
大連の旧大山通




私の父母は1925（大正14）年から大連に住み、私より6歳上の兄が

小学校へ入学する前年の1934（昭和9）年に郷里の金沢へ戻った。当時

の大連での生活などの詳しいことを、父母の生前に聞いておかなかった

のが悔やまれる（兄は小学校3年生のときに金沢で死亡した）。私は

1935年に金沢で生まれ、大連へ行ったのは終戦の前年（国民学校3年

生）、父を亡くして、母と桃源台の祖父の家に住むことになったためで

ある。


父が大連から金沢の親戚へ宛てた絵はがきを、先日、母のアルバムの

間に見つけた。引き揚げ後、その親戚から父の形見にと、貰っていたも

のである。その絵はがきは1928（昭和3）年の消印で、モノクロの写真

が印刷されている。写真の上部には、英和両文で説明が入っている。和

文は右から左への横書きで、「（大連）大商店、会社、銀行、の聯比せ

る大連大山通」とある。聯比ということばは『広辞苑』にも見当たらな

いが、「つらなり並ぶ」の意であろう。反対の面の隅には、下部が開い

ていて中に文字を図案化したようなもののある二重の丸の上に、ハトが

羽を拡げて立っている商標が、薄いピンク色で印刷されている。これで、

大連のどこの会社の製品か、お分かりになる方がおられるだろうか。


私は、その絵はがきの風景を、来たる第9回美嶺展に出すための淡彩

水彩画の一つの題材にしようと思い立った。ここに使用した挿絵は、そ
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の6号サイズの水彩画がデッサン段階まで出来上がったところを写真に

撮ったものである。私が奥津国道著『水彩画プロの裏ワザ』などから学

んだ淡彩水彩画の描き方では、陰は主に着彩のときに描き込む。そのた

め、このデッサンにはほとんど陰がなく、立体感に乏しい。しかし、こ

れにもそれなりの面白さがあろうかと思い、あえて挿絵に使うことにし

た。絵はがきは画用紙に比べて、より横長なので、私の絵は、絵はがき

の写真の左右を少しずつカットして再現したものになっている。


私の大連在住期間は約2年半しかなかく、それも戦争末期から敗戦後

という時期だったので、大山通を歩いたこともなく、どこにあったのか

も知らなかった。富永孝子著『大連・空白の六百日』（新評論、1986）

に付いていたものと思われる地図（いつからか、『嶺前名簿』に挟んで

手近の書棚に置いている）や、井上ひさし・こまつ座著『井上ひさしの

大連』（小学館、2002）の中の地図で調べて、大山通が大広場にある

横浜正金銀行大連支店（現・中国銀行大連市分行）の向かって左から北

西、露西亜町波止場の方へ延びている道だと知った。遠方に小高い山が

見えるのは南山であろうか。そうだとすると、写真は大広場に遠い方か

ら大広場に向かって撮ったことになる。（私は最初、山が見えるのは郊

外の方と思い込み、写真は大広場側から撮ったものと想像していた。）


ここまで理解して、『井上ひさしの大連』の28、29ページにある「大

連ヤマトホテルの屋上から大広場を臨む」という写真を見ると、そこに

も、挿絵の向かって左側に並ぶ建物のいくつかと同じものが小さく写っ

ているのが分かる。挿絵の道路左の最遠方にみえるのが、正金銀行の向

かって左側のドームのようである。


　絵はがきの写真中の広い車道上には、荷車、自転車、そして馬車が

見え、道路の真ん中を悠然と歩いている3人の人たちとともに、昔懐か

しい光景を作り出している。これらはみな小さくしか写っていないが、

苦心して絵に再現した。実は、写真をスキャンして、コンピュータのモ

ニターに全体が画用紙大になる倍率で映し、それを見ながら描けば、そ

れほど難しくもない。ヨーロッパの昔の画家たちが使ったカメラ・オブ

スキュラのように映像をなぞるのではないが、描く像と同大のものを手

元に映し出して利用する点では、似たような技法である。
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路上を行く3人の中の右端の紳士は、かんかん帽にステッキ姿である。

