
 

 

 

日本記者クラブ 

著者と語る『なつかしい時間』 

福島出身の詩人が語った３．１１ 

長田 弘 詩人 
 

２０１３年４月５日 

 

20 世紀末に起きた阪神淡路大震災と 21 世紀冒頭に発生した東日本大震災。こ

の 2 つの大災害をまたぐように綴られたのが、詩人・長田弘さんの『なつかしい

時間』（岩波新書）だ。1995 年から 2012 年まで、ＮＨＫの番組「視点・論点」

で長田さんが 17年間にわたって話した内容がまとめられている。時には長田さん

の詩が紹介され、折々の思いが淡々と語られている。 

長田さんは高校まで福島市で過ごした。それだけに、2011 年 3 月 11 日の東日

本大震災と東京電力福島第一原発事故への思いは強い。福島県内の文学賞の選考

委員も務めているが、「原発事故以降、お年寄りの詩にはミツバチが死んだとか、

トカゲが出て来なくなったというものがあった。原発は人間に大きな被害を与え

ただけでなく、生き物すべてが被災してしまった」と語っていたのが印象深い。

当日の出席者は 24人と少なかった。若いジャーナリストたちに、原発事故を見詰

める詩人の感性を学んでほしかった。 

 

 

司会：星浩 日本記者クラブ企画委員（朝日新聞特別編集委員） 

 

日本記者クラブ Youtube チャンネル  

http://www.youtube.com/watch?v=3Mq5JbyncjY 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=3Mq5JbyncjY
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 司会：星浩・企画委員（朝日新聞特別編集委

