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対面リーディング通信 2015年
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今年もよろしくお願いします

○活動中のボランティア向け勉強会をおこないます○

今号に掲載の「誌上勉強会 対面リーディングの実際８」を題材に、勉強会を行います。

※講習会ではありませんので、ご注意ください。

日時 ３月１３日（金） 13時～1６時（全1回）

対象 現在当館で対面リーディングをしていただいている方

定員 10人

受講料 無料

申込 ２月２８日（土）までにお願いします。

サービス部（電話06-6441-0039）対面担当（谷口、木田、福田）まで。

ご参加をお待ちしております。

今月号の主な内容

対面リーディング難所物語 漫画の音訳・点訳が脚光を浴びる年！ 二村 晃 ２

私のふるさと 原田 朋子 ３

誌上勉強会 対面リーディングの実際 ８ 木村 謹治 ４

寄り道・回り道 おでん 万ん卯本店 木村 謹治 ８

人と人生 小泉八雲 望月 明 ９
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対面リーディングの難所物語 〈ＣⅢⅩ〉

80．漫画の音訳・点訳が脚光を浴びる年！

二村 晃
ふ た む ら あきら

130

新年おめでとうございます。難所物語もど

うやら130回、22回目のお正月を迎えまし

た。めでたい初雪の積もる年の始めでしたが、

林曠子先生から素晴らしい贈物を頂きました。

グループＮｂｕｎ制作の２枚のデージー図

書です。ゴルゴ13第２巻･1969年４月作

品『白夜は愛のうめき』と、第115巻・19

96年１月作品『沖縄シンドローム』の珠玉

２篇。正月早々、ゴルゴ13に会えるなんて、

大感激でした。

昨年暮の総選挙で、大勝利を博した自民党

が沖縄小選挙区では全滅。一人も当選できず

問題になった直後だけに、沖縄独立をテーマ

にした『沖縄シンドローム』は、時宜を得た

作品と申せましょう。まずはこの音訳作品に、

耳を通してみました。

今回のゴルゴは、単なる狙撃者としての役

割だけでなく、独立を企図した自衛隊反乱軍

鎮圧の大仕事を引受けます。しかも、自衛隊

兵士の生命をできるだけ損傷しないようにと

いう条件つきなのです。一体、誰がそんな依

頼を！

実は日本の政府首脳も、ワシントンのホワ

イトハウスも、ゴルゴに解決を依頼しようと

試みるのですが、ゴルゴには先約があると断

わられます。アメリカ大統領の依頼さえ拒絶

したゴルゴ。真の依頼者は、スイスに陰棲し

ている琉球王の末裔でした。彼は今も王家に

伝わる骨董品を呈示して、ゴルゴに協力を仰

ぎます。併せて沖縄を踏み台にして、私腹を

肥やそうとする財閥の粛清も。琉球王は、王

家一族で自衛隊幹部の伊波一尉から反乱軍に

よる独立計画の実行についての報告を受け、

沖縄人民のためにならないと判断、ゴルゴに

解決を委ねたのです。

音訳作品は試作品として、コマ番号を入れ

ずに読まれています。とてものびのびとした

感じで、ギクシャクしたところがなく、コマ

番号を外して読むメリットを堪能しました。

反面、スラスラと流暢に読まれて、やや迫力

に乏しい気がしましたがね。

数日後、手直しされた修正作品が送られて

来ました。誤読は些細な部分なので、私には

どこを直したのかわかりませんでしたが、ペ

ージをめくる度に、鋭い効果音が入っている

のです。これが、緊迫感を盛り上げて、迫力

がグンと増した作品になっているのでした。

目でゴルゴを読んでいた頃、ページをめくる

度に味わったあの期待感が、効果音のお蔭で

蘇ったのです。どんな絵が現われるか？ ど

んな展開が待っているか？ 劇画ならではの

魅力をしっかりと再現して頂きました。効果

