばかりしており、回数を
重ねるうちに少しずつ慣れていっ
た。
テイスティングの勉強を始めた
際、教えてもらった事で今でも覚
えている事がある。それは「その
ワインがどういった料理に合うか
を考える」という事だ。試験では
外観、香り、味わいを確認しその
ワインの品種が何かというところ
までの分析だったが、「どんな料
理に合うかというのを考える」と
いう事は今でもテイスティングを
するうえで心に留めている事であ
る。
また別の上司より、同世代のソ
ムリエを紹介してもらい、その方
が毎月一回ワインの勉強会を開い
ているという事で、そちらの勉強
会にも参加した。この勉強会でも
ブラインドでテイスティングをし
ていき、そのワインについてのコ
メントを一人ずつ発表していくと
いう方法をとっている。参加人数
は五～六名程度で、他の人のコメ
ントを聞くというのも、自分では
感じ取ることのできなかったワイ
ンの特徴を発見する事ができ、良
い勉強になった。二次試験を受け
るまでに、この勉強会へ参加でき
たのは一回のみだったが、現在で
もこの勉強会には参加しており、
ワインの勉強を始めて新しい人脈
ができた事も大きな財産となって
いる。
そして二次試験を迎え、周りで
支えていただいた方々のおかげも

あり、無事に一発合格をする事が
できた。しかし、どんな資格もそ
うかもしれないが合格すれば終わ
りではなく、資格を取得してから
が本当の挑戦が始まったように思
う。お客様の好みに合うワインを
お勧めするのも初めは難しく、現
在でも勉強中である。しかし資格
を取得したことによりたくさんの
お客様に顔を覚えていただく事も
できた。お客様の好みのワインを
選ぶ事が出来た時は本当に嬉しく、
やりがいを感じる。まだまだ勉強
中ではあるが、今後も努力を続け
ていきたい。
これからだんだん寒い季節にな
ってくると、フレッシュなワイン
より熟成したコクのあるワインが
飲みたくなります。秋は食材も豊
富であり、例えば松茸は焼いたり
天ぷらにするならシャンパーニュ
がおすすめ。きのこをバターで炒
めるならコクのある白ワイン、カ
リフォルニアのシャルドネなどが
よいと思います。牛肉の赤ワイン
煮込ならコート・デュ・ローヌの
シラーなど。高知の代表食材と言
えばやはり鰹だと思いますが、こ
ちらはしっかりめのロゼワインも
おすすめです。以前ホテルでワイ

ンのイベントを開いた際のメニュ
ーに、鰹を洋風にカルパッチョ仕
立てにしたものがありましたが、
こちらは長野県の塩尻メルローロ
ゼがとてもピッタリでした。味付
けにもよりますが、シンプルな味
付けのものには軽めのワイン、し
っかり味付けをしたものには重め
のワインを合わせるとよいです。
食欲の秋をワインと共に楽しん
でください。

いのうえ ちか

一九八七年生まれ。
高知西高等学校卒業。
広島ビジネス専門学校 ホテル
コース卒業。
現 在 は、 ザ ク ラ ウ ン パ レ ス 新
阪 急 高 知 カ フ ェ「 プ ラ シ ャ ン
ティ」勤務。
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したことを綴ることが多かったと