員）きょうは、詩人の長田弘さんの「著者と語る」。

非常に失礼なことでしたが、日本記者クラブの会

合案内の中で、書名が『やさしい時間』となって

いますが、正式には『なつかしい時間』でござい

ます。 

長田さんにこの本の成り立ち、中身、それから

震災への思いなどを語っていただいて、その後、

会場からの質問というよりは、ご感想とか、いろ

んな話をしてみたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

いま、この会場に入ってくるとき、「何でおま

えがこんなところに来ているんだ」と言われまし

たが、私は政治記者でありますけれども、実は長

田さんとは福島つながり。長田さんは福島市出身

で、中学、高校の大先輩でありますので、その関

係で今回は半ば志願して司会をさせていただく

ことになりました。朝日新聞の星でございます。

日本記者クラブの企画委員です。よろしくお願い

します。 

2 つの大震災をはさんで 

長田弘・詩人 この『なつかしい時間』という

書名でまとまった本は、この 17 年間ほどの、Ｎ

ＨＫのいまは「視点・論点」としてずうっと続い

ている番組で話した内容をまとめたものです。

初のほんの 1回か 2回のときは、「テレビコラム」

というようなタイトルだったそうです。それが

「視点・論点」というのに変わっています。これ

は正式には 10分ぐらいの番組ですが、9分 30秒

というような時間の中でしゃべるものです。それ

から 17 年間ずうっと出ることになりましたが、

それは 17 年間ずうっと出てくれということでは

なくて、大体その都度その都度頼まれるというこ

とが年に 3度、4度続いて 17年になりました。 

そういう偶然から始まったのですが、まとめる

ことになって、ふと気がついたら、始めたのが関

西の阪神淡路大震災の年で、終わったというか、

これをまとめたときが東日本大震災の直後とい

うことになります。考えてみると、その間いろん

なことがありましたが、そういうときに偶然しゃ

べる機会を得ました。 近はちょっと悪い時間と

いうか、夜中にやっているんですけれども、僕が

しゃべったのは午後 9 時ごろの教育テレビ――

いまのＥテレですね――でした。それで次の日に、

今度は総合テレビで再放送されるというような

ことの繰り返しだったと思います。 

大体時事解説が中心のテレビ番組なんですけ

ど、そういうところで自由に話すことができた。

一度も注文が出たこともないし、1週間前に、今

度はこういうことを話してほしいと頼まれ、こち

らからはこういうことを話したい、という形でや

りました。一回ごとではありますけど、もう少し

日本の、いままでのことのいろんなものを踏まえ

た上で話すことを重ねてみたい、ということをそ

のとき考え、始まったんです。 

『なつかしい時間』というのは平仮名にしたん

ですね。それは漢字で書くと、いわゆる懐古趣味

の「懐」という字が出て、昔のことのように思わ

れがちなんです。いつの間にか「懐古」という言

葉がずうっと定着してしまった。「懐かしい」と

いうのはそういう意味でとられるようになった

のですが、「なつかしい」というのはそういう意

味ではありません。一番有名なケースでいくと、

「ふるさとの訛りなつかし……」と、石川啄木が

上野の駅に行って、自分が元気づけられるという

か、そこで生気を取り戻すというような有名な歌

があります。あの「なつかしい」というのには、

過去を振り返るというのはないんですね。啄木自

身は村を「石もて追わるるごとく」というふうに

して出なければいけなかった人間なんですが、に

もかかわらず、彼にとってのふるさとというのは

絶えず現在形で、そこに立ち返ることがなつかし

いことであるという意味でした。そういう短歌の

言葉が持っていた「なつかしい」という現在形で

使ってみたいということが、こういうタイトルを

選んだ一番の理由です。 

というのは、「なつかしい」という感覚が一番

いま、日本では持ってはいけないというか、それ

は振り返ることになるという言い方で、振り返る

ことがどうもよくないことのように思われがち

になってきているのではないか、という思いも一

方にありました。 

こうして、一応頼まれて、絞ってしゃべるとい

うことを繰り返す中で、一番面白かったなと思う

ことがあります。20世紀から 21世紀への変わり

目というのは、 初は単に時間の経過のように思

えたんです。でも、変わってくる中で、ごく普通

に変わっていったように見えるけれども、実際に

は非常に大きな変わり方をしたというふうに、こ

の本をまとめるときになって、すごく感じました。

そのことを、いま現在、どれぐらいみんなが考え

ているかどうかということ。実際にいろんなこと

が起きてきているのを見ると、21 世紀というの

は、やっぱり 20 世紀とは違う性格を持ったこと

がようやく出てきているような気がします。 

いまが 2013 年ということは、100 年前は大体

第一次大戦が始まろうとしている時代です。20
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世紀の場合も、1910 年代の 3、4 年から 15 年に

かけて、初めて 20 世紀的性格がいっぱい登場し

てきた。われわれもいま、これから 21 世紀的性

格というのが、ある意味では非常にドラスチック

に出てくる時間の中にいるんじゃないか、という

思いがあります。そこに、特に東日本大震災があ

って、いろいろなことが具体的に目に見える形で

も、目に見えない形でも変わりつつあるというこ

とを、そういうことに触発されて感じているんで

すが、そういうことだけではなくて、物の考え方、

感じ方、それから僕の仕事からいくと、ボキャブ

ラリーが一番変わったと思うんですね。 

そこに、このジャーナリズムの仕事というのに

は電子化の波が襲いかかってきている。ご存じの

ように、いまツイッター全盛の時代。これは 140

字ぐらいのものですね。その前はブログだったは

ずですが、ブログはいまほとんど誰も顧みないぐ

らいになってしまった。それは何になっていくか

というと、文章が短く、短くなっていくんですね。

文章が短くなっていくところでの一番の問題と

いうのは、ボキャブラリーの問題なんです。 

類型化するボキャブラリー 

ツイッターで使われるボキャブラリーは、ある

意味で非常に類型化しておりまして、見ていて、

いままでとは違うなというような言葉の使い方

にどんどん追われている。そこに電子化がさらに

手を貸して、コンピューターで字を打つと、あな

たはさっきこの字を使ったけど、また使うかとい

うような調子でどんどん誘われていくわけです

ね。だから、自分の言葉からもボキャブラリーが

奪われていく。それは意図してやっているんじゃ

なくて、そういうふうになる。 

例えば、文章を直す、あるいは直されるという

ことがある。僕なんかより経験の豊富な方がたぶ

んいらっしゃると思いますが、昔は、それは、誰

かが誰かを直すことだったんですよ。しかし、い

まはそうではなくて、簡単にそういうフォーマッ

トに直されてしまう。例えば「なつかしい」とい

うのを平仮名で書くというのは何でもないこと

のようで、コンピューターでは違うのですね。必

ず漢字の「懐かしい」になる。それをいちいち直

さなくてはいけない。 

こういうふうにして言葉の側が変わってきて

いるというのは、いまわれわれの中でたくさん起

きていることではないかなと思いますね。 

だから、本当に若い人の場合、昔は言葉が違っ

てくるというのは人間の世代の問題だったんで

すけれども、いまはどうも機械の世代というのも

あって、それによって変わっていく。そういうと

ころで、言葉とか、それに伴う感受性の問題とい

うのを考えていただくきっかけになれば、という

ふうに思ったのが、本をまとめたきっかけです。 

だから、「なつかしい」という語感がどういう

ふうに受け取られるかなというのが一番心配で

もあったし、それから同時に、この言葉を懐古趣

味的な、それから昔の話だというふうにならない

ようにできれば、少しはいいんじゃないかと。 

なぜそうかというと、懐古趣味の場合は、非常

に個人的になるんですよね。ところが、実際に起

きていることは、ボキャブラリー1 つとっても、

古くからといっても、せいぜい明治からこっちの

ボキャブラリーでわれわれは生きているところ

がある。そこにコンピューター時代が入って、新

しいボキャブラリーがたくさん入ってきた。いく

ら電子辞書があっても、片仮名でしか表記されな

い概念というのがあまりにも多過ぎる。いま大学

の入学試験でさえも、信じられないことに、入試

問題に「注」が付いているんですね。「注」を付

けないと問題にならない。そういうことは、昔は

なかったと思いますけれども、いまはそういうこ

とがお互いの間のところにいっぱい生じている

んじゃないかなという気がしますね。 

 

