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文・写真

上曽

健一郎（うわそ・けんいちろう）

建築設計事務所、出版社などを経て、
現在、新橋の〈Gallery TEN〉亭主。

クララ・ヴィークは大きな障害を乗り

ラ自身が充分に認識していた。二人の

越えて、長い間、相愛の仲だったロベ

関係は、クララがブラームスに対して

ルト・シューマンと結ばれたが、その生

だけは Sie ではなく Du と呼ぶことを許

涯は苦難の連続だった。

していたことに象徴される。

子煩悩だったロベルトは、８人の子

彼女は独占欲が強く、誰よりも速く

クララ・シューマンは、作曲家として

去る前に他界している。生涯を通じて

どもを遺して病死する（最近の研究で

ブラームスの新作のピアノ譜を読むこ

の才能もあったが、ピアノ協奏曲、ピア

シューマンの優れた作品の紹介に力を

は、梅毒だったのではないかといわれ

とを望み、ブラームスがアガーテ・フォ

ノ三重奏など以外は、練習曲を除いて

尽くした。晩年は、シューマンの作品集

ている）
。若くして未亡人となった彼女

ン・ジーボルトと婚約すると少なからず

あまり多くを遺していない。

の出版に全力を注ぎ込み、その内容に

には、幸いにして父親によって鍛え上

嫉妬した。結局、この婚約は破棄され

同時代のピアニストとしては、リスト

ついて意見を違えたブラームスともけ

げられたピアノの才能があった。また、

るのだが、クララはそうなるとそうなっ

の才能を認めながらも「たたきつける

んかになったほどだった。彼女は 76 歳

ブラームスやキルヒナーといった友人

たで、アガーテに対して後ろめたい気

ような弾き方」を評価せず、むしろショ

で没したので、当時の人としては天寿

持ちでいっぱいになったという。

パンの情感あふれる演奏を高く評価し

を全うしたといえる。

たちも惜しみなく彼女を支え、彼女自

て、互いの楽譜を交換し合った。

身、それによく応えてヨーロッパ各地を
演奏して歩いた。

て、次のように日記にしたためている。
クララとブラームスの関係について
は、たいへん複雑で余人が想像できる
ような仲ではなかったそうだ。
ブラームスは、この恩人の妻を最大
限に支援し、おそらくは女性として愛
しながら、最も親しい友人として接し
続けた。そうした誠実な態度は、クララ
に彼に対する大きな信頼をもたらした
のだろう。
未亡人としては、付き合い方が常識
を超えていることは、保守的だったクラ

36

いまこのクララの曲を聴くとき、激し

クララは、子どもたちへの遺言とし

子どもたちよ、私は彼ほど愛した友
人はほかにいない。…母の言葉を
信じ、私の愛情を軽々しく非難し、
私たちの関係を噂する人々のよこし
まな心に耳を傾けないで。彼らは所
詮理解もできず、そうしようともし
ない路傍の人々なのだから。

クララは、シューマン亡き後、家族を
支えるため懸命に奮闘したが、彼らの

い荒波に立ち向かった彼女の人生が、
遠く偲ばれるのである。

子どもたちのうち半数は、クララが世を

彼女はシューマンに対して誠実で
あったが、それ以上に子どもたちに対
して誠実であった。それを考えると、こ
の言葉は真実であろう。
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先日の台風24号の通過した 10 月1 日、庭に出てみると
梅の木が根元から折れていました。樹齢100年を超す老
木でしたが、毎年他の梅が散ろうかとするころにゆっく
りと花を咲かせ、実をつけていました。大きく皮も果肉
も厚く硬いため梅干向きではない実でしたが、何回か梅
干しづくりに挑戦しました。幹は空洞となり支柱で支え
られていたのですが、まさか折れてしまうとは……。庭
の隅であったのと、倒れた向きがよかったので隣家にも
自宅にも被害はなかったのが何よりでした。各地の被害
を見るにつけ、これまでにない強風だったのだと実感し
ました。玄関脇に楠の大木が立っていますが、こちらも
老木ですが、台風に負けずに生き延びてくれることを願
います。
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小林博士のがん光免疫療法