記憶しています。しかし、有名私

立中に進学して夢を実現する選択

肢は全くありませんでした。地元

の中学校に進学した彼は実直に学

習を継続しました。そして、進路

多郡西土佐村公立小学校勤務の青

「文化高知」との出会いは、幡

究をした上で、父親のやっている

大学の農学部に入って専門的に研

になることを胸を張って発表した。

実現への扉を開いてくれたのは素

れ側の高校の協働が朋彦君の夢の

重して、進路指導の教師と受け入

保護者の意向や本人の意思を尊

人との出会い・
教え子も同行の同志

指導の先生の導きで愛媛大学附属

農業高校を選択して初心を実現し

ようとしたのでした。さいわい、

当時の附属農業高校は、試験点数

私は、干支で言うと子年、夏に

年教師だった頃『素顔の子どもた

ハウス栽培を発展させたいという

門田 雅人

至上主義ではなくて農業に対する

は七十二歳を迎えようとしていま

に連載さ

情熱や信念も重視していました。

す。今春二月を最後に教壇に立つ

ち』と題して№

教育を研究や実践の主軸にしてき

教職員時代は幼年期教育と美術

いました。

ふれあいをも取り上げられてしま

たが、コロナ禍に子どもたちとの

読み語りを十年余り続けていまし

外では保育園や小学校での絵本の

たちの現在を確かめたことはあり

子もいました。私は当時の子ども

親と電気工事をやりたいと語った

ーを挙げた子も工業高校を経て父

保育士や教師になる夢、デザイナ

立や決意を語る姿を紹介しました。

で、卒業を控えた子どもたちの自

せていただいたことです。その中

式の保護者席で父親が号泣してい

ものだ】と記述しています。卒業

る子が二人、三人と続いてほしい

るこの農山村に愛着を持って生き

ろう。願わくば、彼等の故郷であ

を重ねた上で獲得した自信だった

くらんでいるように見えた。努力

のである】【彼等の胸は希望にふ

われ尊敬に値する同志として共に

とってもやがて大人として立ち現

ありません。親にとっても教師に

子どもはいつまでも子どもでは

聞きました。

した活動を真摯に展開していると

公務員として卒業式の決意を実現

敵なことです。彼は現在、地元の

～№

仕事を締めくくりました。仕事以

ました。採用二年目に小学一年生

生きていく仲間です。自尊感情を

責任をもって努力できるために、

たことは強く印象に残っています。
た。日記には家庭での農業に関係

ません。しかし、ただ一人、朋彦
連載では【朋彦君は農業後継者

を担任したこと等を、若さを恥じ
☆

大切にして進路についても本人が
☆

朋彦君は生真面目な努力家でし

☆

君のことはとても気がかりでした。

29

るとともに懐かしく思い出します。

27
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とが理想です。本人の適性や希望

大人は頼りになる伴走者になるこ
多く受講していましたが、職業体

事者であった兵庫県出身の学生が

あることは承知の事例でした。当

した。農業高校らしい題材が魅力

んのレポートを借用して紹介しま

的な書き綴る指導の方策を名東さ

女と同じキャンパスで私が授業に

のパワーポイントを、時を経て彼

生の折に作成した「総合的な学習」

年代で同じ時代に育ってきたこと

に応えることを放棄して進学先を

の意義を展開していました。嘘の

から、授業では共感や反響を呼び

活用している情景を不思議に感じ

高知商業高校生徒会の『ラオス

ような話ですがこの銀賞受賞者が

起こしました。

的で、全国コンクール銀賞の文章

に学校をつくる』活動も新聞記事

私の授業を受講していました。本

験を評価する意見がほとんどでし

などを活用して紹介しました。商

人の授業感想レポートからその事

成績順に振り分けるだけが仕事で

教師経験を問い直させられたの
業高校の特性を活かして生徒参加

実を知った次第です。

ました。受講する学生が彼女と同

は高知大学非常勤講師としての十
の株式会社活動や商店街での販売

から高等教育での専攻内容まで大

は説得力のある体験と地域づくり

年間だったように思われます。大
など生徒会が主役となって展開し

大学には、これ以上の奇遇はな

切に継続している姿を見たことで

た。

学では、特別活動教育を担当して

ている取り組みです。成果として

いと言える学生がいました。小学

した。幼年期から思春期まで、発

あれば、教師とは本当につまらな

きました。学生にこれまでの学校

推薦入学枠が設定されたとも聞い

校入学式を共にした子どもが進学