司会 少しやりとりさせてもらってもよろし

いでしょうか。この本の終わりのあたりに 3.11

のことがあって、幾つか詩を連ねていらっしゃる

んですけれども、長田さんにとっての 3.11 とい

うのはどういうものだったんですか。 

 

長田 それはちょっと複雑で、僕は福島市の出

身なんですけど、高校時代が終わって、うちごと

引っ越してしまって、いま親戚もいない。普通実

家が残っているというような形になると思うん

ですが、そうではなく、全部東京に移ってきた。 

それからもう 1つは、これも非常に不思議なこ

とに、入院していたんですね。この本にもちょっ

と触れたところがありますけれども、かみさんが

亡くなったので、いま独り住まいなんです。それ

で手術をして長くかかりそうだというので、うち

へ行って片づけてくるように病院から言われて、

うちへ帰って 15分後に震災に遭ったんですね。 

同時にかなり大きな手術をすることになって

いたので、自分の心配もありました。つまり、停

電になると手術はできないんですね。自分がその

とき負わされていた病気というのは、かなり危な

い病気で、手術をしないと危ないという病気だっ
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たので、本当に手術ができるのかどうかというと

ころから始まりました。その週にもう一回戻って

再入院して、結局手術ができるようになったんで

すが、そのときには震災のニュースをいろいろ聞

いているんですね。自分は、他のところでも書い

たんですけど、11 時間ほどの手術だったので、

医者の方が 5 人ほどでチームを組んでくださっ

て、それで手術を受けた。いま震災が起きている

ときに、5人もの優秀なお医者さんが自分 1人の

ことをしてくれているということをそのときは

感じないんですね。全身麻酔で肝心要のときにそ

ういうことがわからないわけですね。手術は無事

成功したんですが、結局、ＩＣＵ（集中治療室）

に 5日ほど入っていたので、ＩＣＵにはテレビが

なかったので、全く情報なんか届かないんです。 

離れていると全体が見える 

そのときに思ったのは、手術の全身麻酔という

のもそうなんですが、手術されているのは自分で

すから、自分が当事者ですよね。しかし、その当

事者だけが、どういう手術がどういうふうに行わ

れているかということを知らないわけです。これ

は阪神淡路大震災のときにちょっとそれを感じ

たんですが、今度もたぶんそうだとそのとき思っ

たんです。震災を受けた方、被害を受けた方とい

うのは、一番何が起きているのかわからない。東

京みたいに離れたところから見ると、全体が見え

る。 

当事者というのは、全身麻酔を受けている手術

患者と同じで、自分が一番何も知らない。当事者

に聞けば全部がわかるということは違うんじゃ

ないか、ということを感じました。それはその後

退院して外に出て来て――といっても 2 週間で

大体いまは医者から追い出されるのですが――

いわゆるドレナージの管を 5 本ぐらい体から出

したまま、それを鞄でぶら下げて出て来たんです。

この本の中の「詩五篇」というのは、そのときに

頼まれたんですね。別に、僕は入院しますからと

言っていたわけではないので、座ってしゃべるか

ら、テレビには映らないので、ドレナージを付け

たまま、今まで書いた詩４篇と、そのために新し

く書いた「人はじぶんの名を」という詩 1篇を朗

読した。 

そのときはものすごく痩せていたので、自分で

も後で見てびっくりしましたけど、そういう個人

的な体験と震災とが重なる。しかも、そこには友

達とか知り合いの消息というのがわからない、と

いうことが重なる。 

それで、出て来たら、案の定、核心にいた人ほ

ど語りたがらないんですね。それは、自分に二重、

三重に、個人的な体験と全社会的な経験と、そう

いうものとが襲ってきた場合、そこに起きた状況

というようなものはどういう関係があるのかと

いうことが 1つ。 

それから、たまたま病気で戻ってきているとい

うこともあって、しかも独り暮らしで、日常の生

活というものがどういうものかということを一

番考えたんですね。人によってたぶん全然違う形

であるけれども、私の場合には、自分の買い物に

もなかなか行けない、そのときは自転車にも乗れ

なかったので。そういうふうに、日常生活をちゃ

んと営めない状態ということが重なってきたん

ですね。 

そのときに一番感じたことというのは、私はた

またま、いま子どもたちもそれぞれ独立して別に

住んでいる。それで一軒家に住んでいるものです

から、自分の体が弱っていると家の周りの面倒が

一番見れない。つまり、草や木が枯れちゃうんで

すね。まず、そういうのにひょこひょこ水をやる

ようなところ、あるいはいろいろ整理するところ

から始めることを考えると、ただ自分の主体的な

意識とか、それから仕事とか、そういうものの周

りに、正常なときには何とも思っていないことが

絡んでいるんだなということを感じました。それ

はたぶん、全部そうだとは言えないけれども、そ

う考えたんですね。 

お年寄りの詩に考えさせられた 

そして、たまたま福島県の文学賞というのがあ

りまして、その選考委員をしているものですから、

秋になって、出てきた作品を読んで、若い人は事

件を憂いて、いろいろなことを考えたことが書い

てある。お年寄りの方も、ものすごく応募が多く

て、書いているのを見て考えさせられたのは、ほ

とんどが変化を、例えば大地震のときに、次の日

にミツバチが全部死んだとか、それから、その年

の夏、トカゲが動かなくなったとか、出て来なか

った、見なかったとか、それからクモの巣がどう

だったかとか、それでもヤマユリは花を咲かした

とか、そういうような、人間に関わるもの以上に、

人間とともに一緒に暮らしている日常の風物を

見詰めた詩が多かったんです。それは、特にお年

寄りの女性の方の書かれたものにそういうもの

が多くあった。人間が被災しただけじゃなくて、

一緒に生きている生き物たち、木や、そういうも

のすべてが被災している。 

おまけに福島の場合には、ご存じのように、原

発事故が次の日に起きましたから、その影響が絡
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んでいる。星さんは同郷なのでおわかりだと思う