道路の右側では、何人かの人びとが街路樹の剪定作業をしていて、切ら

れた枝を積んだ荷車を引くのも馬かロバのようである。


『井上ひさしの大連』の122、123ページにある現在の大連の地図に

よれば、大山通は上海路と名を変えている。また、同書6、7ページにあ

る現在の大連の写真を見ると、大広場周辺は、ごく中心部を除いて多く

の建物が高層ビルに建て替えられ、大いに様変わりしている。それでも、

旧大山通の豊かな並木はそのまま残っているようだ。


なお、『井上ひさしの大連』には、「（大連）大連新名所連鎖街より

常磐橋方面を望む」「（大連）最も壮麗なる常磐橋と其の附近」、さら

には、「（大連）欧都の情景を彷彿する大山通の壮観、右方巍然たるは

遼東ホテル」などという説明が英文とともに入っている写真が何枚かあ

ることに、この原稿を書きながら気づいた。これらは、説明の書き方か

ら見て、父が使った大山通の絵はがきと同じセットに入っていたものと

考えられる。


昔の大連の写真を絵にするのならば、それらの一つを選んだ方が構図

としてはよかったと、ふと思った。父が使った絵はがきの写真は、曇り

日に撮ったらしく空は一面に真っ白で（雲の全くない晴天でないことは、

電柱や人びとの影が写っていないことから分かる）、挿絵でご覧の通り、

その空が画面の半分近くを占めている。この様子のままに着彩したので

は、少し寂しい絵になりそうである。しかし、父の使った絵はがきをも

とにして描くことには、それなりの意味があろう、と思い直した。真っ

白な空については、雲の多い空の写真を何枚か撮り、適当なものを選ん

で参考にするなどして、一部に青空がちらちらと見えるように変更して

描く予定である。


『井上ひさしの大連』にある「（大連）欧都の情景を…」という写真

は、父の使った絵はがきと同じ向きに大山通を撮ったものだが、通りの

右側を主体にして、高所から写している。その写真にも挿絵の左側に並

ぶ建物が、ほとんど真横上部から見た形で左端に写っている。


絵はがきに記されている父の文面は次の通りである。


「東京は立派になって居た事でせう。北国新聞をお送り下され、あり

がたう。丁度、大阪毎日でも一寸出て居たので、噂をして居た所です。

随分の大決心でやったものですね。小生が帰連してから、どうも天気が
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悪くて困りましたが、昨日からまた良くなり、海へ通って居ます。皆様

の御健康を祈ります。


八月三十一日」


当時、父は大連で大阪毎日新聞を読んでいたようである。「大決心で

やった」こととは、関東大震災（1923年）後の東京での都市計画の実

施と推察される。短い文であるが、漱石の作品のような雰囲気があり、

歴史の香りも漂って来る。父母は南山麓に住んでいたので、海水浴には

星ヶ浦へ通っていたのだろう。父は大連二中で数学を教えていた。母が

二中光丘会から貰っていた1974年発行の『創立50周年記念同窓会名簿』

の特別会員欄に、父の名が掲載されている。そこには在職期間も記され

ているので、文頭に記した父母の大連在住期間を知った次第である。


絵はがきがモノクロ写真なので、それを参考にした絵を、もっともら

しい配色で仕上げることは難しい。そこで、大部分をセピア調にして、

「望郷」と題する作品に仕上げようかと思っている（セピアの中にそれ

以外の色を入れて調和させることも難しそうだが）。美嶺展でお目にか

かれる諸兄姉から、忌憚のないご批評をいただければ幸いである。


［大連嶺前小学校同窓会会報「嶺前」第22号（2005年12月）に、 
「大山通」の題で掲載］


Nostalgia（望郷）
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題名は抽象画を思わせるかも知れないが、ここに紹介する私の水彩画