達課題と学習課題をどのように分

い職業です。

生活で強く覚えていることを尋ね

ていました。驚いたことは、紹介

してきたのです。私が四万十町米

析して教育実践するのかを考えて

☆

ると、進路指導に関係した学業等

した新聞記事に登場する生徒会役

奥小に校長として赴任して初めて

こられたことは幸せなことでした。

☆

教師の丁寧な指導以上に、圧倒的

員だった生徒たちがこの授業を受

の入学式、新入生は六名でした。

出会った子どもたちが、主体的に

☆

に体育祭や文化祭、修学旅行、合

講していたことです。本人たちも

六年後、二〇〇九年に彼女たちと

人生を切り拓いている姿は限りな

まさと

一九四八年 四万十市西土佐生まれ。
一九七二 二〇〇九年 高知県教
職員
二〇一〇 二〇二〇年 高知大学
教育学部非常勤講師

かどた

域との協働を、辺地小規模の学校

が小学生の頃学んだ地域学習や地

何よりうれしかったのは、彼女

唱祭や学級活動の場面を挙げます。

喜んでくれましたが現在進行形の

卒業式を迎えました。彼女たちが

い喜びです。

☆

教科学習と生活学習の両立こそが

授業展開をしている自分のことも

取り組んだ「総合的な学習」や学

☆

楽しい学校生活を保障すると言え

褒めたい気分でした。

校・地域が協働した活動を「文化

☆

るでしょう。

県立農業高校もよく取り上げま

らったのが昨日のことのようです。

たとえば兵庫県の中学生職業体

完成度の高さと相まって風物詩と

彼女は地元の高校を卒業して地

に連載させても
して定着しています。国語教師・

域協働学部に入学してきました。

高知」№ ～№

ことがありました。阪神 淡
･ 路大
震災の経験と神戸連続児童殺傷事

名東涼さんの実践も紹介しました。

授業では再会することはありませ

した。体育祭の大看板製作展示は

件をきっかけに導入されたもので

地元新聞読者欄や読書感想文等各

んでしたが、彼女たちが小学六年

験の取り組みを紹介して検討した

す。教科学習を一定期間犠牲にし

種団体企画への投稿、そして日常

148

て実践する取り組みで、賛否両論

文化高知 No.217

9

−

−

145

見て楽しい被って嬉しい帽子たち

ての展示会は大成功でその後シリ

ーズ化し、デパートでの展示会は

もとより夢だった海外での企画展

へと発展していきました。良い方

たちとのご縁で奇跡的な復活でし

た。高知時代を振り返り出会った

方々に、改めて感謝の気持ちでい

ます。

の影響、心からお見舞い申し上げ

未曾有の新型コロナウイルス禍

の十九年間は、東京で企業の服飾

クたっぷりで頂きます。高知以前

で、疲れたなあと感じたらニンニ

かった鰹のたたきも今では大好物

し掛けてきました。「東京で帽子

司書の松林佳子さん（故人）が話

んど会話をしたことがない図書館

一年くらいたったある日、ほと

れるのも年齢を重ねたこともあり

とかなる）
」と、肝が据わっていら

ルナル（やるだけやったら、なん

生まれ故郷の沖縄の言葉「ナンク

夜はない」という思いでいます。

山本 正子

っぱいです。

今、コロナ禍で出張もままなら

私の仕事は帽子を中心とする服

とかのデザイナーをなさっていた

ない大変な状態ですが「明けない

飾雑貨（帽子、バッグ、アクセサ

ますが、この時の経験があるから

うのならやってみたら」という返

そうですね、良かったら図書館の

事に、私の頭の中の歯車がカタカ

雑貨のデザイナーとして修業後、

平坦な道ばかりではありません

タカタと目まぐるしく動き出しま

独立し、主にコマーシャルなどの

行う、デザイナー兼クラフトマン

でした。深い谷底は東京から高知

した。松林さんにＯＫの返事と共

リー）のデザイナー兼作家です。

兼スタイリストです。以前は一人

に移住した最初の一年間余り。今

に、帽子が描かれた童話やテーマ

展示会ホールで展示会をしてみま

で全てをやっていましたが、今は

のようにＳＮＳや物流も盛んでは

になっている本を探して欲しいと

せんか。
」との思わぬお誘い。家人

協力して下さる方たちとワークシ

なく、早割の航空券の恩恵もなく、

お願いをしました。本からイメー

服やアクセサリーをデザイン制作

ェアリングをしながら活動を少し

友達もおらず、高知市内から車で

ジした帽子を創り、図書館にいら

使う方がその人らしくチャーミン

ずつ変化させています。

小一時間かかる場所で暗澹たる思

っしゃる老若男女に喜んで頂けた

グになるお手伝いをするのが仕事

