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会にいきました︒僕は研

たらいいなと思います︒
僕は十一月半ばに研修

研修会は︑﹁理想の図
書館とは﹂というテーマ

の量はそのサイズでは︑
結構ありました︒

パソコンが６台あり︑本

甲南の図書館に比べて２
分の３ぐらいのサイズで

灘甲戦の報告

修会に行った人の中で一
人だけ中学１年だったの

で︑８つの班に分かれて

研修会に行って
中一 黒岩 亮佑

の話です︒この話で注目

で︑軽くびっくりしまし
た︒けれども︑文化祭の

やりました︒まず初めに ︑
いくつかの意見を出しま

灘｢甲戦交流会を振り返って﹂

六月三日︑僕は初めて
すべき点は︑この話の名
前にもなっている﹁ねじ

祭りの古本市もしていた

した︒このときに︑﹁本
が多い﹂などの意見が出

一稀

灘との読書交流会に参加
しました︒初めて参加し
れの位置﹂という言葉で

のでしていたので︑そこ
までビックリしませんで

ました︒次に︑最初にで

硲

たので少し緊張しました
す︒ねじれの位置とは絶
対に交わることのない位

したが︑２回目になって
も慣れていないのがダメ

中学三年

が名だの人達が気さくな
人達だったので︑そこま

だと思いました︒場所は

た意見で最も重要だと思

た二人がジャングルジム

うものを分けました︒僕

で気負いせずに交流会を 置︑そこから考えるとこ
進めることができました ︒ の話の最後で友達になっ
さて︑ここからは交流会

啓明中学校で行くのに１
ようにしたか︑それは

からの配り物をもらいま が出ました︒最後にこの
した︒啓明中の図書館は ︑ 意見をポスターにまとめ

にそれぞれねじれの位置
合いました︒

﹁みんな﹂というのは個
人の集まりであるという

の内容について振り返っ

友達は交わらないほど長

主な内容は友達につい
てだったのですが︑他に

らの班は︑５つほど意見

く友達でいられる︑交わ
るとお互い主観的に見て

ことを表現したかったの
だと思います︒

時間程度かかりました︒

この交流会で取り上げ

しまうとも解釈できます︒ も恵美やその友達の由香
討論ではこのようにこの
が話しの途中で時々言っ

今回の交流会は全体的

最初に他の学校の図書館

た本は重松清の﹁きみの
ともだち﹂という本で︑

ていた﹁もこもこ雲﹂の

で座っていることから︑

この本は一番最初の話に
出てくる女の子︑恵美に

話はこんな風にも解釈で

て見たいと思います︒

関係する人達の友達を題

・研修会に行って

・ 灘甲戦を振り返って

塩見先生

４

３

・編集後記
・本の紹介

・委員長の一言

﹁ 長谷川 元湯 と甲 南高 校﹂

２〜３ ・国語科

目次
１
に積極的で討論しやすかっ
たのですが︑比較的に灘

年の灘高戦は灘で行われ

意味について︑またこの
本に登場する﹁みんな﹂

この本においての﹁み

るので交流会も灘で行な
われるという事になりま

きる︑この言葉にはこの
ような意味がこめられて

んな﹂というのは恵美も
含めて恵美に関わった人

す︒次回はどのような討

材とする短編集です︒こ
の本についての議論の中

達のあり方とは何かとい

達であって︑重松清さん

の方達の方がより多く意
見を言っていました︒来
うことでした︒例えば︑
ねじれの位置いうお話︑

は短編集にすることによ っ 論になるか楽しみな反面︑
て﹁みんな﹂を分けたと
僕達甲南側ももう少し積

と﹁きみ﹂についての話
も重要な議題でした︒

この話は恵美の弟︑ブン

考えられます︒なぜその

で最も重要となったのは ︑ いるという意見を交換し
本当の友達とは何か︑友

とその友達モトが友達に
なる前︑ブンが転校生だっ

極的に意見を言っていけ

たモトに反発していた時

( 2 )
表する時は人数が少なかっ 用しやすくて快適な図書

マについてポスターを書
いて︑まとめました︒発

う理想が多かったので︑