は、父が1928（昭和3）年に使用した絵はがき（左のイメージ）をもと

にした写実的な絵である。場面は大連の旧・大山通（現・上海路）で、

通りに沿って大商店、会社、銀行などが並んでいた。


私は最近この絵はがきを母のアルバムの中に見つけ、今回の美嶺展に

出品する作品の一つを、この絵はがきから作ってみようと思い立ったの

だった。なぜならば、この展覧会の出品者はみな、そして、見に来る人

たちの多くも、大連嶺前小学校卒業生だからである。上のイメージがそ

の作品（6号サイズ）である。


［2005年12月13日、ブログに掲載］


「これは嶺前小学校でしょうか」


2002年5月に大津で開催された第12回嶺前会総会をお手伝いしたと

き以来、私は自分のウエブサイトに嶺前小学校同窓会のページ [1] を設

けている。また、同窓会のページにリンクして、大連からの引揚げ船の

模様を書いた中学生時代の作文も掲載している [2]。先日それらのペー

ジを見たらしい人から、ウエブサイトのゲストブックページ経由のメー

ルが届いた。


その人K氏も、私と同様、1947年に大連から引揚げたという。両親

が持ち帰った小学校入学時のクラスと思われる写真があり、写真の裏に

は昭和20（1945）年5月9日の日付がある、とも書いていた。私は、自

分がそのとき4年生だったことと、大連で住んでいた町は桃源台だった

ことを知らせた。


K氏からは折り返しメールが来て、大連での住所は桜花台だったとあ

り、添付の2枚の入学時の写真について「これは嶺前小学校でしょうか」

と尋ねていた。見たところ校舎は嶺前小とは少し様子が異る。


私は大連在住期間が短かったので、桜花台の位置をはっきりとは知ら

なかった。そこで、大連の古い地図を出して桜花台を探してみると、そ

れは市のほぼ中央にあって、嶺前小よりかなり北である。当時の市電の

停留所で六つほど離れている。桜花台から電車通りを隔てて向陽台があ
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り、その中ほどの電車通り沿いに向陽小学校がある。桜花台の児童は向

陽小へ入るのが普通であろう。


念のため嶺前小同窓会名簿で、会員の大連での住所をざっと見ると、

桜花台にいた人は見当たらない（後でもう一度よく見たところ、かなり

先に卒業された方がたの中には、桜花台という住所も見つかった。その

頃は向陽小がまだなかったのであろう）。


そこで写真を再度見ると、その1枚には、縦書きの学校の看板が写っ

ている。「大連」以下の部分が、最後列最左端の先生の身体にほとんど

隠れてはいるが、よく見れば、その下の文字は「向陽国民學校」だと考

えて矛盾しない。そこで、K氏が在学したのは嶺前でなく、向陽小であ

ろうという「鑑定」結果を記した上、次のような文を末尾に付した返事

を送った。


「せっかく嶺前小を母校と思っていただいたのに、水を浴びせるよう

な返信になりましたが、今後とも、大連の思い出や、現在、未来の大連

についてお話し合いできれば幸いです。」


敗戦後、大連市役所を中国人が治めるようになって、小学校名を大連

日僑第Ｘ小学校（Ｘは数字、嶺前は第9校）というようなものに変更さ

せられた。また、満足な授業のない日々も多かった。これらに加えて、

戦後の苦しい生活や引揚げの苦労もあって、1年生になって間もなく敗

戦を迎えた人たちが、入学時の小学校名を記憶していないのは無理もな

いことなのであろう。


なお、K氏がスキャンして送って来た写真の裏には、「旅順要塞司令

部御許可済 大連 20.5.9 石田洋行写真部 電52784」の朱印があるという。

戦争中は小学生の集合写真を配付するにも、軍部の「御許可」を必要と

したのかと驚く。と同時に、そのような時代の再来しないことをひたす

ら願うのである。


[1] http://ideaisaac.web.fc2.com/reizen.html


[2] http://ideaisaac.web.fc2.com/slow1.html#sec1-5


［2006年3月2日、ブログに掲載］


母校・大連嶺前小学校（水彩画）
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　上掲のイメージは第10回大連嶺前小学校美嶺会美術展に私が出品し