Haradaの

小林博士の治療法もまた、既存の治療法の常識を
超えるものです。
がん細胞だけにくっつく抗体タンパク質に、赤外

科学教室
第11回

線に反応するIR700という物質を結合させます。こ

2018年のノーベル生理学医学賞を受賞した本庶佑博士らの免疫チェックポイント阻害薬
に並んで、がんの画期的な治療法として注目を集めているのが、小林久隆博士のがん光免
疫療法です。今回は二つの治療法の仕組みの違いを比較してみましょう。

免疫T細胞

攻撃停止

がん細胞

がん細胞は免疫のブレーキを悪用して
攻撃を逃れている
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ブレーキに蓋をして
働かなくする

免疫T細胞

既存の抗がん剤は健康な細胞にもダメージを与え
るのに対し、この治療法はがん細胞だけを強力に攻

体を作り出し、仮に転移があっても転移がんに対抗

ノーベル賞を受賞した免疫チェックポイント阻
害薬は、免疫細胞に備わるブレーキに取り付い
て、がん細胞が免疫にブレーキをかけられなくする
本文 12Q もしくは 8.5pt 以上
ものです。
これまでのがん治療の、手術でがん細胞を取り
除き、放射線で焼き殺し、生き残りを抗がん剤で
抑え込もうという考えとは全く違います。その人の
持つ免疫細胞の力を解放して、がん細胞を攻撃さ
せる仕組みなので、適応する患者さんには劇的な
本庶佑
効果を発揮します。
（1942～）京都府出身
一方で、全てのがんに効くわけではないこと、免
疫が強まりすぎて人によっては重大な副作用が出 免疫細胞の働きにブレーキをかける物
質を発見し、画期的ながん治療薬を開
ることが、今後の課題です。
発。2018年ノーベル生理学医学賞。
攻撃を止める 敵じゃ
ないよ
ブレーキ

形・発熱してがん細胞を破壊します。

撃できるのが画期的です。しかも、破壊されたがん
細胞から放出される抗原を体内の免疫が記憶して抗

本庶博士の免疫チェックポイント阻害薬

免疫チェックポイント阻害薬の仕組み

れを注射すると、がん細胞の表面にくっつきます。
そこをめがけて赤外線を照射すると、IR700は変

攻撃再開

止められない

がん細胞

ブレーキをかけられないように蓋をすることで
免疫T細胞ががん細胞への攻撃を再開する

小林久隆

（1961～）兵庫県出身

光免疫療法が2012年のオバマ米大
統領の一般教書演説で言及されるほ
ど注目と期待を集めている。
米国立衛生研究所主任研究員。

することができるといいます。
異例のスピードで臨床治験も始まっているのは、
非常にシンプルかつ有効なアイデアだからです。
予想外の問題が発生しなければ、注射と光の照射だけで多くのがんを治療でき
本文 12Q もしくは 8.5pt 以上
るようになりますから、ノーベル賞の可能性はかなり高いでしょう。
がん光免疫療法の仕組み
IR700

抗体タンパク質
抗体タンパク質も
がん治療薬の一種だが、
IR700を運ぶために使う

注射すると血流に乗って
全身を回り、がん細胞に
くっつく

体外から赤外線を照射すると、
IR700が発熱してがん細胞を
破壊する。さらに、がん細胞の
成分が免疫を活性化させる

地道な基礎研究から花開いた人類への貢献
どちらの治療法も、長い年月をかけて発展してきた基礎研究の成果が、ついに人
命を救うまでに花開いた、見事な成果です。
特にがん光免疫療法は、言われてみれば誰でも納得できる方法ですが、これを思
いついて、実現するのは並大抵のことではありません。
かなり近い将来に、「平成時代まではがんは不治の病だったんだよ」と子供達に
教える時が来るかもしれません。
今後の治験の成功と普及に期待しましょう。
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中国の 太陰太陽暦