僕は甲南の図書館を︑利

て︑発表することになり 想は︑ほとんどの人が︑
ました︒僕らは５つのテー 利用しやすい図書館とい

のです︒﹃砲車﹄があま

結核で亡くなり︑師の高
浜虚子を大いに嘆かせた

た︒ところが︑昭和二十
一年︑四十歳の若さで肺

しいことが発表されてい

年の生活については﹃砲
車﹄を書いた頃ほど︑詳

になった人である︒
ところで︑この人の晩

十七年の俸給表
④昭和十六年の辞令

③昭和十六年︑

︵昭和十五年十月現在︶
②昭和十六年学園住所録

がありました︒
①就職時の自筆履歴書

の教師も大学教授レベル
の︑破格の俸給です︒

の甲南は尋常科︵中学︶

を書いています︒そこで
は﹁百円﹂でした︒戦前

述の履歴書の中に前任校
︵中学教師時代︶の俸給

度尋常科一年︵二クラス
×四時間＝八時間︶教え

④どうやら素逝は初年

ません︒実は︑この人︑
その晩年こそを旧制甲南

まり日の目があたらなかっ 高等学校の教授︵国語科 ︶ ⑤昭和十六年︑十七年の

りにも有名で︑その後の
彼の作品には昨今まであ

ていこうと思います︒

として生きた人なのです︒ 授業担当クラス
この時代のことについて︑
使用教科書

三郎ほど丁寧には扱われ

てはいません︒彼らが甲
南のＯＢであるのとは異

たのですが︑最近何人か
の人が彼の晩年︵といっ

⑥昭和十七年雑誌﹁甲南﹂ ていたようです︒ちなみ
寄稿文
に甲南は戦時中もＡ・Ｂ

ても昭和十五年〜二十一
たとえば﹃兵庫ゆかりの
年という短い期間ですが︶ 俳人たち﹄︵柿衞文庫編

なり︑長谷川素逝は教職

そこで今︑彼の教え子

組という呼び方でした︒

だった先輩方に︑出来る

⑦昭和二十一年辞職願

限り話をうかがっていま

一九九八年︶には﹁陸

⑥素逝は特に︑昭和十七

す︒もちろん皆さん︑も

の作品に興味を持ってい

年当時旧制高校三年の生

⑤当時素逝が授業に使っ 員として︑しかも５年し
ていた岩波書店の国語の か務めていないのだから

徒と親しかったらしく︑

残念ながら︑当時は物
資不足のため卒業アルバ

①は現在確認されてい

放課後に国語研究室︵現・ う八十歳ぐらいの方ばか
国語準備室︶で何人かの りです︒そこで出てくる

軍中尉という肩書きが生
徒監︵注・現在の生徒指

本に書いてあることな

る彼の履歴書としては︑

話は︑本で書かれてある
ことと全く違いました︒

ます︒例えば︑﹃現代俳
句大辞典﹄三省堂 二〇

ので︑何の疑いも感じな

当時︑怖い生徒監︵現・

教科書が︑小島孝氏︵現・ 仕方のないことではあり
神戸大学法学部名誉教授︶ ます︒

もって専ら﹃砲車﹄を語

かった私は︑長谷川素逝

もっとも新しい時代まで
書かれているもので貴重

生徒の俳句の添削をした
り︑数名の先生と生徒で

生徒指導部︶の先生がい
て︑みなさん真っ先にそ

の寄贈で残っています︒

るがそれは素逝の本意で

という俳人は︑いっぽう
でまた︑軍人上がりの教

なものだと思われます︒
②については︑最近ま

句会をしたりしていたと

の先生の名前をおっしゃ
るのですが︑それは素逝

導部部長︶の激務に就か
ムは全体で作られていま
せるなどたいへんだった ﹂ せん︒そこで素逝の写真

はないだろう︒素逝最後

師らしい︑大きな声で︑
堂々はつらつとした︑何

で︑甲南教授時代の彼の

いうことですが︑それを
忍ばせる資料です︒寄稿

ではありませんでした︒

などと紹介されています︒ はまだ見つかっていませ

の﹃定本素逝句集﹄︵一
九四七年刊︶からは﹃砲

と格好いい先生だったの

住所や家の間取りなど詳
しいことは分かっていま

究論文です︒

せんでしたが︑その住ま 文は若き日の正岡子規に
いはどうやら﹁甲南長屋﹂ ついて丁寧に書かれた研

素逝の印象を聞くと﹁大
人しい印象で︑授業は地

素逝といえば世はまず

車﹄の句がすべて外され
ている︒もとより素逝は

だろう︑と憧れました︒
そこで︑この人について

とよばれた小さな職員住