た2点の中の一つ。大連で近所に住んでいたすてきなお姉さん・T.Iさん

ご夫妻が1987年5月に大連を再訪して撮られた写真から、手前と左右を

カットした形で描いた。


　写真と同じ構図のままペンで描いたものを先に『嶺前会報』に載せ

て貰った [1]（よく比較すると、先のものには数の狂っているところが

ある）。今回が最終回となる同展の片隅を飾るのにふさわしいテーマで

あろう。


　ペンで描いたときには気づかなかったが、今回写真をスキャンして

拡大してみると、塀の崩れた部分の向こうに中国人と思われる若い男女

が腰かけて話し合っているのが写っている。彼らの母校ではないのだが、

母校再訪のような風情があって面白いと思い、そのまま描き込んだ。


[1] https://ideaisaac2.blogspot.jp/2005/06/blog-post_03.html


［2006年4月12日、ブログに掲載］


引揚船の思い出（1）


大連から引き揚げて一年半ばかり経った中学一年生のとき、引揚船の

思い出を作文に書いた。母がそれを同じ職場にいた北陸青年文学者会の

主宰者K氏に見せたところ、「光への道」という題で、同会の会誌「空
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白」No. 1 (1949) に掲載して貰うことになった。私はその掲載号を貰

いながらも、失ってしまっていたが、何年か前の高校同窓会の折に、一

人の同期生がその雑誌を持っているといって、後日送ってくれた。


掲載された文は、K氏がかなり手を加えて、なかば大人びた文になっ

ていたので、私がさらに手を加え、中学生らしい文に少し戻し、1999

年に私のホームページに「大連からの引揚船」という題で掲載した。嶺

前会諸兄姉の中にはホームページに掲載の文を読まれた方もいらっしゃ

るかも知れないが、それは恐らくごく一部の方に過ぎないだろうと思い、

ここにその文を投稿させていただくことにした。


ホームページに掲載のものは、最初の文の初めが「ずーっと遠くまで、

どんよりと淀んだ緑や青や白の布でおおったような海が広がり、…」と

なっていた。これでは、「海」にかかるはずの「どんよりと淀んだ」が

「布」にかかるようにも読めてまずいと思い、そこを書き換えるなど、

再度少し手を入れた。ちなみに、K氏の書き換えは、「ずーっと遠く」

を「はるか彼方」にするという調子のものだった。


x　　　　x　　　　x 

緑や青や白の布でおおったような海が、どんよりと淀んで、ずーっと

遠くまで広がり、水平線がゆっくり上下しているのを、毛糸の防寒帽を

頭に、オーバーの襟を立て、そのポケットに手を突っ込んだぼくが眺め

ている。時は1947年2月の初旬、そしてぼくのいる所は、大連を出て朝

鮮海峡を横切り、やがて舞鶴も間近という引揚船、信濃丸の甲板上だ。


ぼくの船旅は、これが二度目である。一度目は第二次世界大戦のまっ

ただ中に、大連へ向かって出発した時であった。その頃のぼくは、まだ

小学校が国民学校と呼ばれていた頃の、国民学校3年生で、その年は、

ぼくの最も悲しい年でもあった。ぼくばかりでなく母も頼りにしていた

一家の柱、父が他界した年だからである。そのため、母とぼくは祖父を

頼って、はるばる大連への旅路についたのだ。


その頃の3年生の国語の教科書に、ちょうど「大連」という話があっ

たので、ぼくは、大連へいくと聞いてから出発までの日々に、そこをく

りかえし読んだ。そして、ときどき本をふせて目を閉じ、まだ見ない「外

地」の国際都市大連を想像したり、また、これから住む新しい世界での

毎日の生活や学校や友達をいろいろ思い描いたりして、楽しみにしてい

た。けれども、大戦最中であったためと、暑苦しい救命袋を背と胸にし
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て待避にそなえていたせいで、船旅の道中はそれほど楽しめなかった。