んですが、福島には「あんぽ柿」という有名な柿

があるんですね。福島市の隣町の伊達市というと

ころでできるんですが、ことしもまだ依然として

出荷停止なんです。柿は実るんです。柿は実るけ

れども、1年目もだめで、2年目もだめで、まだ、

ことしの秋になって、果たして出てくるかどうか

というのはわからない。 

「あんぽ」という言葉が、どういう言葉なのか

全然わからなくて、「どうしてあんぽ柿と言うん

でしょうか」と福島の人に聞いたんです。会津の

ほうで「あんぽ」というのは「ばか」ということ

を意味するらしいんですよ。被災した相馬市のほ

うの方言で言うと、昔々は、それは「お菓子」と

いう意味だったと。一体何が本当なのかわからな

いですが、他の人にはないかもしれないけれども、

あんぽ柿は大変好きだったので、忘れられている

か、忘れられていないか、というような問題では

なくて、それが食べられないというようなことが

一番いろんな人に残っていることじゃないかな

というふうに思ったんですね。 

そのあんぽ柿を知っていると聞くだけで、ああ、

福島の人だなとわかる。そういうことがたくさん

ありまして、合い言葉のように言われる「がんば

っぺ東北」ですか、これも宮城よりも北の人に言

わせると「がんばっぺ」じゃないんだと。「がん

ばっぺし」と「し」が付くんだと。だから、なじ

めない、というようなことを聞いた。やっぱり言

葉 1つでも、経験を伝える上で、ものすごく伝わ

らないことがある。 

特に、津波のような問題とか、それから、いま

の原発のような問題では、変な言い方ですが、津

波のほうが目で見える形なんですが、知り合いで、

道 1 つ隔てて津波が自分のところに来なかった

という人がいるんですね。ところが、災害に遭わ

なかった人が、他の人に申し訳ないという、一種

の罪責感みたいなものがあまりにも強い。これは

やっぱり大変なことだなと思いましたね。どこか

で線引きが行われてしまう。 

でも、「3.11」というふうに言われるようにな

った被災を考えると、やっぱり、ただそういう被

災の問題として考えるのではなくて、日本の社会

全体のありように関わる問題が、そこに映し出さ

れているというふうに捉えるほうがずっと重要

ではないかといまは思っています。 

私は 20 世紀の終わりごろ、アメリカを車でぐ

るぐる回ったんです。何年もかけて、ほとんど全

部の州を自分の運転で回ったんですが、そのうち

何回か、ハリケーンにぶつかっている。ハリケー

ンというのは、大体大西洋岸のほうに起きるんで

すが、毎年来るというのは、わかっているんです

ね。でも、そこに人が住み続けている。ハリケー

ンのニュースは流れるんですけども、私が興味を

持ったのは、それは運転をしているからそうなん

ですが、日が暮れたら宿に泊まるわけですね、モ

ーテルに。営業しているんです。ただし、窓はみ

んな打ち付けてあって、ハリケーンだから割り引

くんです。「ハリケーンレート」と書いてある。 

それだけではなくて、一般の人も住んでいるわ

けです。どうなっているんだろうというふうに思

って、見ると一番驚いたのは、被害がすさまじい

ときには、サウスカロライナの大西洋岸というの

は、ほとんどの沿岸の家は高床式なんです。下に

車を置くということもあるんですが、結局、高床

式だとそういうものに耐えられるんです。確かに

被害は大きいんだけれども、毎年毎年ハリケーン

を経験しているわけですから、家の建て方とか、

町のつくり方とかも、台風一過の後に、常にリペ

アができる。回復できる、修復できるというのを

前提にして住んでいるんですね。ハリケーンとの

共存が自明の前提というか、そういう風土に生き

る覚悟というか……。 

リペアラブルな暮らし方 

特に変わったところでいくと、それは古い時代

のことですけれども、カトリーナというハリケー

ンで有名になったニューオーリンズでは、お墓が

高床式なんです。だから、ギャング映画の撃ち合

いになる場面なんかに使われるんですが、お墓の

後ろで撃ち合いをする。でもお墓が水に浸されな

いように上につくられている。そこは海抜がない

場所なので。 

この『なつかしい時間』で言うと、この本の

初と終わりは大地震で、その間には中越地震もあ

ったにもかかわらず、日本人の暮らしの日々にリ

ペア可能な暮らし方というのが失われてきたこ

とが、被害を避けられないものにしてきたという

ことはないだろうかとすごく感じたんですね。例

えば、不況の日々の中でやっと少し出てきました

けれども、暮らしの中に、修繕屋さんというのが

ずっとなくなっていた。 

ところが、ニューヨークとか、あるいはソウル

なんかでも、ほとんど都市の真ん中に、例えばこ