二年前から鎌倉在住ですが、引

いで過ごしていました。行くとこ

らという思いからでした。「おし

に相談をしましたら「出来ると思

っ越す前の二十五年間は高知に住

ろは、自動車免許を取得するため

ゃべりな帽子たち」と題した初め

していました。お蔭様でこの道、

み高知が故郷と言えるくらい土佐

の教習所と図書館以外は見つから

四十三年になりました。

弁も上達し友達にもお客様にも恵

ず、本の中に逃げ込む日々でした。

です。デザイン、製作、販売まで

まれました。一口しか食べきれな

10
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頼主、高知市文化振興事業団があ

えは「フクちゃん」
。この原稿の依

は申し訳ございませんが、私の答

か？「わしじゃ！」と答えた方に

子の似合うイケメンは誰でしょう

さて、質問です。高知で一番帽

帽子を被っていたら展開もまた違

帽、もし、フクちゃんが違う形の

の学生とわかるように考案した角

治時代、大隈重信が一目で早稲田

卒業生となったと聞きました。明

とフクちゃんは早稲田大学の特別

トとなり、産みの親の横山隆一氏

らフクちゃんは早慶戦のマスコッ

を目指していきたい所存です。

ビス業と心して当たり、生涯現役

に遊び、お客様を笑顔にするサー

見｢て楽しい被って嬉しい帽子 ｣
をモットーに、無心に創作の世界

を持って頂ければ幸いです。

の一部である帽子に少しでも興味

化を強調したりします。その服飾

階級、職業、学校などを表し、文

だと思います。

る、高知市文化プラザかるぽーと
ったことだったでしょう。

最後までお目通し下さり、あり

「横山隆一記念まんが館」に住ん

がとうございました。コロナ禍に

一九五六年那覇市生まれ。鎌倉市
在住。
帽 子 作 家、 服 飾 雑 貨 デ ザ イ ナ ー。
アトリエ・マジャクジャ代表。
文化服装学院ハンディクラフト科
卒。
企業の服飾雑貨デザイナーを経て
渋谷区で独立。ＣＭ用衣裳、帽子
など制作多数。
一九九三年から二十五年間高知で
暮らし、企業からの受注発注の仕
事から個人への発信型に変え、国
内外で帽子の個展や展示即売会を
展開。

やまもと まさこ

負けずにご機嫌良くいきましょう。

では、帽子の似合う女優さんと

帽子は顔に近い分大きな役割を

でいる下駄を履いて角帽を被る男

発揮します。エラが少し張ったオ

言えばどなたでしょうか？私は迷

ディ』のオードリー扮するイライ

ードリーはクラウン（帽子の頭部

の子、フクちゃんです。角帽が早

ザは花売り娘の時には、雨に降ら

の部分）の形が角ばったカンカン

性陣はシルクハットと、職業や場

れても大丈夫そうなカンカン帽、

帽のような形が良く似合います。

所が服や帽子に連動していきます。

教育を受けレディに変身した彼女

帽子を選ぶ時、彼女のように四角

わず「オードリー・ヘップバーン」

がアスコット競馬場に現れるシー

と答えます。映画『マイフェアレ

ンでは、大きなブリム（ツバ）に

い顔の人は四角いクラウン、丸顔

稲田大学の制帽に似ていることか

ドレスと同じストライプのリボン

の人は丸いクラウンと覚えておく
と帽子を選ぶヒントになるかと思

飾りのブロードブリムハット、男

います。帽子は上手に被れば素晴
らしい変身アイテム、マイナスを
プラスに変えてくれる魔法の小道
具です。私が帽子に魅了された原
因はそこにあるのかもしれません。
私たちの身近にある服飾（衣服
時代、地域、

文化高知 No.217
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や装身具類）が流行だけでなく、
社会においての属性

−

「 ア ン テ ナ」
『桐島、
部活やめるってよ』
下尾

仁

くことにした。オーディション会
場で吉田監督は、「ちょっとゾン
ビをやってみて」と注文してきた。
あまりゾンビ映画を見たことはな
かったが、ウーウーとゾンビにな
りきってみると、吉田監督は、
「君、
ゾンビ見てるねー」と褒めてくれ
た。いや見てないですとは言わず、
僕はゾンビ役に選ばれた。帰り際
に吉田監督は、次は撮影来てね♡
と僕の事を覚えていてくれた（す
いません）
。
撮影当日は十二月、体も芯から
冷える寒い日、朝五時半に中央高
校集合、特殊メイクに二時間程か
け、十時ぐらいから屋上での撮影。
この『桐島、
部活やめるってよ』
は、学校内の誰もが認めるスター
桐島がバレーボール部を辞めると
いうニュースが校内を駆け巡った
ことにより、影響を受ける周りの
人間たちの同じ時間軸を、それぞ