しかしまた、二度の旅とも、幼くて身体も弱かったぼくに、何かを教え

てくれるところがあった。


敗戦後の大連での、うって変わった中国人の態度や、進駐したソ連兵

の日本人に対する乱暴な行為が、ぼくたちに一日も早く日本へ帰ること

を待ちわぴさせた。しかし、いよいよ船が大連を出るという日になり、

そして、船がしずしずと沖に向かって滑り出しはじめると、ぼくの心に

は、なぜかしら、去りがたい気持、離れたくない気持がわいてきた。


ボーッ！ボーッ！と低く重々しい汽笛を残しながら進んだ船が、いよ

いよ大連の姿も見えないところまで来たとき、ぼくは船尾に立って、白

く延びている航跡を眺めながら、思わず目頭が熱くなるのを感じた。楽

しかった大連、もう二度といくこともないだろう異国の土の香り。ぼく

の心は、なつかしさと悲しさを抑えることができなかった。しかし、母

は大人だけあって、ともかく日本に帰ることを唯一の希望とし、日本に

向かって進む船が一日でも早く到着することを祈っていたようだ。


そして一日一日と、船は日本に近づいていった。ある日には、西の空

で、真っ赤にやけた雲が切れ、その雲間から絵に描いたような、大きく

美しい夕陽が輝き、それが海面にかげを落として、無限に長い金の棒と

なっているの見た。その金の棒は波の動きとともに揺れて、きらきらと

まぶしく輝き、目の玉を射る。まことに荘厳な景色である。


もう夕食だなーと思っていると、遠くで「飯上げ！」の声がする。と

同時に、それを待っていたかのように、甲板上がさわがしくなり、鍋や

鉢をもった女の人、男の人が、ぼくの左右をあわただしく往来しはじめ

る。どの引揚船でも同じだろうが、信濃丸の食事も実際ひどかった。し

かし、まずい食事だったと思ったのは、上陸後ふりかえってのことであ

る。船の上では、敗戦後に大連で口にした食事とくらべて、ひじょうに

おいしいと思い、この「飯上げ！」の声をずいぶん待ったものである。

その声を聞くと、ぼくは、そわそわと急な階段を下り、船室の母のそば

へいった。（つづく）


［大連嶺前小学校同窓会会報『嶺前』24号（2006年12月）掲載］
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引揚船の思い出（2）


中学一年生のときに書いた引揚船の思い出の作文の、前回に続く部分

を引用する。作文は前回と今回がおおよそ同じ長さになりそうなところ

で区切ったつもりだが、前回は長い前置きをつけたので、投稿文全体と

しては、二回の間での長さのバランスが崩れることになった。


x　　　　x　　　　x 

船室の中はたいへん暗く、天井には、ただひとつ、明るくもない電灯

がポーッとともっていて、人やもののありかがどうやら分かる程度だっ

た。もっとも、明るい外からにわかに暗い部屋に飛び込んできたため、

目の慣れないせいもあっただろうが。広くもない部屋には、母と祖父と

伯母と、ぼくよりも十数歳年上の従姉の5人が入っていた。それは扉も

ついていなくて、部屋と名づけられるようなものではなかった。もとも

と貨物船だったそうで、ぼくたちの部屋も、もとは缶詰めか何かを積む

場所だったらしい。天井が低いので、うっかり立つと、頭をぶつけて痛

い思いをしなければならなかった。というのは、この船は引揚船に当て

るため、にわかに改造したのか、高くもない部屋の中間をさらに上下二

つに区切り、ぼくたちの天井には別の世帯が起居していたからである。


食事を終えたあとの夜は、だれだって淋しい。ぼくも淋しいはずだっ

たが、幸い隣の部屋に中学2年生の兄さんがいたので、そのころまだ6年

生にもなっていないぼくではあったが、大の仲よしになった。次の日も、

またその次の日も、船の中では同じように単調な生活が続いた。そして、

だんだん日本に近づいてくるうちに、栄養不良から身体の耐えられなく

なったお年寄りや幼児たちが、何人か水葬されるのも見た。


そのうち、「いよいよ15日に舞鶴に着くぞ！」という大人たちの喜び

にあふれた声を聞いて、ぼくも嬉しくなった。へさきに走りよって、波

を切って進む船の前方に島影でもないかと眺め、また、蒸しかえるよう

に熱いボイラー室の横をかけ抜けて船尾にいき、はるか大連のかなたに

目をそそぎ、大連と内地をかわるがわるに思っていた。


戦後の大連では、校舎を中国の軍隊に接収されたりして、勉強が十分

できなかった。内地の友だちよりもおくれた学習を、どうして取りもど

したらよいだろうか、などと考えると、もう、たまらなくなり、早く内
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地に着かないかなと、船のエンジンに向かって、やれゆけ！それ進め！