ういう日比谷みたいなところに修繕屋さんがあ

るんですね。修繕屋というのは、自分の手職で修

繕する、修繕できることから始める……。ところ

が、日本はそういう生活の様式をいつかなくして

きちゃった。当然のように。 
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その典型的なものが、コンピューター文化がも

たらしているもの、リペアの利かない文化だとい

うこと。どこまでも新しく発展していくけれども、

それにはみんな買い替えて総取り替えしないと

できない。いま自分たちの社会自体がそういう経

験をしながらも、なお常に修復可能な住まい方と

いうのを手にしないまま、全部壊して新しくつく

るという考え方に、いろんなところがなっている

んじゃないかということは、やっぱりまずいよう

な気がしますね。 

ことし遷宮をやるんですけど、伊勢神宮でも

20年でしたっけ。木造だったら 25年とか、コン

クリートだって 50 年。いまちょうどいい例が、

50 年前にオリンピックで建てたものが、高速道

路でもみんなガタガタでしょう。コンクリートは

50年でだめ、木造は 25年でだめというのはみん

な知っているのに、リペア可能なものとしてなっ

ていない。どこかで間違えたんじゃないかという

気持ちをどうしても否めない感じがあるんです

ね。自分たちの住んでいるところの風景というも

のが、なつかしさのもとになっていないという…

…。 

例えば、東京の近郊の都市で、大きな団地がつ

くられた。団地というかマンションができた。そ

この地区では、小学校が廃校になるということが

決まっていたけれども、そしたら突然、たくさん

の小学生が登場したので、小学校が続行すること

になった。これは非常に良いほうの話のように見

えますが、そのマンションは、すごく大きなケヤ

キの木の森の中に建てられたので、団地に住み始

めた人たちは、葉っぱが散るので迷惑だというこ

とで、そのケヤキはほとんど裸にされてしまった。 

その景観が気に入って住んだはずの人たちか

らは、落葉が嫌だということになったり、それか

ら、一方で小学校がよみがえったりというような

ことを考えると、すべていろんなものは住まい方

にかかっているなということを、いま感じるんで

すね。 

どうもわれわれのところにそれが起きている

んじゃないか。そこに思いがなかなか届かない。

また大きな堤防を建てるというような話ですけ

ど、50 年後にはだめになっている。つまり、津

波が来ようと来まいとコンクリートというのは

だめになる。ちょうど政治の言葉で「コンクリー

ト」が語られていたことがあったけれども、いま、

その「コンクリート」というボキャブラリーもど

こかに消えちゃって……。 

私はいま独りで住んでいて、いわゆる独居高齢

者というカテゴリーに入れられそうなところに

いる。大きなニュースのそばに小さなニュースが

ある。老人の、ことしの一番大きな死亡原因の 1

つは、自宅の風呂での溺死だというのが出ていた

んですね。それで、はっと気がついて、1人です

から、浴槽を取っ払っちゃったんです。風呂に入

らないことにして。幸い、東京ガスが、風呂に入

らない代わりに熱湯が降ってくるという新しい

ものを開発して、ミストという新しい形で、風呂

に入るのと同じ効果があるんです。風呂場をリペ

アしていく、そういう小さな工夫。そうやって風

呂で溺死しない方法を見つける。それが知恵だと

いうふうに考えるんですね。なつかしい時間を支

えるのは、そういう知恵を活かした生活のあり方

だと思うのです。 

みんな、それぞれの生活のところで、リサイク

ルというより「リペア」の思想。これをこれから

実現していかないと、全面的に取り替えるという

のではなく、いろんな生活の暮らし方を直し直し

していくこと、その知恵が一番重要なんじゃない

かと思うんですね。 

「風景の経験」を残す 

司会 震災から 2年たちまして、関係者の中で

も記憶が風化しているという話もある一方で、こ

の話はどんどん語り継いでいきましょう、風化さ

せてはいけないという話と、一方で、もう忘れた

い、次に進みたいという話があって、われわれも

いろんな取材をしてみて、相当そういうのが複雑

に入り交じっているような気がするんですね。ど

うも外から見ると、風化させてはいけないと言う

のは簡単なんですけれども、当事者からすると、

もういつまでも関わっているわけにいかん、もう

忘れてしまいたいということもあったりする。そ

の辺、詩をずうっとつくられてきて、人々のこう

いう問題に対する記憶といいますか、そういうこ

とというのはどういうふうに考えればいいんで

すかね。 

 