太陰太陽暦について、中国で今から四千年も前

即ち新月です。十月二十日になると秋の土用

に生み出された暦について書いてきました。自分の

の入りです。この土用が終わると（約19日間）

考えていること、思っていることが十分に皆様に伝

立冬になります。

わっていないのではないか、文章が下手クソで理解

いと思います。
以下の図の事柄はただその方面に行けば良
いということではありません。自分の星の最上

この様に暦は読み物です。もう平成三十一

に良い時にその方面に出掛けて一泊して温泉

されていないのではないか、など少し落ち込み気味

年神宮館運勢暦が書店の店頭に並んでいま

です。最終回にあたりちょっと暦のおさらいをして

す。元号が変わるわけですが、平成三十一年

おきましょう。

となっています。暦の表紙の裏の平成31年、

みが持つものだったようです。中国も日本も暦

に浸かるのが良いとされています。
この暦というものは昔はその国の支配者の

地球が太陽を回る公転を基準にするのが太陽暦

西暦2019年（平年）生年、納音、九星、干

により戦争をしたと伝えられています。徳川家

です。月が地球を回る公転を基準にするのが太陰

支年齢早見表を見ていただき、自分の生年月

康によって日本が平定され、戦いのない江戸

暦です。太陽暦では一年が約365.25日です。太

日を確認してください。

陰暦では１ケ月が約29.5日で12倍すると１年が約

昭和34年生、1959年 満60歳、平地木己

都筑石根

最終回

354日です。両者の間では１年に約11日程度のズ

亥、今年の誕生日が来て、満60歳・還暦とな

レが生じます。このズレを調整したのが太陰太陽暦

ります。この処の上を見てみると五黄土星と

です。

なっています。

現在ではこの太陰太陽暦を旧暦と呼んでいます。

時代になると、暦が一般に出廻るようになりま
した。それまでは一部の支配階級の人達だけ
が持つ指南書であったようです。
中国で発明（？）された暦即ち太陰太陽暦
について書いてきました。今振り返って読んで

この暦の本にはあなたの2019年の運勢が

かつては世界中で使用されていました。今でもイス

書いてあります。読むだけでも大変面白いの

ラム圏では旧暦を使用していますし、特に東南アジ

で是非お買い求めになり、読んでいただきた

みると実に稚拙で情けない文章を書いたもの
だと赤面の至りです。
長い間ありがとうございました。

ア圏ではグレゴリオ暦と併用しています。この太陰
太陽暦で最も正確な暦は1844年、渋川景佑らによ
り作成された天保暦です。しかし明治維新によって
1874年グレゴリオ暦即ち太陽暦の採用によりわず

●神宮館暦から分かる色々なこと
まず自分の星を見つけてください。

か30年の間使用されました。暦が占いと共用され
るようになると現在では九星気学という方面で重宝
されています。中国の人に会って誕生日を尋ねると
「どちらの誕生日？」と言われることがあります。家
族の内で「あなたの生まれた日は旧暦の○月○日

パートナーと仲良くなりたいと
思った時は自分の家を中心に北

自分の星とパート

の方面へ、その人と旅行する

ナーの星の相生は
良いですか？

ですヨ」と教えられていて「私は旧暦の○月○日」

新しく学問・事業など始
めたい時は東に旅行する

と堂々と答える人もいます。
現在の暦では「今日は何月何日だから会議の予
定がある」などと日々の時間の点のように考えてい
ます。旧暦に二十四節気があります。皆様も一度
「平
成三十年神宮館九星本暦」という本をお買い求め

お金持ちになりたいと
思ったら西に旅行する

ください。この暦になじんでいただくと世の中も生
活のリズムが変化することでしょう。
平成三十年の神宮館暦の十月を開いてみましょ
う。十月（大）神無月 十月八日寒露の節より月命

反対にパートナーと別れたい
時は、その人と南に旅行する

壬戌六白金星の月となっています。十月九日が朔
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さて今回のテーマは、
あまたいる「春秋戦国時代」
和らげてくれるポイントをご紹介します。ちなみに名
前の種類を大きく２つに分けると以下の通りです。

A

B

君主の名前

それ以外の
名前

GOO

D!!