と、ぼくは心の中で一生けんめい叫んでいた。


そして、いよいよ船が舞鶴に入港しはじめた時、二月の寒さも忘れた

ぼくは、オーバーも着ないで甲板に立ち、同乗の人たちと一緒に、万歳！

万歳！と絶叫した。するとそのとき、ふっとなつかしい金沢のなまりが

頭に浮かび、ぼくは思わず微笑した。そして、とうとう、ほんとうに日

本に帰ったなーという感じになったとき、ふたたび、大連の土の香りが、

ぼくの記憶をなつかしく呼び戻した。


（作文の原文は1948年6月10日付け）


（完）


［大連嶺前小学校同窓会会報『嶺前』25号（2007年6月）掲載］


『大連物語』を読んで


先に「引揚船の思い出」を投稿し、私の大連についての思い出もそろ

そろ底をつく。今回は21年前に書いた読書感想文を投稿させていただく。

この文は著者宛の手紙であり（下書きを保存してあった）、感想対象の

本は『大連物語』（北国出版社からの自費出版、1985年）、著者は I. 

A. さん（その後故人となられた。嶺前小で私と同期の Y. A. さんの母

君）である。「引揚船の思い出」と同じく、この文も私のホームページ

に掲載してあるが、嶺前会の方がたの中で読まれた方は多くはないだろ

うと思い、投稿する次第である（投稿にあたり、表現や表記などに少し

ばかり手を加えることにする）。


私の母が I. A. さんと親しくなったのは、私たちが大連へ移った翌年

の、敗戦の年の夏のことだっただろうか。大連での A. さんの家は、私

たち母子が同居していた私の祖父・ O. K. の家（以下、「わが家」と略

称する）の裏にあった。わが家は桃源台の坂を登る途中から左へ折れた

道の、坂上側の二軒目にあった。A さんの家は、同じ坂をさらに上って、

わが家の前の道に平行した長い玄関前の道を入ったところに立っていた。

したがって、A さんの家は、わが家の庭の後ろの石垣の上にあった（わ

が家から見れば、A さんの家は「後ろの家」で、浅野家から見れば、わ

が家は「隣家」の一つという関係である）。その石垣から、A 家ご丹精
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のカボチャがつるを垂らして実をつけていたので、母が I さんに声をか

けて、そのことを伝えたのが、交わりのきっかけだったと思う。


I さんのご夫君の郷里が私たちと同じ石川県という縁もあって、「住

宅調整」の実施に当たっては、浅野さん一家にわが家の二階に入って貰っ

た。『大連物語』には、A さんご自身の一家をモデルにした「佐野家」

を中心に、戦後の大連での日本人の暮らしが詳しくつづられている。


x　　　　x　　　　x 

『大連物語』をご恵贈いただき、ありがとうございました。さっそく

読み始め、息もつかない勢いで読了いたしました。金沢市文学賞のご受

賞をお祝い申し上げるよりは、賞自体が、授与するためのこの上ない作

品を得たことを喜ばなければならないような、一地方都市の賞のレベル

をはるかに超えた力作と存じます。こう感じるのは、作品のモデルとなっ

た時間・空間に私も暮らしていたための、ひいき目では決してないと思

います。


開巻まもなく連続する「ろすけ」の暴虐の数かずの話をはじめ、悲惨

で暗い話題も、「佐野家」の人びとの温かい会話、温厚な教育者「佐野」

の責任感の強い行動、「私」の人情味あふれる確かな視点と省察、自然

や情景のこまやかな描写などとないまぜられて、読中と読後にさわやか

さを感じることを阻んでいません。一見多すぎるように思えるエピソー

ドを、緊迫感をゆるめることなく連ねた筆力に敬服させられます。あの

時期の悲惨さと困苦の経験は、わが国の他国に対する侵略・植民地化へ

の報いという意味の教訓として、日本人全体がよく記憶し、現在から将

来にわたっての政治の選択に生かして行かなければならないものと思い

ます。


ささいな点ですが、『チップス先生さようなら』のものとして書かれ

ている筋は、ドーデの『最後の授業』のものと思います。チップス先生

は、「二つの強国に挟まれた或る小国の、片田舎の小学校の教師」でな

く、イギリスの学校のラテン語の先生です。私は、たまたま、大学の英

語の授業で『チップス先生さようなら』を習い、『最後の授業』も読ん

だことがあったので気づきました。（つづく）


［大連嶺前小学校同窓会誌『嶺前』第26号（2007年12月）掲載］
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（続）『大連物語』を読んで