長田 福島県のいわき市というところに住ん

でいたこともある詩人で、山村暮鳥という人は、

関東大震災のさらに前に、大暴風がその辺を襲い

人が住めない町をつくり出すという、長い長い詩

を既に書いているんですね。それは、いまなかな

か手に入らないので、読めないかもしれませんが、

そういうことはもう、本当にいろんな人がいろん

な形で、詩の形でも書いていた。それは、結局、

広島の場合でも、私は戦後になって小学校に入っ

た人間なので、当時のことを幾つか覚えているん

ですが、とにかく木は生えないというようなこと。 
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広島で被爆され、兵隊として召集された政治学

者の丸山眞男さんが、随分後になって回想談の中

で書いているんですが、戦争が終わって、東京に

帰るんですね。汽車に乗って帰る。そうすると、

京都を通るわけです。京都の緑がうっそうとして

いて、何もないところからうっそうとしたところ

に入って、戦争そのものがなかったような印象を

受けたと、そういうことを回想しているものを読

みました。結局、経験を人の経験として語ろうと

すると、覚えているか、覚えていないかというこ

とになると思うんです。しかし、人の経験じゃな

くて、僕の言葉で言うと、それが風景なんですが、

風景の経験として残すことができないとだめな

んですね。 

だから、今度の場合、被害を受けたところに福

島県の南相馬市というところがありますけれど

も、そこは江戸時代に、すでに二宮尊徳が水利を

きちんとするということで大事業をしたところ

としても知られている。福島県の場合だと、真ん

中に郡山があって、そこに安積疏水というのがあ

るのはご存じのとおりで、水をどうするか。かつ

て福島市を通っている阿武隈川は日本一汚い川

と言われて、それをきれいにするということを長

い時間かけてやった。川をリペアするのにすごい

労力を払ったのです。そういうことと、少しずつ

少しずつそれぞれのところで実際の努力の中で

残されてきている記憶というのがある。それを大

震災とは何かということではなくて、それぞれが

それぞれのところでリペアしてきているところ

にそれが残っていく、目に見える風景として残し

ていくことが大事なんじゃないか、というふうに

思うんですね。 

それは、何も碑を立てるとか、記念するものを

立てるのではなく、日本には非常に重要な習慣、

行事としても持たれているものに植樹祭という

のがある。つまり、木を植えるということに大き

な精神的な意味を与えてきたんですね。だから、

福島の場合には、それは原発の問題、放射能の問

題もあるから簡単に言えなくて、全く終わったこ

とにならないというのは福島の森なんですよね。

それを除染することができないというようなこ

と。そういうことまで全部考えて、風景の考え方

というのを、人の暮らしがそこにある風景という

ものを、もう一回取り戻していかないと、どうあ

ってもうまくいかないんじゃないか。 

われわれの国は、空き地になってみるとわかり

ますが、いまの、つまり立入禁止地域を見ればわ

かりますが、アキノキリンソウ、セイタカアワダ

チソウが全部ニョキニョキ立っている。こういう

ことというのは、例えばギリシャの廃墟には起き

ないです。石の文明のところには起きない。われ

われの島国では、どんなにしていても、まず植物

から生えてくる。雑草がにくらしいくらいに元気

に生えてくる。この雑草たちをどうするか。 

私は昭和の戦後に生きていた人間なので、その

とき「バラック」という言葉を覚えたんです。バ

ラック住宅というのはこういうものだと覚えた。

バラックというのは、しかし昭和の焼け跡にでき

た言葉ではなくて、大正 12 年の関東大震災のと

きに被害を受けた人たちを受け入れるために、箱

根につくったのがバラックの始まりらしいんで

すね。そのときにバラックという言葉が、取りあ

えずの住まいを指す言葉として広まった。そのバ

ラックという考え方、「仮の住まい」という以上

の当座の住まいという考え方、それは今度の大震

災に至るまで変わらないんですね。リペアラブル

な､知恵を活かす住まい方、暮らし方が社会的に

尋ねられないのはどうしてかなと思う。 

この間、日本に来ていたシンディ・ローパーさ

んが、壊れたけれど残った被災地のアップライト

ピアノを自分で買い取って修繕して、それを元の

小学校に寄付したというニュースを読んだんで

す。そしたら、感謝の言葉の中に、「アップライ

トピアノなんかじゃなくて、素晴らしいグランド

ピアノでシンディ・ローパーさんに歌ってもらい

たい」というのがあった。でも、何だかそれはち

ょっと違うんじゃないか。アップライトピアノ、

物の持っているなつかしさというのが、もう日本

人にはないのだろうかと思ったんです。 

「おじいちゃんの古時計」という歌がはやりま

した。古い床置き時計というのは、今のデジタル

時計に到底及ばない。しかし、なつかしい時間を