れの視点で繰り返し描き進んでい
くストーリーで映画のタイトルで
もある桐島は一回も出てこないと
いう何とも不思議な青春映画であ
る。僕の出演シーンは主役の神木
隆之介さん演じる前田涼也の妄想
で、イケてる学生たちをゾンビが
次々と咬み殺すという、原作には
ない映画ならではのクライマック
スシーンであった。
お昼休憩になり携帯を見ると、
母から着信があった。折り返しか
けてみると、家の水道管が破裂し
て水がジャジャ漏れしているので
早く帰ってきて修理してと言われ
た。早く帰って修理したいのはや
まやまだが、ゾンビメイクがばっ
ちり決まっているし、いつ自分の
出番が来るかわからない。母に、
「取りあえず水道の元栓を閉めて
おいて。なるべく早く帰る」と伝
えた。
それからの撮影は水道の事が頭
から離れず、早く終わらないかな
ぁと、ずっと考えていた。屋上で
のシーンだったので日が落ちれば
撮影は出来ない。しかし撮影はぎ
りぎりまで続き、僕にとっては長
いながーい一日となった。
撮影も無事終了。メイクもきれ
いに落としてもらい、急いで家に
帰り、水道修理。ほっとため息。

二〇一二年劇場公開になった『桐
島、部活やめるってよ』は飛ぶ鳥
を落とす勢いで、この年の日本ア
カデミー賞の最優秀作品賞を含む
三冠を受賞するという快挙 パン
フレットにもばっちり写り込み、
しばらく自慢させてもらった。
あれから八年程経つが、水道管
の破裂はない。

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。

しもお ひとし

!!

真ん中が筆者

に出演話

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。
文化高知№ にて、屋久島への
ヒッチハイク旅の途中、映画『パ
ーマネント野ばら』の撮影隊に宿
毛で会い、そして自分も出演する
と書かせてもらったが、実は僕が
屋久島に到着した日、映画スタッ
フから連絡があり、僕の出演シー
ンの撮影が十日後の予定であった
が明後日になったので来れますか？
と言われた。いやいや屋久島に着
いたばかりで無理です。映画に出
られないのは残念ですが、すいま
せんと出演を断念した。
それから二年後『パーマネント
野ばら』の吉田大八監督が、また
も高知で映画を撮影することにな
り、もう僕の事など忘れているだ
ろうとオーディションを受けに行
214
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や、大きな経済格差が生む争いが
この映画の核となっている。それ
ぞ れ は 心 優 し い 人 間 で あ る の に、
社会問題を解決できず自らの生活
を守るため武力に頼るしかない現
実に対し、戦争を無くしたいと願
う平和への祈りが込められている。
出演は、ハリウッド俳優として活
躍する渡辺謙、実力派俳優の加瀬
亮、そして物語において重要な役
割を果たすソプラノ歌手を演じる
ジュリアン・ムーア。日米の豪華
キャストによる感動の人間ドラマ。

アドバイス。ドイツ生まれの彼女
の人生は決して平坦ではない。ナ
チス政権下で孤児となり、生きて
いくためにスナイパーも経験、三
度の結婚等々。それでも人生を恐
れず前を向いていくポジティブな
生き方は、見ただけで彼女に元気
をもらえること間違いなし。また、
一九八〇年代に猛威を振るったエ
イズに対する偏見や差別をなくす
ため戦う彼女の活動は、コロナ禍
の現状とも重なる部分があり、社
会に蔓延する偏見や差別をなくす
ことを人々に問いかける作品。
市民映画会では、今後も安全対
策を講じながら心に響く作品を届
けていきますので、心の栄養補給
にお越しください。

上 映 時 間
ベル・カント
ドクター・ルース
10：45
12：50
14：45
16：40
18：35
開場10：15／終了20：18

第一九一回
市民映画会
日本全国の映画館は緊急事態宣
言により休館し、映画業界も最大
の危機に直面した。
昭和二十六年の高知市立中央
公民館の発足と同時に始まった
六十九年の歴史を持つ市民映画会
も新型コロナウイルスの影響によ
り延期となった。
市 民 映 画 会 は、 こ れ ま で に も
様々な状況により存続が危ぶま
れることもあった。ともすれば消
えようとする映画文化の灯をとも
し続けたのは、高知の人々の映画
に対する強い愛着、映画会を楽し
みに参加する大勢の市民の支えが
あったからこそである。
今回、六月に予定していた上映
会の中止についても惜しむ声を多
くいただき、延期開催が決まった。
日 時 は、 九 月 二 十 四 日（ 木 ）
・
二十五日（金）
、
上映作品は『ベル・
カント とらわれのアリア』『お
しえて！ドクター・ルース』の二
作品。
『おしえて！ドクター・ルース』
米国で最も有名な九十歳のセッ
クス・セラピストであるドクター・
ル ー ス の ド キ ュ メ ン タ リ ー 映 画。
過激な性の相談にも、包み隠さず