以下に引用するのは、大連嶺前小学校同窓会報『嶺前』第27号（2008

年6月発行）に掲載の文である。文中の実名はブログへの掲載に当たり、

ローマ字の頭文字に変えた。


なお、会報上では最初のパラグラフの、「今回の」から「と述べてお

られた」の前までが、変に気を利かせて「」に入れられ、意味が取り難

くなっていた 。会報を受け取ったときには、せっかく推敲を重ねて書1

いた文をそのまま正しく印刷して貰いたいものだと思ったが、その後、

著者が述べた内容（「今回の」からでなく、「この本が」から）を直接

話法にする方が分かりやすかったのだと思い直した。そこで、ここには

最初のパラグラフの最後の文を書き換えた形で載せる。投稿前の推敲が

不足だったようである。


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


前回に続いて、『大連物語』の著者・ I. A. さんへ送った感想文を引

用する。今回の部分に出て来る「原信子」のモデルは私の母であり、『大

連物語』には、その気性や暮らしが的確に描写されているため、これは

私にとって大切な本の一つである。著者もこの感想文への返信中に、「こ

の本ができ上がったときにお母様がすでに亡くなられていたのは残念で

した」と述べておられた。


また、文中「K家」「旧K邸」というのは、前回の前書きにも書いた

が、私たち母子が同居していた私の祖父の家であり、「わが家」と思っ

て貰ってよい。同じく文中の「小さい二人」とは『大連物語』の主人公

 もとの文では、著者が述べた内容が間接話法になっていて、「お母様」は筆者で1

ある私の立場で「母」、「亡くなられて」は「亡くなって」、「残念でした」は「残
念だった」としてあった。また、「著者もこの感想文への返信中に」の部分が、「と

述べて」の「と」のあとに「、」をつけ、そのあとへ入れてあった。したがって、

間違って「」に入れられたのは、もとの文でいえば、ここに掲載の文とは上記のよ
うな相違のある「今回の」から「残念だった」までである。本当は私の母である

「母」を、著者のご母堂と解釈すれば、「今回の」から「」に入れるのは一貫性が
あって、形の上では正しいことになる。
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「私」の三人の娘たちのうちの年少の二人のことで、そのモデルは著者