いまに伝える時計です。それと同じで、アメリカ

でも、アップライトという古いピアノは、立派な

グランドピアノにない、自分たちの生きてきた証

しとしてのなつかしさを持ったピアノなんです。

やっぱり、なつかしさというものの価値をもう本

当に感得できなくなった。いっそないほうがいい

というふうに、人の気持ちがなってきてしまった

のかなと。 

それが、一番忘れられてしまうことなので、そ

うではなく、自分たちが使っていたものを、直し

ていくというようなこと。あるいは、そういうの

をどうにかして取り戻していくということが大

事なんじゃないでしょうか。いろいろなことの中

ですごく考えるのは、全部何もかも新しいものに

取り替えれば何かができる、何かが実現されると

いうふうに、わたしは考えないんです。 
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とても身近な話なんですが、この 1カ月の間に、

私のところの通りにある街路樹が全部切られて

しまったのです。エンジュの木だったんですけれ

ども、新しく別の若い木が植えられた。「大きく

なったので、倒れるから危険なので、ここは避難

道路なので植え替えました」と。 

私が疑問に思っているのは、日本で公園なんか

を造るときでも、何々を一色に染めるというのが

美の基準になっているように思うんですね。例え

ばチューリップならチューリップばかり、という

ふうに。それは違うんじゃないかというふうにい

つも思うんですね。ソメイヨシノならば、他の桜

の木を全部切るとか。私の家の近くの空き地に、

後まで残っていたヤマザクラの木が 3 本ぐら

いあったんですね、それもあっという間に切られ

て、いま何になったかと言うと、コンビニになっ

ちゃったんです。ヤマザクラというのは、他と全

然違う桜だったんです。コンビニには木が一本も

ない。代わりに桜の写真がある。でも、それはち

ょっと違うと。 

風景によって生かされている 

やっぱり風景を壊す復興、何もかも新しくして

というのは、何か間違えている。風景を取り戻さ

ないと記憶というのは残らない、というのが私の

考えなんです。 

この間、福島市に行きました。福島市というの

は、京都の吉田山と同じように、街の真ん中に信

夫山という山がある。街の真ん中にあるんです。

街の様子こそいまはものすごい街路改革をして

変わってしまったけれども、まだ、街なかにその

山がある。自分の高校を出て福島を離れてから

50 年ぐらいたって行った人間にとって、変わら

ないものというのは、本当に啄木の言ったとおり

なんですね。「ふるさとの山に向かいて言うこと

なし」、山は変わらない。建物も木もみんな変わ

ってしまったけれども、ああ、山は変わらないん

だと。昔の漢詩の時代から、山は自分のふるさと

の象徴だと。日本の歌もそうですが、山と川で表

現しているのは、変わらないものがそこにある、

ということなんだということを本当に実感する。 

そういう風景によって生かされているという

歴史を残さないと、そういう残し方を考えていか

ないと、記録や映像だけでは体験というのは伝わ

っていかないというふうに思うんですね。 

いま、東京の場合ですと、高尾山に登ってずう

っと行くと、上のほうに、ものすごく石碑がいっ

ぱい立っているんです。その石碑は何かというと、

ここにスギを何本植えたという石碑。それは戦争

中のときに寄進しているんです。いま、みんなそ

のスギの花粉症で泣いているけれども、風景を変

えてしまったんですね。いいと思ってしたに違い

はないだろうけれども、風景に手を付けたものは、

変な言い方ですが、必ず復讐されるというふうに、

やっぱり思いますね。 

植物が一番生える国に育っていながら、私はど

うしても、それが日本人の中から消えていくのは

不思議な気がするんです。川もそうなんですね。

島国ということは、川を源から河口まで持ってい

る国ということなんです。ドナウ川なんか考えて

みれば、あれはどこかの国の川とは言えない。で

も、日本の川は違います。 上川なんて、水源か

ら河口まで、全部自分の県にある。そういう山と

か川とかというものを変わらないものとして持

っている。国としての風景の持っている意味、そ

して、そのなつかしさというものの価値を取り戻

すということが、今度の震災で考えられなくては

いけないことじゃないかなと思うんですね。 

いま桜の季節はもう終わりますけど、隅田川に

行って、昔ながらの岸辺で桜を楽しもうとすると、

ものすごいコンクリートで遮られて見えなくな

ってしまっている。何だか変だなという気がする。

もっとそうじゃなくて、やっぱり風景と共存して

いくということを考える中で体験が受け継がれ

ていかないといけないんじゃないかなというふ

うに思いますけどね。 

≪質疑応答≫ 

司会 この際、長田さんに話を聞いてみたいと

いう会場の方のご希望があれば、いかがでしょう

か。どうぞ。 

 