味︒思い出はあまりない﹂

〇五年︶には次のように
紹介されています︒

谷川直次郎︒日本が中国

この世を静かにやかに眺

学園では資料が残ってい
ないか︑数年前から少し

⑦昭和二十一年三月三
十一日付で︑肺結核の診

に指で書くなどとてもロ
マンチックな俳句を作っ

はさよならと梅雨の車窓

そ一世を風靡したのでし

などでこうした句は大い
に取り上げられ︑それこ

表します︒当時の俳句誌

た人ではなく戦争の犠牲

ものの淋しさが沿うてい
る︒素逝は戦争をうたっ

たとえば次のようなもの

素逝は几帳面な人で︑前

料は︑甲南学園史資料室
③は両年とも﹁百五十
に数多く残っていました︒ 円﹂と書かれています︒

料は︑貴志康一や長谷川

あります︒
残念ながらこれらの資

準語に近かった︒小説で

とか﹁痔で悩んではった﹂
とか﹁大阪弁と違って標

ん︒

と戦争をしている頃︑戦
地に砲兵として赴き︑そ

めて微笑みながら生きた
かった人である︒そのよ

ずつではありますが︑時

断書とともにひっそりと

恵介先生

前は有名です︒もう少し︑ のありさまを夏灼くる砲

俳句と言えば︑松尾芭
蕉︑正岡子規︑という名

車とともにわれこそ往け
わが馬をうづむと兵ら枯

る︒晩年の素逝の句には

野掘る胸射ぬかれし外套 うな素逝の本質は初期の
の衣を剪りて脱がすなど ︑ 頃からはっきりとしてい

宅だったようなのです︒
慎ましい生活が見えてき

塩見

知っている人なら高浜虚
子という名前も知ってい

昭和十四年にして︑いち

ました︒

国語科

ると思います︒さて︑今
回︑私がここで紹介した

長谷川素逝に関する資

間の許す限り調べること
にしました︒

ている人です︒本名は長

﹁ 長谷川元湯と甲南高校﹂

い俳句作家は長谷川素逝

自らの命の行方を知った

という人です︒みなさん︑ 早く多くの俳句にものし ︑ ようやく本来の素逝らし
ご存じですか？若い頃に ﹃砲車﹄という句集を発 さが濃く見られるが既に

ています︒興味のあるものは︑ぜひ
読んでください︒

塩見先生はの本を紹介してくださ
いました︒本の詳細は︑次に紹介し

私達は︑今回は︑国語科の塩見
先生 に原稿を依頼しました︒

この研修会に行った感

たので発言する量が多く 館に︑する為に図書委員
なったので緊張しました︒ の一員である僕も頑張っ

第81号

報
館
書
図
南
甲
平成21年2月24日

﹃チャーちゃん﹄という
のがでてきたときのその
制服は冬は紺のサージ︒ そり山分けして食べる︒
夏は白の麻︒ゲートルを
ばれたらおこられるが︑

いる︒二号線には阪神国
強しておけ︑と戦中に言 っ に帽子をかぶせて︑かく
道の市電︵チンチン電車︶ ていた︒
しておいて︑仲間でこっ

集から︑次のように詠ま
れた甲南を紹介して筆を

に編んだ﹃ふるさと﹄
︵昭和十八年︶という句

いなどが様々に描かれて

ずつ見えてくる︒そのた
びに変化していく魂の思

密や体を貸してくれてい
た人の正体などが︑少し

前﹂の停留所は使わせて
もらえない︒一つ隣駅の

し最寄りの現﹁甲南学園

トル︒神戸一中は国防色

平洋戦争末期︒近隣にあ
る灘高校は戦前からゲー

まくようになったのは太

る先生︑いろいろいた︒

叱る先生︑見て見ぬ振り
をしている先生︑笑って

それも︑先生によって︑

昭和十六年︑日本全体

﹃生徒らと五月
の朝の窓開けて ﹄

なのか︒

います︒そしてその修行
の本当の意味とは一体何

読み方が面白かったから が走っていて︑生徒は通
あだ名はチャーちゃんやっ 学に利用していた︒ただ

置きたいと思います︒

た﹂とか︒美談や武勇伝

現﹁田中﹂で降りて来な

中の甲南についても︑こ
の先輩方にうかがった︑

素逝だけではなく︑戦
ひどく叱られて
いる
生徒もいたが︒ただ︑高

で降りて走った︒ばれて

昼になると︑全校生徒 ・
教員が食堂︵現８号館跡 ︶

ストーブのある部屋に集
まっていた︒

日は︑いろんな先生方が