文化高知 No.217
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『ベル・カント』
一九九六年にペルーで起きた日
本大使公邸占拠事件からヒントを
得て作られた作品。史実と異なる
部分もあるが、ペルーの貧困問題

主催

市民映画会運営委員会・高知市教育委員会・
公益財団法人高知市文化振興事業団

一般前売券1,300円 一般当日券1,500円
割引券1,000円（学生証、長寿手帳、障害者手帳など
をご持参の方は割引料金）
※障害者手帳をお持ちの方で介助が必要な場合は、介
助者１名まで割引料金。
前売券販売所
高知市文化プラザミュージアムショップ、高新プレイガイ
ド、県民文化ホール、高知県立美術館ミュージアムショップ、
金高堂書店 本店、サニーマート（とさのさと御座・高須・
神田・瀬戸・土佐道路東・六泉寺・あぞの・中万々・山手・
サニーアクシス南国・サニーアクシスいの・高岡・伊野）
お問い合わせ 高知市文化振興事業団 088-883-5071

料金

９月24日（木）・25日（金）
高知市文化プラザかるぽーと大ホール

第 191 回市民映画会

高知市立中央公民館事業

Ⓒ 2017 BC Pictures LLC All rights reserved.

（令和元年10月20日

須崎市野見）

八井田 晋

高 知 を 撮る

去年の写真
第36回写真コンテスト入賞作品

野見神社秋祭り、毎年このバスの待合所で御興渡御を見物する地元の老婦人、去年撮ってあげた写真をかざして大喜びの表情をパチリ。

定年退職すれば、人里離れた温泉
宿に逗留し、好きな本を読みふける、
というのが夢だった。ゆっくりと湯
につかり、山里の風景を眺め、美味
しい酒を飲みながら読書に時を忘れ
る。深い癒やしと読む快楽。二つ同
時に手に入れたいと願っていた。
ところが、退職と同時にコロナ禍
がピークに達した。どこにも行けな
い。祝い事も無期限延
期となって、こんなと
きに定年とは、と同僚
から同情されるはめと
なった。
さすがにしばらくは
悶々と引き籠もってい
たが、やがて奇妙な楽
しみを発見した。
実家（ゴミ屋敷化し
かけている）の整理に
通ううち、近くの川辺
に素朴な木製のベンチ
があるのを発見した。
忘れられたような人気
のない場所で、ここなら感染リスク
もなかろうと思われた。しかも木陰
にある。そばに寄ると、やさしい風
が吹き渡り、岸の低木と野草の緑が
視野の果てまで広がっていた。
腰をおろして、昼食をとりながら、
本を読んでみた。読める！ スムーズ
に、とはいかないが、けっこう読め
る。食べ終わっても読み続け、気が

アウトドア読書

つけば〝至福のひととき〟をすごし
ていた。癒やしと読書の醍醐味を同
時に味わった。
以来、
〝アウトドア読書〟にハマっ
ている。
読書にあきると散歩をする。歩き
ながらも無意識にベンチを探すよう
になった。まるで山奥に〝秘湯〟を
求め歩くように。
高知には人気のな
い小さな公園が無数
にあると、このとき
初めて気がついた。
公園には、たいがい
〝木陰のベンチ〟が
付属している。その
うち、もっとぜいた
くな〝施設〟の存在
あずまや
を知った。東屋であ
る。公園や小高い丘、
ちょっとした広場な
どに時々、置き忘れ
られたように屋根の
ついた小さな建物が
建っている。〝屋根付きベンチ〟と
言ってもいい。こういう〝施設〟に
行き当たると、知られざる〝名湯〟
を発見し、独占したような気分にな
る。
これまで全く知らなかった高知の
顔が見えてきた。コロナ禍の中でも、
楽しみは見つかるものである。
（本の虫）