音を入れた音訳者Nさんの新工夫に乾杯！

コマ番号を読み込むのが苦手な方は、ぜひこ

の手法を参考にして下さいね。

正月松の内に、点字毎日の澤田記者から取

材の電話がありました。視覚障害者のための

点訳・音訳漫画の特集を計画しているとのこ

とでした。漫画が脚光を浴びる年なのです。

ゴルゴ13の音訳に実績のある大阪のＮｂ

ｕｎ漫画チームと、岩井和彦所長の遺志を継

ぐ堺の漫画チームの皆さんがスクラムを組ん

で、漫画の領域をどんどん拡げていってほし

いものです。大いに期待しています。

〈この項つづく〉
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私のふるさと 職員紹介

わたしのふるさと

製作部 マルチメディアデイジー 原田 朋子
は ら だ と も こ

子どもの頃の私は、友達が夏休みや冬休み

ごとに「いなか帰るねん」と言っているのを

聞くたびに「いなかってなにかしら？」と思

っているような子どもでした。

「いなかってなに？」

「普通おばあちゃんのいると

ころ」と、友達に教えてもら

いました。

「うちに、おばあちゃんいるねん」

「え～、寝屋川がいなかなん？」

「寝屋川は都会と、ちがったっけ？」

「わからん」

そんな当時の会話を思い出しました。

私は生まれこそ大阪市内の病院でしたが、

いなかのようなそうでないような微妙な寝屋

川で育ちました。私のふるさとは寝屋川です。

寝屋川は大阪府の北河内地域にあります。

私の家から最寄りの駅は、京阪電車「寝屋川

市駅」です。京阪淀屋橋駅から電車で20分、

京都の祇園四条駅まで40分と、特急以外は

何でも止まる、そこそこ便利なところです。

おでかけ帰り「帰ってきました。」とほっ

とするのは、見慣れた京阪線にたどりついた

時です。

子どもの頃の都市伝説に、京阪電車は「阪

神電車」や「阪急電車」を真似しているとい

うのがありました。確かに「香里園」と「香

枦園」、「石屋川」と「寝屋川」などいくつ

か似ている駅があります。本当かどうかわか

りませんが、「香里園」を「甲子園」のよう

にする計画があったそうです。甲子園球場の

ようなグランド設備を整えて、最寄りに駅も

造るはずだったらしいです。途中で計画中止

になったので「寝屋川市」と「香里園」の駅

の間は、今もやけに広く空いているとのこと

です。

「寝屋川市」駅から、駅前の商店街を抜け

て我が家へ向かいます。この商店街は、クリ

スマスもお正月も、のぼりは真っ赤な「ねや

川戎大祭」です。戎さんのお祭りは駅近くの

「住吉神社」で行われます。毎年混んでいる

と思っていたら、なんと10万人集まるそう

です。ただお祭りの日にちは、1月9・10・

11日なので、12月初旬にのぼりでいっぱい

の商店街を通ると「早すぎ」と毎年思います。

歩き進めると、通っていた保育所が見えて

きます。ここには、ブランコの着地に失敗し

て、戻ってきたブランコに頭をぶつけ、振り

子のように何度も戻ってくるから、横によけ

るまで頭を打ち続けて痛かったなとか、マン

ホールのふたの上ですべって顎を打って、割

れた顎を２針縫ったなとか、・・あふれんば

かりの痛い思い出がいっぱいです。

保育所でお迎えが遅くなると、時々先生が

ジャージのポケットからお菓子を出してくれ

ました。ポケットの中でしんなりしたあられ

は、醤油味です。

竹の子拾いもよくしていました。近くの竹

林で宅地開発をしていたので、竹の子は堀ら

ずに好きなだけ拾っていいものでした。

寝屋川の名所、旧跡をご紹介すべきところ、

ついつい町のそこら中にある私の思い出を記

しました。これからも、発展したり、変わら

なかったりするふるさと寝屋川を、楽しみた

いと思います。
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誌上勉強会 木村 謹治
き む ら き ん じ