そんなこと言ってられ
職員室はなく︑教科の研
ないので︑﹁甲南学園前﹂ 究室しかなかった︒寒い

愉快なエピソードはたく 等科になると︑免許があ
さんあります︒たとえば ︑ れば自動車で運転してき

ふうに当時の甲南を方っ

前述の小島孝氏はこんな

持っているものもいた︒

ものだが︑良家の子弟で

た︒自動車は当時珍しい

ても良かった時代があっ

で五千円もの大金を寄付

の方針︒平生先生が当時

をした︒これは平生先生

に集まって︑一斉に食事

た︒素逝が甲南教授時代

裕介

徒らと﹂ともに窓をあけ

中山

委員長の一言
高校三年

私は︑今まで編集を主にしてき
たので感想文などを書いたこと
がありませんでした︒しかし︑

れる︑生きることを支え
てくれるような本だと思

います︒ぜひ︑何かに悩

んだと時には︑読んでみ
てください︒

私は高校一年の時に副
委員長に︑高校二年で委

員長を経験しました︒そ

の間に様々な交流会をし

ました︒交流会では多く

て自動車通学は禁止になっ れを食堂が朝の内に人数

車と衝突して生徒が亡く
なったということがあっ

クラス４０人︑男ばかり ︒ ただ︑私が入学する前
名簿の中に落第とあるの に︑阪急電車の踏切で電

ので︑学校に家から米そ
のものを持っていく︒そ

して建てた︒
戦中配給になっている

て生きていた教師でした︒ いています︒その修行と

験できとても楽しかった

か︑とてもいい経験にな
れました︒図書委員を経

ことができなかったです

の学校と関わりを持つこ

は落第生︒
尋常科
︵現・中学︶にも落第が

たということだ︒ただし ︑ 分焚いておいてくれる︒
その事故がきっかけで学
昼に行くと丼が並んでい

は︑一定の期間︑下界に
いる誰かの体を借りて過

今まで活動した時の感想をまと
めました︒ぜひ︑読んでくださ

楽しさなども感じられま

した︒今年の十一月には
古本市を開催し多くの方々

の修行をしていく様子を

やまちを侵して死んだ人
の魂が生まれ変わるため

していくと見えてくる秘

見る家族︑一見普通の平
凡な家族だが︑実際すご

です︒

に来て頂きました︒自分
描 は古本市にあまり関わる

ス単位で走る︒担任の先

本が負けるから英語を勉

生は隅で見ている︒その 〜同二十年まで︒︶
当時は︑先生を恨んだが ︑ 甲南は日本人の先生も日

い

とができとてもいい経験
になりました︑また一冊

あった︒

る︒ただどんぶり飯一杯
ぐらいは男に足りない︒

ごすというもの︒初めて

今回が私の編集する最後の読書
三昧だということで︑いくつか

授業は朝８時から︑４
時ぐらいまで︒授業が終

園側が︑阪急に申し入
れをして︑線路を高架に

欠席者の分まで用意され

私がお勧めする本は︑
﹃カラフル﹄です︒この

の本や物事にみんなで考
え意見を出し合うことの

わると︑すぐには帰れな
い︒生徒はわった後︑グ

してもらったらしい︒

ているので︑その丼の上

小説は︑前世で大きなあ

文章を書くことにしました︒ま
ず ︑私がお勧 めする本︑ そして︑

ラウンドに集合して︑学

先生︒︵昭和十四年着任

校の周りを２周して帰る ︒ ネイティブの英語の先
２㌔ぐらい︒１５分クラ 生がおられた︒ロバート

当時は︑２クラス︑１

て下さいました︒

が戦争という闇へ突っ走っ
最後までハラハラさせ
ていた時︑素逝は︑﹁生 てくれて感動も与えてく

とはかけ離れた︑なんと
も言い難いエピソードし

ますます好きになってい
くのでした︒

でも︑それが人間だなあ ︑ さいというルールだった ︒ の帽子を被っていた︒
もっと紹介したいところ
とも思うのです︒素逝が 遅刻しそうになると︑
教官研究室は教科ごと︒ ですが︑紙面がつきまし

か集められないのです︒

平成21年2月24日

報
館
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今になったら︑感謝して

( 3 )