素晴らしい君主につけられがちな名前

武・文・桓・穆
平諡

きょうしゅくだん

共叔段

へ逃げた「段」
という
「三男坊」です。…という
ように、文献上の表記はその人の出自や実績を

BAD

!!!!

ダメ評価の君主につけられがちな名前

ついています。やはり、優秀な君主はきちんと

桓公様〜

兄 弟を表す文字

長男

次男

三男

季

がついている５人のうち、
３人は上記の美諡が

がありますが、意味は以下の通りです。

叔

呼んだ
？

前回紹介した、
「春秋五覇」
。その中で諡号

弟を示す言葉として「孟」
「伯」
「仲」
「叔」
「季」

仲

煬・幽・暴・厲

示す言葉がついていることが多いのです。兄

伯
孟

秦の

はい？

鄭の

斉の

同名が いっぱい 、君主 の 名前

…「段」が本名

公に対し謀叛を起こすが失敗して「共」の国

懐・悼・哀・殤
悪諡

…三男坊

この人は鄭の国の皇族で、兄である鄭の荘

若くして死んだりした君主に
つけられがちな名前

ご し しょ

伍子胥

何？

名前がホント
ややこしいね

美諡

かんちゅう

ありません。
この名前を分解すると…。

…「共」という国に逃げた

諡号のいろいろ

管仲

斉の桓公
周の文王
晋の文侯

第 2回

諡号は大きく分けると
「美諡」
「
、平諡」
「
、悪
諡」の３つに分類されます。

共 叔 段

の登場人物の名前について、ややこしさを少しでも

四男
末っ子

評価された名前がついていますね。
「文」
とか「武」
とかが、つけられているから優
秀だったとは必ずしも言えませんが、少なくとも

ちょっと時代は違いますが、三国志に出てく

ひどい死に方をした人ではなさそうです。そし

る呉の孫策と孫権の兄弟。
この２人は「孫策伯

A は名前の種類が限られていて、
シンプルなので

て悪名をつけられた君主は逆にろくな死に方

符」
「孫権 仲謀」
。ほら、この２人にもちゃんと

すが、
困ったことに人気の「武公」や「桓公」などの名

じゃなかったんだろうと推測できます。
よっぽど

「伯＝長男」
「仲＝次男」
の文字が入っています。

前は色んな国の君主につけられているので、
国名と

のことが無い限り、おエラいさんにダメな名前、

セットで覚える必要があります。

なかなかつけられませんよね。

ちなみに、上のイラストのように「桓公」は生きてい
る時に家臣たちから「桓公様～」
と呼ばれていた訳
し ごう

ではありません。
○公や○王という名前は、
「諡号」
と
呼ばれるもので、君主が亡くなった後にその君主の
功績を称えてつけられた名前なのです。
諡号はその人の実績を反映した名前なので、その
君主がどんな人だったのか、多少想像することがで
きるのです。
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兄弟間での跡目争いが日常茶判事のこの時
代。
ここを捉えておくと、人間関係がわかりやす
くなるので、おさえておくことをおススメします。

家族構成がわかる!?
B の例の中に「共叔段」
という名前がありま
すが、
この人も実際そう呼ばれていたわけでは

故事
成語

伯父さん
叔父さん

登場人物の多さは半端ないこの時代。やや
こしさを全て解決できたわけではないですが、
名前の意味を理解していれば、少しは名前で
パニックは減らせるのではないでしょうか。

「伯父さん」と「叔父さん」の違いについてはご存知の方も多いと思いますが、
「伯父さん」
＝
「親の上の兄弟」で「叔父さん」
＝
「親の下の兄弟」を意味します。
この時代の「伯＝長男」
「叔＝三男」という呼び名から来ている言葉なのですね。
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中国語・中国文化体験 2018