対面リーディングの実際 ８

－ 説明上手と説明下手 －

対面リーディングの基本は書かれている文字を正確に読み、利用者に伝える事です。書かれ

ている内容を解説したり評価するものではありません。

しかし、例外があります。図や写真は文字で書かれたものとは異なり、読み手が咀嚼し説明

しなければ利用者に伝わりません。

今回は趣向を変え、社会人向けに書かれた『説明下手の原因と改善方法』と『説明がうまい

人は知らず知らずに実践している』という２つのテーマを参考に、対面リーディングと比較検

討しながら勉強していきたいと思います。

シチュエーションは違っていても参考になるところは大いにあります。

説明下手の原因と改善方法

物事を説明するのを得意という人はあまり

いないかもしれません。また自分で説明下手

と気付いていない人もいるかもしれませんね。

説明が下手になる原因と改善方法をまとめて

みました。自分のことを説明上手と思ってい

る人も、一度読んでみて、説明下手に当ては

まらないか確認してみると良いかもしれませ

ん。

正確に物事を伝えたいと思って、情報を一

つ残らず話し、説明しようとしてしまう

情報を一つに絞りましょう。情報をちりばめ

てしまうと何が大事なことなのかわからなく

なってしまいます。

◇ ◇

図書の中に出てくる図や写真は本文を補完

するためのものが多いです。描かれているも

のをすべて説明しようと思うと、時間ばかり

浪費して文章の流れを阻害したり、脇道にそ

れてしまうことがあります。

何が必要か利用者に尋ねるのが一番でしょ

うが、利用者も読んでもらわなくては判断が

つきません。対面リーディングの難しさはこ

こにもあります。

本文を勘案して、できるだけ簡潔に説明す

るように心掛けましょう。

ものごとを正確に理解しようという意識が

弱い

自分が理解していない物は相手に伝えること

が出来ません。情報をインプットする時点で

説明下手は決まってしまいます。

◇ ◇

参りましたね。対面リー

ディングでは興味の有る本

ばかりを読むとは限りませ

ん。また、文頭から読むわ

けでもありません。担当す

るのは図書の中の一部分で

あり、途中から読む場合も多いです。理解し

ようにも、限度がありますね。

それでも対面リーディングでは読まなくて

はなりません。

ものごとを理解するには、普段から新聞や
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テレビ、雑誌や図書を通じて、興味あるもの