出版者
分類

書名
著者名

理論社
Ｙ もり

カラフル
森絵都

﹁編集後記﹂

今回の読書三

昧はいかがだっ
たでしょうか︑
年度末ぎりぎり

の発行でしたが
なんとか発行で

きました︑今ま
で多くの活動に

参加して多くの
方々に支えられ

てきたのだな︑
と感じます︒今

までありがとう
ございました︒

これからも図
書委員をよろし

くお 願い し ます ︒
︵図書委員一同︶

( 4 )
第81号

報
図

書

﹃ホームレス中学生﹄
中学 二年 萩原

一貴

この作品は︑麒麟の田村さんが貧乏な
中学生生活をしていたときの話です︒中
学二年の一学期の終業式の後︑家に帰っ
てきたら︑家具に﹁差し押さえ﹂と書か
れたテープがクロスに貼られていて︑そ
れにびっくりしていると︑お父さんが戻っ
てきた︒すると突然﹁解散！﹂と言い残
しどこかへ行ってしまった︒そして︑い
きなり変な人生をおくるというストーリー
です︒
その後︑変わった形のした遊具のある
公園で何日も生活したり︑マラソン大会
で優勝すると直後に緑色の鼻水が出てし
まい︑みんなから引かれたり⁝︒という
様々な出来事がたくさんあります︒

田村裕

おもしろいストーリーなので︑ぜひ読
んでみてください︒
著者名
ワニブックス
Ｙ たむ

た古本市の様子をお知らせいたします︒

次回の読書三昧では︑２００９年に行っ

お知らせ

出版者
分類

南

館
甲
平成21年2月24日

コンダクター
高校三年

箱川

義樹

この 本は ﹁心 霊探 偵八 雲﹂ でお 馴染 みの 神永 学の 最新作 ︒そ して ︑こ
の 作品 は﹁ 心霊 探偵 八雲 ﹂の よう な﹃ 現実 味を帯 びて いな い現 実の よう

な 物語 ﹄で はな く︑ ﹃現 実感 溢れ るサ スペ ンスで あり ︑ど こか 現実 味に
欠 ける ﹄と でも いい まし ょう か︒ とに かく ︑今ま での 作品 とは まっ たく
違 った 感覚 が味 わえ ます ︒

さて ︑タ イト ルに もな って いる ﹁コ ンダ クター ﹂︒ あま り聞 きな れな い単 語の よう な気 がし
ま す︒ コン ダク ター とは ︑俗 に言 う﹁ 指揮 者﹂が 主な 意味 で︑ これ には もう ひと つの 意味 があ

り ます ︒
それ は﹁ 案内 人﹂ とい う意 味︒ この 本で 紡がれ る物 語は 主に 音大 が舞 台で ︑あ る日 ︑変 死体

が 一ア パー トで 発見 され る︒ そこ から すべ てが始 まっ てい く⁝ ︒そ れと は別 に展 開さ れて いく
音 大生 の日 常⁝ しか し︑ 時を 同じ くし て日 常が歪 み︑ 捻じ 曲が って いく ⁝︒

すべ ての 始ま りは ある 音大 生の ﹁夢 ﹂か ら始ま りま す︒ それ はた だの 夢の はず なの に︑
夢 でな い感 覚︑ 強く 鮮明 に覚 えて いて 忘れ られな い︑ そう いっ た夢 ︒た ぶん 皆さ んに も一 度く

ら いは 経験 があ るの では ？︑ と話 がそ れま したね ︑失 敬失 敬︒ そし て︑ そこ から 数々 の登 場人
物 が出 てき ます ︒警 察や 同級 生や いろ いろ と出て きま す︒ この 本だ けで ︑多 くの 人間 模様 を見

角川書店
Ｙ かみ １

コンダクター
神永 学

る こと もで きる でし ょう ︒誰 が殺 し︑ 誰が だまし ︑誰 が欺 き︑ 何が 真実 で何 が偽 りな のか ⁝︒

そ して そ､ れぞ れが 疑心 暗鬼 に陥 って いく ︒果 たし て真 実は いっ た
い 何で どこ へ行 くの か？ そし てコ ンダ クタ ーは誰 なの か？ 謎解 き
し なが ら読 み進 めて いく とな お面 白さ が増 すと思 いま す︒ 最後 ま
で 読ま ない と真 実は 見え ませ ん︒ 最後 まで 読みた くな る独 特の 面

白 さが あり ます ︒
また ︑普 通︑ 登場 人物 たち の視 点に 立ち ながら 読む のが 読書 の

定 石です が︑ この 本は 登場 人物 たち の視 点に 立っ ては ﹃い けな い﹄
作 品で した ︒物 語が 進む につ れ︑ それ ぞれ の思惑 や感 情が 交差 して
書名
い き︑ より 深く へと 誘わ れて いく にも かか わらず ︑別 のと ころ でだ
著者名
ん だん と現 実に 引き 戻さ れる 感じ がし ます そ｡ うい った 独特 の感 覚
出版社
を 一度 でも 味わ うと より 深み には まっ てい きます ︒そ こも また 面白
分類
い とこ ろで す︒