風俗歳時記
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第88期高知市民の大学
県下の生涯学習のパイオニアとして今年で創設44年目を迎える「高知市民
の大学」。今期も県内外から講師を迎え、皆さんと共に様々な問題を学びます。
火曜日 総合コース
「食の安全性」2020年10月6日～2021年1月26日
金曜日 総合コース
「障がい児 ･ 者の生活を通して地域福祉のあり方を共に考える」
2020年10月2日～2021年1月22日
各コースとも全15回 18：30～20：00 かるぽーと11階中央公民館大講義室
※各回の講義テーマや講師については、高知市文化振興事業の HP や市内
文化施設等に設置の募集要項をご覧ください。
【お申し込み・お問い合わせ】
2020年9月1日（火）よりかるぽーと８階・高知市文化振興事業団で受け付け。
定 員：各コース50名（先着順）
受講料：1 コース2,800円、両コース一括4,800円
1 日だけの受講も可能 各回500円（要事前申し込み）
〒781-9529 高知市九反田 2-1
高知市文化振興事業団 TEL 088-883-5071

高知市立中央公民館事業

いきいきセカンド☆
ライフ講座
これからの生活「セカンドライフ」に役立
つ、面白くて楽しい講義です。
対象は 55 歳以上の方。
令和2年10月13日（火）〜令和3年1月13日
（水）13時半〜15時、かるぽーと11階中央
公民館大講義室で。各コース全 7 回。定
員各コース 55 人。受講料 1 コース1,000円。
▶火曜日コース…まち歩きの楽しみや高齢
者を狙った詐欺被害についてのお話など。
▶水曜日コース…快眠のコツや映画のシー
ンを見ながら「怖さ」、「面白さ」について
のお話など。

哲学好きの友人に刺激されて、昔か
じったことがある何冊かの哲学本をぱ
らぱらと読み直していて、ヒポクラテ
スという人物をすっかり忘れていた。
「無知の知」を提唱していまでは「哲
学の祖」といわれるソクラテスとほぼ
同じ時代を生きた。
この「医学の父」といわれるヒポク
ラテスの時代に医療の五大流派があっ

たという。簡単にいうと、それは自然
療法のナチュロパシー、心理療法のサ
イコパシー、同種療法といわれるホメ
オパシー、針、灸、マッサージなど整
体療法のオステオパシー、そして対症
療法、薬物療法のアロパシーといわれ
ている。
このなかで、いま西洋医療としても
っとも普及しているのが最後のアロパ

医学の五大流派

▶金曜日コース…かるぽーと周辺の歴史の

シーである。他の療法はなぜ廃れてい
ったのか。ある人にいわせると、この
アロパシーがもっとも儲かるからだと
いう。そればかりではないにしても、
一理ある。
癌にしても、いま欧米では次第に少
なくなっているのに日本では急激に増
加している。他の成人病も同じである。
あたかも医学の発達と反比例するよう
に。このアロパシー以外の療法が積極
的に試されていている欧米では、抗が
ん剤治療にしてもいまはほとんど無く
なっているようである。日本だけが旧
態依然とした治療を行っているのはな
ぜなのだろう。
飲むもの食べるもの、着るもの寝る
ものを変え、そして笑い歌い、そろそ
ろ生き方、考え方を変える時期にきて
いるのではないか。他の四つの療法に
目を向けるときではないか。安保徹氏
はさらに「腸を整える、血を綺麗にす
る」そして「温める」ことだと「免疫
革命」でいっていた。
（霖）
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風景や村上春樹の『1 Ｑ 84』についてなど。
往復はがきに住所・氏名（ふりがな）
・年齢・
電話番号・性別・希望コース（曜日）を記入
し、9月18日（金）必着で郵送。希望者多数
の場合は抽選。定員に達しない場合は翌日
から電話で受け付けます。
【お申し込み・お問い合わせ】
〒781-9529 高知市九反田 2-1
高知市文化振興事業団 TEL088-883-5071

今号の表紙
「あふれる読書欲」

池田

美穂

まだまだ暑さが続くとはいえ、暦の上
では秋。最近はあまり本を読めていない
ということもあり、今年こそは「読書の秋」
を少しでも意識したいと思いデザインし
ました。自分だけでなく、表紙を見て本
のことを意識してもらいたいとも思って
います。私も、時間を見つけて色々な本
を読みたいです。
（いけだ みほ／
国際デザイン・ビューティカレッジ２年生）
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