以外にも目を通す習慣をつけるのも一つの方

法です。『知は喜び、智は力』。知らなかっ
し る ち

たことを知るのも楽しみに通じます。

プライドが高い人は説明が下手

自分に都合の良いように物事を理解し、都合

の良いように人に話すことで正しい情報では

なくなってしまい伝わらなくなってしまいま

す。偏見やこだわりを持たずに『素直にな

る』ことが大事です。

◇ ◇

プライド云々という言葉は別として、思い

込みが強いとうまく伝わらない場合がありま

す。ある方法で通じなければ、切り口を変え

て、別の方法で説明する心のゆとりが必要で

す。

旅で経験したことですが、外に出ようと思

ってドアを押すと開かない。急いでいたので

ガチャガチャと何度も押したのですが、開き

ません。ところが引いてみると、あっさり開

きました。

また、こんな経験もしまし

た。今では滅多に見られない

蛇腹式のエレベータです。物

珍しさもあって、さして用も

ないのに乗ったのはいいので

すが、目的の階についてもドアが開きません。

閉じ込められたと思い焦ったのですが、乗る

時に手で開けたことを想い出し、事なきを得

ました。

エレベーターは自動で開くという思い込み

がパニックに誘導したのです。説明も同じ言

葉を繰り返すのではなく、伝わらなければ別

の言葉や方法を考えてみましょう。

説明しないといけないことを省略して、説

明しなくてもいい部分を細かく話すという

ような技術的な面が問題

その説明を聞いて、イメージが頭に浮かべら

れるかで決まってくると思う。

例えば、

・これは掛け時計です。枠は茶色で横長の長

方形です。文字盤は白で数字は赤です

・これは時計です。数字は赤で、枠は茶色で

す。長方形で文字盤は白です

どっちがイメージできるかということ

◇ ◇

後の説明では掛け時計であることや横長で

あるという事は伝わりませんね。ちょっとし

た工夫が大事ですね。

主語を抜いて話す

誰が何をしたは基本です。英語は基本主語＋

動詞です。

◇ ◇

主語を省くのは日本語の特徴とも言えます。

でも、説明する時は省かない方がうまく伝わ

ります。

声が小さい

自信のなさの現れなのか？？？話に集中でき

なくなります。

◇ ◇

狭い部屋でがなり立てるの

は問題外ですが、ある程度の

声の大きさは必要です。

「あのー」「えっとー」「あ」口癖が気になる

本当に気になります。無意識なので一度自分

の説明を録音してショックを受けるのが一番

の改善方法だと思います。

◇ ◇

自分の癖は他人から指摘されるまで分から

ないものです。癖も個性ですから一概に悪い

とは言えません。が、気になる癖もあります

ね。録音して自覚するのもおもしろいですね。

簡潔で分かりやすい方法はよく言われるよ

うに５Ｗ２Ｈ

余計な説明は不要。これだけで情報は伝わる。

◇ ◇

よく言われることですが、対面リーディン

グではどうでしょうかね。ここまで厳密に説
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明する必要度は少ないと思いますが、基本で