質問 ご案内をいただいたと同時に、私は即座

に下の書店に参りまして、この本を求めました。

まず表題に魅せられましたよ、『なつかしい時間』。

それから、ＮＨＫの「視点・論点」で活躍された。 

実は、草野心平は私の身内なんです。偶然です

が一昨日、草野心平記念館からご案内状をもらい

ました。大変立派な記念館ができた。私はそれを

見て、即座に思いました。子どもたちをあの記念

館に呼んだらいいのではないかなということで

すが、そのすべが施されていません。やはりふる

さとですよ。ふるさとのなつかしさです。この本

をベースにして、きょうのお話を世に広めたいと

思います。 
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司会 激励の言葉をどうもありがとうござい

ました。 

子どもの話がちょっと出ましたけれども、長田

さん、 後に、未来の世代に何か、何を残してお

くべきか、その辺はいかがですか。 

教えることがうまくいかない日本 

長田 海外子女教育振興財団というのがあっ

て、そこで海外子女文芸作品コンクールというの

が毎年行われるんです。1年に一度、詩だけで大

体 4,000 編近く寄せられる。それを選ぶというの

を 1人でやってきたんですね。それもまさにこの

『なつかしい時間』を始めたころからいままでず

うっと続いてやっているんですね。その中から

50 編、選んだものが今度本になるんですが、そ

れをまとめる仕事をしていて気が付いたのは、日

本の子どもたちの場合には当然のことなんです

けれども、つまりほとんどが技術者たちの家庭な

んです。どこで高速道路を造るとか、どこで高速

汽車を造るとか、その他いろいろな、もちろん新

聞社の特派員のお子さんなんかも含めて、海外に

行って学校に通っている。現地校に行ったり、そ

れから日本人学校に行ったり。 

そうすると、絶対的に必要なことは、子どもに

親が教育をしなければいけない。その中には、例

えば現地で生まれて、あちこち移って、いま高校

を卒業するとき、あるいは中学を卒業するときに

なっても、まだ一回も帰ったことがないという子

どももいる。そういうときに、学校で教えると同

時に、学校以上に教えなければいけないというか、

それを担っているのは、徹頭徹尾母親なんですね。

父親は仕事で忙しいので、母親が日本語を教える。

ずうっとやっていて、どんどん違ってきまして、

国際結婚が非常に増えてきて、そうすると、母親

は日本人で、父親がその土地の人だったりすると

いうことになると、今度は子どもが、自分の父親

に日本語を教えるんですね。 

日本と違って、日本にいると自然に覚えること

を、そこでは、ある意味で人工的に環境をつくら

なければいけない。教えるということが非常に重

要。つまり教えることがなかったら、伝えること

はできない。 

ところが、日本はいま、教えるということがう

まくいかない。「それだけ言ってわからないのか」

と言ってガンガンということになっちゃうし、そ

れが間違っているとなると、今度は逆に教えるこ

とにビビってしまう。子どもに対する教え方とい

うのが、それぞれの日々のあり方の中で、教える

ということ。どういうふうに考えられて、どうい

うふうに伝えていくか。伝えるということは、教

えることでもある。その教え方というのはどうい

うことか。 

例えば、政治の場に持ち出されると、教えると

いうのは、とかく制度の問題にされてしまうけれ

ども、そうではなくて、もっと簡単に言えば、一

番効果的な教育というのは、たぶん誰でも知って

いるように、本当は言わず語らずのうちに伝わっ

ていく、伝えられていくことが本来の教育という

ものだろうと思うのです。その言わず語らずのう

ちに伝わる「門」がない。「門」というのは「門

前の小僧習わぬ経を読む」の「門」。その「門」

はどこにあるかということをよくよく考えない

といけないんじゃないかなと思うんですね。 

その意味で、大事にしたいのは風景です。とい

うのは、風景というのはそこにあるもの、動かな

いんです。したがって、風景に近づいていくこと

で、できるだけ風景を見に行くという経験を身に

つけることが一番大事なんじゃないかと。 

香川の人と話していて、気付いたことがありま

す。香川の人は、私が持つ「山」という言葉のイ

メージと、「山」のイメージが全然違うんですね。

東北の、特に福島と山形をつなぐ山というのは、

全部連峰だけれども、香川は、讃岐富士。山とい

うのは独立峰なんです。山と山が、全然違う。同

じ「山」という言葉でしゃべっていても、意味し

ているものが全然違う。 

人間は風景という大きな家の子どもなんだと

思っています。ですから、自分の親であるような

風景をどう見つけて、どう見詰めるか、そのこと

を知るということが、たぶんとても大事なことな

んじゃないでしょうか。 

 

司会 お約束の時間も過ぎました。非常にゆっ 

たりとしたいい時間を過ごせたように思います。

本日は、どうもありがとうございました。 

（文責・編集部） 