のお嬢さんたちである。


A家にわが家の二階に住んで貰うような事態になったのは、戦後、中

国人が支配した大連市役所の「住宅調整」命令によるものだったが、当

時の私はそのことを知らなかった。満州の奥地や中国の青島あたりから

多くの人びとが引揚げに備えて大連に集まってきて、大連の人口が増え

たことだけが原因だったと思っていたのである。敗戦のときに私と同様

に十歳前後だった人たちの「私の戦争体験」を述べた記事が、先般、私

の関わっている「福泉・鳳地域憲法九条の会」のニュースに掲載された

が、それらの記事には、認識のあやふやなところが見られた。戦後の大

連について同様に不確かだった私の認識は、引用する文中にもある通り、

富永孝子著『大連・空白の六百日』（新評論、1986）と『大連物語』

によって修正されたのである。


以下、感想文の続きの引用である。


x　　　　x　　　　x 

次に、もっとプライベートな感想を書くことをお許し下さい。「私」

から信頼されるよい隣人・友人「原信子」のモデルになることができて、

私の母も地下で喜んでいることでしょう。当時幼かった私は、大人の方

がたの苦労は、ごく身近な経済的あるいは食糧的問題以外は知らないで

過ごしていました。「大連日本人労働組合」のことも、最近読んだ富永

孝子著『大連』で知ったばかりです。『大連物語』からも、隣組の世話

役の方の苦心、学校の先生方の苦労など、子どもの視座からは見えなかっ

た点について教えられました。


お宅のご一家にK家の二階に入っていただいてからの出来事で、この

作品に取り上げられているいくつかのエピソードは、私の記憶からほと

んど消えかけていましたが、作中の描写によって、あざやかな映像を伴っ

てよみがえってきました。小母様のご記憶力と、ご見聞を作中に巧みに

取り入れられる構成力に感服しております。


巻末に近い部分は、私たちがお先に引揚げたあとの「旧K邸」でので

きごとがモデルになっており、金沢でお会いするようになってからうか

がったような気のするエピソードもあります。しかし、時・空間的にひ

じょうに近くても、私自身直接には体験しなかった事柄です。そのよう

なことに関する如実な描写に触れると、自分の死後の世界を天界から覗
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くことができれば、これに似た感じを抱くのではないかという思いにと

らわれます。


戦後の大連は、外からの情報の流入がほとんどなく、自分たちがそこ

から出て行くにも、いつになるか分からない引揚げという手段を待つし

かなかったのですから、いわば「閉じられた世界」でした。そういう意

味で、そこから抜け出ることは、この世から姿を消して、別の世界に生

まれ変わるにも等しい体験だったといえます。したがって、自分が去っ

たあとの大連を、しかも去った直後の街と、別れた直後の人びとの様子

を、手にとるように知るなどということがあろうとは、夢にも思ってい

ませんでした。このような事情が、先述の「死後の世界を覗く」ような

思いを呼び起こすのでしょう。さらにまた、そのころの大連の街に灯火

が少なくなっていたとの描写も、この思いを強める働きをしていると思

われます。


当時の私自身の思い出の主要なものとしては、次のことを挙げなけれ

ばなりません。学校の授業がなかったり、あるいは、あっても時間が短

縮されていたのを幸いに、私は地下室にあった従姉の児童向け全集を次

つぎに取り出して読みふけっていました。そして、その全集の中にあっ

た『ギリシャ•ローマ神話』に登場するあでやかな女神たちを、『大連

物語』の「小さい二人」のモデルたちと重ね合わせて、心をはずませて

いたものです（「佐野家」にとっては小さな二人でも、「原少年」にとっ

ては大きな存在！）。「住宅調整」のおかげで、私にとっての「女神た

ち」とよく一緒に時を過ごすことができたことは、私の心の成長の一つ

の糧になったと思います。あの極限的な状況の中で、このようなよい思

い出を残して下さったお宅の皆さんには、いつまでも感謝しなければな

りません。


つい長くなってしまいました。ほんの心ばかりですが、ご出版・ご受

賞の、遅いお祝いを同封いたしますので、お納め下さい。私に続いて、

妻も読ませていただくと申しています。


末長くご健康で、今後ともよい作品をお書き下さい。「小さい二人」

さんによろしくお伝え下さい。


x　　　　x　　　　x 

「『大連物語』を読んで」は以上で終わりです。
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ついでながら、嶺前小学校での私の恩師・故 S. M. 先生のご夫人・T

様が昨年12月に亡くなられたことをここに記させていただきます。ご夫

人に宛てた私の年賀状に対して、ご令嬢・ H. N. さんから返信をいただ

いて知りました。M 先生お亡くなりのあと、津市のお住まいに奥様を一

度お訪ねしました。その後も嶺前小同窓会総会の折に先輩卒業生（昭和

10年のご卒業）として出席され、お目にかかれることを楽しみにしてき

たのでした。謹んでご冥福をお祈りいたします。


N さんからのお便りには、「美しい花ばなに囲まれて微笑む顔を思い

出していただけたら…」とありました。津へおうかがいしたときは、ま

さにその通り、お庭の多くの花ばなとともに、優しいご表情で迎えて下

さったことが強く記憶に残っています。


なお、N さんからはその後、私のお悔やみの手紙に対し、ご母堂の亡

くなられる前の日々について、ご母堂の字体そっくりの縦長の優雅な文

字で詳しくお知らせ下さいました。「85歳まで、とても幸せな人生だっ

たので、思い残すことは何もないのよ。だから、逝っても悲しまないで

ね…」と話しておられたそうです。


（2008年6月27日、ブログに掲載）
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