すね。

常に誰（何）が、どうした？のかだけ、説

明の最初に言って下さい

細かい説明はこの後にするだけ。

◇ ◇

回りくどい説明は、何を言っているのか分

かりづらいところがあります。日本語の表現

方法として「婉曲に話す」ことが日常的にあ

ります。また趣旨や経過を説明した後に結論

を話したりします。

対面の場合は、伝えたい内容を最初に言う

方がうまく伝わる場合が多いです。

結論を意識して話す

結論を導く為に必要な情報だけを伝えるよう

にする為です。余談は無しです。

◇ ◇

雑談としては尾ひれをつけた話はおもしろ

いですが、対面リーディングでは何が書かれ

ているか端的に伝える事が必要です。

句点「。」ですっきりと。これなら誰でも出

来ます。

ひとつの文章を短くしたほうが、聞き手には

わかりやすくなります。

◇ ◇

書かれた文章では何度も読み返すことがで

きますが、会話文では文章が長くなると理解

の妨げになります。

ポイントは、3つだけ伝える

その一つ一つも簡略にする必要があります。

詳細は気になれば相手から聞いてきます。

◇ ◇

3つに限定する必要はないですが、簡潔に

説明するのが望ましいです。

説明がうまい人は、知らず知らずに実践している

結論から先に話す！

説明する際の鉄則中の鉄則！これができない

と『で？』って言われて終了。

◇ ◇

上述しました通り、結論は最初に。説明は

その後でする方が理解しやすい場合が多いで

す。

来た球をそのまま打つこと

質問には問われている事に対して応える事。

だめなパターン代表例は １：説明過剰

２：後手後手の説明で流される ３：くいち

がい

◇ ◇

説明上手は聞き上手にも通じます。利用者

が何を欲しているのか等、うまく聞き取るこ

とができる人は、説明も上手です。

『先ほどの図の説明の○○が分かりません。

もう一度説明して下さい』など利用者からの

要望があります。最初から説明し直すのでは

なく聞かれた部分に対して説明をする。そし

て、利用者が理解できなかったので別の言

葉・方法で説明するなどの配慮が必要です。

説明は知識披露大会ではない！

相手の立場にたって、どんな情報を欲してい

るのかを考えてから話すと良いですね。

◇ ◇

対面リーディングもまさに

この通りです。本文はもちろ

ん、あくまでも掲載されてい

る図や写真の情報を伝えるの

が役割です。ただ、図や写真は文章ではない

ので、読み手の感じたことや知識が反映され

るのは致し方ないところですが、最小限が望

ましいです。
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説明する物事を理解しておく事

自分が理解してないのに相手に理解させるな

んて魔法です。

◇ ◇

下読みのできない対面リーディングでは難

しいですね。日頃から様々な事に興味を持つ

ことでしょうか？

ラベルをつける

説明が指示語だらけだと、何が何を差してい

るか何のこっちゃかわからなくなります。そ

うならないように例えばA、B、Cでも良い

ので物事に対する自分なりのラベルをつけて

説明しましょう！

◇ ◇

話す内容をまとめる過程でラベルをつける

ことは可能ですが、いきなり読み始める対面

リーディングでは難しいですね。この方法は、

自分の意見を話される時の参考に取っておき

ましょう。

肯定した説明がわかりやすい

AとBの選択肢があったときに「Aを選択し

よう（肯定）」。「Bは選択しないようにしよ

う（否定）」。意味はどっちも「Aを選択す

る」。どっちがわかりやすいかという話。

◇ ◇

スッキリとした説明の方が分かりやすいで

すね。否定の否定は通じにくいものです。

重要ポイントを強調する

「『実はこれが大事なんです。』超単純だけ

ど、やるのとやらないのでは大違い。」

◇ ◇

図表を見ていると、太文字であったり、色

が他とは違っていたり、絵が大きく描かれて

いたり、強調したいところが他と違った表現

になっている場合があります。

『ここが大事です』と断言することはでき

ないですが、太文字で書かれていますなど特

徴を伝えるのも大事ですね。

できるだけ具体化して話す

抽象的な話は記憶に残りにくい！その為にも

日頃から「具体的に言うと、、、、」を口癖に

しましょう。具体的に言わなければならない

状況をつくります。

◇ ◇

口癖は相手に不快感を与える場合がありま

す。実際には「具体的に言うと、、、、」とい

う言葉はいらないでしょうが、心の中で叫ぶ

ようにして、曖昧な言い方を避けるのがいい

でしょう。

例え話を用いて話す

「クリープのないコーヒーなんて、星のない

夜空のようなもの」というフレーズがありま

した。Ａが聞き手にとって馴染みのない情報

の時に、Ｂというよく知っている話をたとえ

に使うことで、話を分かりやすくしているわ

けです。難しい話をする際には、例え話は非

常に有効な手段です。

◇ ◇

あくまでも、例え話は相

手が知っている話題でない

と意味がありません。『クリ

ープのない‥‥』は今の若

者のほとんどは知らないの

ではないでしょうか。

相手に合わす事は対面リーディングの一番

大事な要素ですが、ここでも重要ですね。

利用者が知っている例え話を駆使するなら

うまく伝わることでしょう。

いかがでしたか。今回は具体的な読み方でなく、一般的に言われている話し方を通じて、対

面リーディングの実際を検討してみました。具体的な例のない一般論となってしまいましたが、

対面リーディングを考える上で示唆に富む話も多かったと思います。
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寄り道・回り道 レポーター：木村 謹治
き む ら き ん じ