2 8月9日
（木）晴 第２日目

サマーキャンプ

京劇など）を見ながらの昼食後専用バス（約
１時間）にて乔家大院へ。清代の個人の邸宅
で、西太后が北京から西安に逃れたときに宿
泊した施設であり、
また映画監督张艺谋の「大
红灯笼高高挂」やCCTV時代ドラマのロケ地

in北京・大同・太原に参加して

でもあり中国人に人気の場所である。

荻野 眞

1 8月8日
（水）晴 第１日目
午前７時、参加者12名と孔子学院スタッフ
２名（金さん・桜井さん）計14名、時間通り
に羽田空港国際線インフォメーションセン
ター前に集合。自己紹介後、全員で搭乗手続
き。当日はノロノロ台風14号が関東地方に接
近で危ぶまれたが午前便には影響なしで一安
心。出 発 はJL021便09:05北 京 行 き。搭 乗 手
続き後は自由行動で出発30分前までに出国
手続きを終えて搭乗口に集合となる。小生は
朝食後出国手続きを終え、８時20分頃に搭乗
口待合室に着くや否や突然のアナンスが「お
客様に申し上げます。ただいま北京空港悪天
候により飛行制限が出ており出発を見合わせ
ております。詳細につきましては９時30分ご
ろに発表いたします」
。その後「飛行ルート
変更の許可を申請しております。もうしばら
くお待ちください」と。
我々一行は、北京到着後専用バスにて北京
西駅に行き、16時58分発の高速鉄道を予約
（北京西駅～太原約３時間）しており、果た
して間に合うかどうか？
「飛行ルート変更の許可が下り、ただいまか
ら搭乗開始をいたします」と約90分遅れて離
陸。通常ルートは韓国ソウル上空から北京空
港が、今回はロシアハバロフスク上空から北
京に変更されたと客室乗務員がそっと私に教
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えてくれた。
「機長も初めてなので緊張して
おり私たちも緊張しています」と。小生「私
たちも高速鉄道に間に合うか心配していま
す」と。北京到着後入国手続きを終えた時は
14時30分を過ぎていた。
「よかった間に合う」
と一同胸をなでおろす。
北京空港では熊老師と旦那さん（陽気なト
ルコ人）が私たちを出迎えてくれまして、一
行16名の旅行団となりました。熊老師から各
自に乗車券が渡されましたが、見てびっくり、
何と乗車券に氏名とパスポート番号が印字さ
れていました。

朝食後専用バス（約２時間）にて古都平遥
（世界遺産）へ。
古都平遥は約2800年前の周の宣王時代に造
営され現在の城壁（高さ12m、全長6.2㎞）は
明代に築かれ、東西南北が1.5㎞ずつ正方形
になっている。現在もこの城壁内に多くの
人々が生活しており、まさにタイムスリップ
したのではないかと覚える。いつか機会があ
れば城壁内のホテルに宿泊し、ゆっくりと見
学したいと感じた。
城壁外のレストランでショー（歌・踊り・

夕方太原に戻り夕食後ホテルへ。第２日目
終了。ここで一つ、駐車場でふと見つけた乗
用車のナンバープレについて。漢字とアル
ファベットと数字が記載されていますが、わ
かりにくい漢字がありました。
晋（山西省）
、鲁（広東省）
、粤（山東省）
、
で「冀」を見たとき一瞬「糞」と見間違いそ
うになりました。すみません河北省の皆さ
ん！ またお食事中の皆さん！

3 8月10日
（金）晴 第３日目
朝食後専用バス（約3.5時間）で北上、山
西省应县へ。
昼食後、約千年前に建立された中国現存唯
一的木结构佛塔を見学。以前は最上階まで見
学可能であったが現在は１階のみでちょっと

北京西駅入場の際はパスポート、乗車券と
手荷物検査後乗車。快適な高速鉄道３時間で
終点太原到着。夕食後ホテルへ。は～い、皆
さん、お疲れさまでした！
第１日目終了。

がっかり。
現在、世界遺産登録準備中で、法
隆寺の五重塔と優劣つけがたいの
ではないかと思われた。近くで農
家の人がニンニクを売っていた。
一束10元（めちゃめちゃ安い）
。

次ページへ
続く➡➡➡
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たのでもう一度行きたいと思っております。
見学終了後、大同駅前のレストランで早め