おでん 万ん卯 本店
ま ん う

【所在地】 大阪市北区堂島1丁目2-32トヨタビル1階

【電話番号】 06-6341-5555

【行き方】 ＪＲ東西線 北新地駅 徒歩１０分

【営業時間】 11:30～ 13:15（土曜はランチなし） 17:00～ 22:00
【定休日】 日曜日・祝日

【URL】 http://www.kagaman.co.jp/manu/

ANAクラウンプラザホテルの東隣、新ダ

イビル（建築中：高層ビルなので目印になり

ます）を北に少し歩いた所にあります。行く

道には美味しそうなランチの看板があり迷っ

てしまったのですが、本日は「万ん卯」に決

めました。

店はビルの１階なの

ですが、奥まっている

ので分かりづらく、ま

た、とても高級感が漂

っているので戸を開け

るのも少し勇気がいり

ます。

ネットで調べると

「ミシュラン☆(ひとつ星)」の店だそうです。

本来はおでんの店ですが、食べるのには

躊 躇します。 懐 に自信のない方は間違っ
ちゆうちよ ふところ

ても夜は行かないように！ ちなみに夜のお

でんコースは12,000円（税・サービス料

別）だそうです。

戸を開けてすぐに右を見るとカウンターが

見えます。無垢の白木のカウンター10席と

テーブル１２席程度のこぢんまりした店です。

メニューは赤どりの親子丼と和牛の他人丼

の２つのみ。どちらも税込みで1,100円で

す。他人丼は、Ａ5ランクの和牛の切り落と

しを使用しているそうです。

僕が選んだのは親子丼。カウンター席から

は作っているところを見ることができます。

きりっと割烹着を着た若い料理人が丁寧に

作っています。丼用の小鍋に

出汁を入れ、玉ねぎ、椎茸、

鶏を煮込み、予め準備してあ

る溶き卵をゆっくり入れつつ

丁寧に混ぜて行きます。時間

がかかる分、期待が膨らんで

いきます。

ネギもたっぷりかかった親子丼が出来上が

り。仕上げは青海苔。蓋をしてでて来ます。

玉子はトロトロふわふわ。とろ〜りと玉子の

半熟具合と出汁が混

ざり合い、柔らかな

食感でとても美味か

ったです。

高級感のある和食

料理屋の雰囲気と丁

寧な接客応対は流石ミシュランの☆持ちです

ね。

丼以外に小鉢と赤出し、漬物がつきます。

小鉢は卯の花でした。原了郭の七味と山椒も
はらりようかく

用意されています。

http://www.kagaman.co.jp/manu/
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人と人生

文学者 小泉 八雲
こ い ず み や く も

対面リーディング・ボランティア 望月 明
も ち づ き あきら

1850年（江戸・嘉永３）6月27日生ま

れ、1904年（明治37）9月26日死去（満

54歳）

◆日本文化に深い愛情と理解を示した「日本

紹介者」の一人

＊ギリシャ出身のイギリス人。新聞記者、紀

行文作家、随筆家、小説家、日本研究家、

日本民俗学者。出生名は、パトリック・

ラフカディオ・ハーン。（以下「ハーン」

と表示）。

＊1896年（明治29）に日本国籍を取得し

て‘小泉八雲’と名乗る。

＊ドナルド・キーン（米の日本文学者、日本

学者）、イザベラ・バード（英女性旅行家、

作家）、アーネスト・フェノロサ（米東洋

美術史家、哲学者）、ヴェンセスラウ・

デ・モラエス（ポルトガルの軍人、外交

官、文筆家）、ブルーノ・タウト（独建築

家、都市計画家）、アンドレ・マルロー

（仏作家、冒険家、政治家）などと並び、

著名な日本・日本文化紹介者の一人であ

り、彼が遺した数々の文献は、日本人に

とっても、祖国の文化を顧みる際の重要

な縁（ヨスガ）となっている。

＊16歳の時、飛んできたロープが左目にあ

たり左眼を失明して独眼となって以降、

晩年に至るまで、写真を撮られる時は、

必ず顔の右側のみをカメラに向けるかう

つむくかして、失明した左眼が決して写

らないようにポーズを取っていた。

◆ハーンが日本にきた理由

＊アメリカのニューオリンズで開かれた万博

で、ハーンは日本館で足を止めた。ここ

で、彼は東洋の神秘に興味を持ったよう

である。以来「古事記（翻訳物）」を読み、

次第に日本に傾注してゆく。

＊日本文化に深い愛情と理解を示し、来日後、

松江・熊本・神戸・東京と居を移しながら、

日本の英語教育の最先端で尽力し、欧米に

日本文化を紹介する著書を数多く遺した。

日本では『雨月物語』『今昔物語』などに

題材を採った再話文学で知られる。

［注］再話とは、昔話・伝説などを、言い

伝えられたままではなく、現代的な表現

の話に作り上げること。

◆ハーンと松江の出会い

＊1890年、アメリカの出版社の通信員とし

て来日。その後、知人のツテを頼って職探

しをし、運良く松江の中学校の外国語の教

師職が見つかる。これが、ハーンと松江の

出会い。もしこれがなければ、八雲の随筆

もなく、また松江の歴史も変わっていたこ

とであろう。松江に到着したハーンは、翌

朝、お米をつく杵の音で目を覚ました。川

向こうの寺で鐘が鳴り、物売りで朝から賑

わう町、その松江の光景に心を打たれたハ

ーンは、松江を「神々の国の首都」と呼ぶ。

八雲にとって、読みふけった「古事記」そ

のままの松江が、いかに新鮮に写ったかを

物語っている。
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＊こうして、最初の居住地松江の風物・心情