熊老師夫婦が一束購入していました。
その後断崖絶壁に建立された悬空寺へ移動（約１時間）
。
見学通路から登りたいとは思ったが大勢の中国人観光
客が列を作って並んでおり見学終了まで２時間以上かか
ると言われ断腸の思いで断念した。
大同市に移動（約２時間）
。ホテルにて夕食。
夕食後、
町に買い物へ
（阿部通子氏写真提供）
。
店のマス
ター
（右端）
とみなさん讨价还价。
お土産購入後ホテルへ。第３日目終了。

4 8月11日
（土）雨／曇 第４日目
朝食後、今回のメイ
ンイベントであろうと
いっても過言でない云
岗 石窟
（世界遺産）
へ移
動（30分）
。雨の降るな
かであったが、一度は
ぜひ見学したいと思っ
ていた石窟。その偉大
さに感激。この石窟を
見ただけでも参加して
よかったと思っていま
す。いやいや実にすば
らしい‼ 360度撮影可
能のカメラで天井まで
しっかりと写しました。
時間がなかったのです
べては見学できなかっ
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印字されていましたが、乗り合わせた中国人
も同様に氏名＆身分証番号が印字されていま

の昼食。昼食後大同発13:26K42号卧 铺 で北
京に（約６時間半）
。道中、少しは横にはな
りましたが、乗り合わせた中国人一家（両親・

した。

子供・祖母）や子供を両親に預け里帰りから
北京に戻る36歳の母親（内モンゴル人）と話
す機会もあり、和やかなうちに北京到着。
今回の乗車券にも氏名＆パスポート番号が

好吃！
夕食後北京航空大学ホテルへ。第４日目終
了。

北京到着後レストランにて夕食。
待望の北京ダックが提供されました。非常

5 8月12日
（日）曇／晴 最終日
朝食後、大学構内を散歩する人、荷物を整
理する人など。10時に専用バスにてショッピ
ングモールに。途中、北京語言大学で構内書
店に立ち寄る組といったん別れる。小生書店
組へ。書店に入ると孔子学院で使用している
HSK教 科 書 が ず ら り と 並 ん で お り 壮 観 で
あった。日本を含む諸外国からの留学生が多
いので当然かもしれない。いろいろな本を購
入した人も多く、重くないのかなと思ったり
した。小生、川端康成の「雪国」の中国語訳
本購入、値段32元。
ショッピングモールで昼食後専用バスにて
北京空港へ。
北京空港ではスタッフの金さんとお別れ、
一路東京へ。
皆さんお疲れさまでした。機会がありまし
たらまたご一緒したいです。
スタッフの金さん・桜井さん、非常感謝！

●総括
今回の旅行は、個人では手配しにくいところで、しかも世界遺産が二つも組み
込まれていました。途中日本人に会うこともなく、しかも西洋人も殆ど会うこと
はありませんでした（ただし北京市内は別です）
。得難い貴重な体験をしたと思っ
ています。また寝台車での移動も私にとっては何十年ぶりで、現地の人と触れ合
えて大変楽しかったです。
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中学生になってからは、
「コジコジ」にはまりました。
友人と、いかに「コジコジ」がおもしろいか熱心に語り合い、声真似をしたりして遊
びました。授業中にまわってきた「絵しりとり」や、教室に掲示するなにかの創作物
には、絵のうまい友人がよくコジコジのキャラクターを描いていました。
担任教師へ提出していた日記には、コジコジの名言をひとことずつ書い
ていました。
掃除の時間に、絵のうまい友人がふざけて黒板に描き上げた「コ
ジコジとドラえもん」という壮大な作品にとても感動してし
まい、教師に消さないように懇願した結果、消さずに残し
てくれてしばらくそのままだったこともありました。
さくらももこさんの訃報を聞いたとき、まるで、子
幼少時代を過ごした実家の本棚には、さくらももこ
の本がたくさん並んでいました。本の並びを思い出せ
るくらい、この光景は記憶のなかに刻まれています。私が好
きだったのは特に、
『もものかんづめ』
『さるのこしかけ』
『たいのおかしら』という初期のエッセイで、何度

ども時代の一部がなくなってしまったかような喪失感が
ありました。
私の性格や、おもしろいものの判断基準に大きな影響を与えて
くれたさくらももこさん。これからも、ますます多くの
人に作品を読んでほしいです。

も読み返しては笑ったり感動したりしていました。
母が顔のパックをしながらさくらももこのエッセイを読
んでいたり、日曜の夜に姉とテレビアニメの「ちびまる子
ちゃん」を観ながら翌日に提出する小学校の宿題をしたり、
家族でまる子やお姉ちゃん、おじいさんの口調や言いまわしを
真似てみたりと、子ども時代の思い出にはいつもさくらももこの
作品がありました。
「ちびまる子ちゃん」のズルさや少し腹黒い部分を見て、
「自分は周りの子達のように
素直でない部分もあるけどこれでいいんだ」と自分自身を肯定することができました。
毒の部分のおもしろさを表現することや、鋭い観察眼など、見習っていこうと思いま
した。
エッセイを読んで、「こんな風に自分のことをおもしろおかしくネタにできたらどん
なことでも乗り越えていけるんだ」と思いました。文章を書いて自分を表現すること
のおもしろさは、さくらももこから学びました。
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なんでも

て
書いていいっ

ないか！
ゃ
じ
た
っ
第２回
言
足元を固めろ

三輪しののい

靴が好きである。カッカッと踵から弾き

がって恥ずかしい奴、といった意味。言わ

出される音が好きである。スニーカーは音

れると最大の屈辱）なんてからかわれるの

を立てない。ゆえに僕が言うのはヒール部

が目に見えていたからである。

「足」が出るほど欲しかったが、品薄でモ

ンズのギタリストであるキース・リチャー

ノ自体がなかったし、見つけても倍以上の

ズがヒーローだった。バンドも組んだし、

プライスが貼られ、しかも偽物が多く出

小さなレコーディング機材を手に入れて多

回っていたので真贋不明という始末。泣く

重録音もしていた。お昼の校内放送で自演

泣く憧れだけで終わった。

の曲を流したこともあるし、クラスの女子

いまの若い人にはピンとこないかもしれ

に頼まれて赤面必至のポエムに曲をつけて

ないけれど、90年代はレッド・ウィング

あげたことも何度かある。
（みんな「友達

のほか、ナイキの「エアジョーダン」や「エ

が書いたの」と言っていたけれど、本人が

アマックス」といったスポーツシューズの

書いたに違いない）

人気もすごく、見せびらかすように履こう

さて、大学進学が決まった春休み、いつ

ものなら学校では盗まれ、街では襲撃され

も立ち寄るセレクトショップに、黒いサイド

るといったことが度々起こった。ひどい話

ゴアブーツが置いてあるのが目に入った。

だ が、そ れ ほ ど 靴 と い う も の に 時 代 が

「キースのみたいだ！」
と手にしたブーツ

フォーカスしていたのである。

は、靴の聖地と呼ばれるイギリスはノーサ

いよいよ大学も卒業に向かい、サークル

分のある革靴のことである。ビジネスの顔

スタジオに着いて僕の靴に気付いた母は

ンプトンで作られた正真正銘のブーツだっ

も終わってバンドも解散してしまうと、サ

をしたもの、雨や雪をものともしないブー

さすがに怒った。父も「なんだその靴」と

た。サイズが大きすぎたけれど、
くるぶしを

イドゴアブーツとの蜜月も解消に近づい

ツ。安い靴は買わない。相応の値がついた

あきれた表情を見せた。店の人はそんな我

覆うので脱げることはないし、高校生にし

た。レッド・ウィングのブームも去り、ほ

ものを大切に履く。

が家に苦笑していた。だがもう遅い。履き

ては高価だったけれど、進学記念に貰った

どなくして、小学生の頃にあれほど嫌がっ

替えに戻るわけにはいかないのだ。僕はそ

お金があったので思い切って購入した。

ていたローファーが懐かしくなり、リーガ

どこかの国の言い伝えにある。良い靴は

のアシッ〇スで両親と妹と、三脚のついた