が大変気に入り、松江の氏族の娘と結婚し、

武家屋敷に住んだ。しかし、日本びいきの

ハーンも閉口したことがあった。冬の寒さ

と大雪だ。そのため、彼は1年3カ月で松

江を去り、熊本第五高等中学校へ転任。熊

本で3年間暮らし英語教師を務めた。189

6年（明治29）日本に帰化し、‘小泉八

雲’と名乗った。

＊八雲が赴任していた当時の熊本は、西南戦

争の後、戦争の焼け跡から復興し、急速に

西洋化されつつあった殺風景な町だったが、

質実剛健で、感情をあまり表に表そうとし

ない熊本人魂や、路地裏の地蔵祭りなど伝

統的な風俗とか、飾らない行商人との会話

などに特に興味を抱いていたといわれる。

その後、八雲は勤務先を神戸のクロニクル

社、上京して東京帝国大学で英文学の講師、

さらに早稲田大学と変えている。

＊小泉八雲は、日本文化の基層を成すものは

「神道」と考えた。そして、神道を「祖

先崇拝」の宗教と捉え、祖先崇拝とは死

者崇拝とみた。ここで最も基本的な感情

は、死者に対する感謝の感情だ。この死

者に対する感謝の感情は、日本の庶民の

中にはまだ根強く残っていて、それが極

めて美しい道徳を形成していることを驚

きの目で見つめた。日本の伝統的な精神

や文化に興味を持った八雲は、明治以来

のいかなる日本人より、はるかに深く日

本の思想の意味を理解していた。

◆小泉セツとの出会い

＊肺炎にかかったハーンを、旧松江藩士・小

泉湊の次女‘小泉セツ’が身の回りの世話

をすることになった。単語帳を作り、必死

で英語を覚えようとするセツのひたむきな

姿と、セツが唄ういろいろな民謡を聞いた

り、一緒に市内を散策するようになり、ハ

ーンはセツに心を奪われ始めたことに気づ

く。そして、結婚を申し込む。

＊1896年２月、念願の帰化が認められ‘小

泉八雲’と改名。八雲と言う名は、セツ

の親戚がつけたと言われる。こよなく出

雲を愛したハーンにとって、「古事記」に

出てくる最初の和歌「八雲立つ 出雲八重

垣 妻ごみに 八重垣作る その八重垣を」

から取った名前は最高ではなかっただろ

うか。

この歌は、古事記に記載されている日本

最古の和歌といわれている。

＊「八雲立つ」は出雲の枕詞。和歌の意味

「雲が何重にも立ちのぼり、雲が湧き出

るという名の出雲の国に、八重垣を巡ら

すように雲が立ちのぼる。妻を守るため

に、自分は宮殿に何重もの垣を作ったけ

れど、ちょうどその八重垣を巡らしたよ

うだ。」

◆1904年（明治37）に狭心症で死去。満

54歳で没。

彼が松江時代に居住していた住居は、19

40年（昭和15）に、国の史跡に指定され

ている。

お断り：以上の内容はインターネット上の

「Wikipedia」「現代版適塾 歴史くら

ぶ」「梅原猛 百人一語」「YAHOO Jap

an知恵袋」等々からの諸情報を抜粋要約

したものです。

年が明けて早1ヶ月。大寒を過ぎ1年
で最も寒い時期ですね。今年は暖冬との
予報はどうなったのでしょうか…？
ともあれ、春が待ち遠しい毎日です。

皆様風邪など引かれませんよう、どうぞ
ご自愛下さい。（F）

日本ライトハウス 情報文化センター

550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2

06-6441-0015（代表）

06-6441-0039（サービス部）