革靴生活の始まりである。

ルのものを履くようになった。雨には少し

そうは言っても、小学生の頃は革靴なん

カメラの前に立った。いまでは、みんなに

入学して間もなく軽音サークルに入り、

弱いが、流行り廃りのないローファーはや

て大嫌いだった。母親の実家に帰省すると

悪いことをしたと思っている。
（注：アシッ

髪を伸ばしてそのブーツの踵を打ち鳴らし

き、ローファーを履かされるのが嫌でしょ

〇スに罪はありません）

良い場所へ連れて行ってくれるのだ。

はり素晴らしい。

ながらギターのリズムを刻んだ。細みのパ

ゼロ年代に入るとイタリアファッション

その後、中学・高校とコンバースのハイ

ンツにも、ブーツカットデニムにもしっく

の流行が起こって、どの靴売場にもつま先

「いつもの運動靴でいいじゃないか！ 足が

カットを履いていたけれど、高校３年生に

りはまった。雨が靴の中にしみこむことは

の長いロングノーズと呼ばれる革靴が並べ

大きくなったからきつくて痛いよ」

なると、ミリタリーファッションの流行も

ないし、パンツの裾を引きずることもない。

られた。僕も履いたけれど、職場の同僚と

あり、フランス軍に納入していたパラディ

僕はすっかり革靴が気に入った。

足並みを揃えるため時流に乗っていただけ

うがなかった。

必死に言い訳的主張をしたものの聞き入
れられず。国鉄時代、特急の終着駅まで乗

ウムというメーカーの靴が好きになった。

るのはそれなりのイベントだし、成長した

ハイカットの黒いキャンバス地のアッパー
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れた）の日々に、じわじわと入り込んでき

そんな自分の足元を見つめ直すきっかけ

我が子を泥んこの靴で両親に会わせるわけ

と、溝の入ったゴツいラバーソールという、

た新たな革靴への興味が、レッド・ウィン

を作ってくれたのは、名優スティーヴ・マッ

にはいかないのだ。

スニーカー＋ブーツ的な組み合わせがクー

グというアメリカブランドのブーツであ

クィーンを表紙にしたとある雑誌だった。

ルだった。

る。通常の赤茶色の代わりに、黒色のアッ

なんとはなしにマックィーンのDVDを借り

しかし、妹の七五三のとき、写真屋さん
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ターばかり弾いていた。ローリング・ストー

そんなサイドゴアブーツ（茶色も手に入

で、特段思い入れというものはなかった。

で記念撮影をする際についに僕はやっての

このパラディウム、一時期市場から消え

パーをつけた日本企画と言われるそのモデ

た結果、そのクールさと危なっかしさにや

けた。どさくさに紛れて、用意されたロー

たが、いまではバリエーションも豊かにな

ル（RW-8179）は、
ヒール部分のないクリー

られ、マイブーム真っ只中だったため、ど

ファーを押しのけ、何食わぬ顔でお気に入

り簡単に手に入る。だがもうフランス製で

ム色のソールとのコントラストが魅力的で

ストライクとばかりにレジに向かった。そ

りのアシッ〇スを履いて写真屋さんへと向

はない。ちなみにコンバースもアメリカ製

爆発的に人気が出た。

の号にはマックィーン特集のほかに、靴の

かったのだ。というのも、写真屋さんは、

ではない。

芸能人の足元を飾り、どの雑誌にも取り

特集も組まれていた。サイドゴアブーツや

僕の通う庶民的な市立小学校の通学路にあ

そんな高校時代、スウィンギング・ロン

上げられ、街で履いていると怖そうなオニ

レッド・ウィング、
すっかり過去のものとなっ

り、同級生に革靴を履いているのを見られ

ドンこと1960年代のロックミュージック

イサンに本当に取り上げられるという涙ぐ

ていたパラディウムまで載っている。ほか

ようものなら「スカしてるぅ～」（気取りや

を聴いていた僕は、勉強そっちのけでギ

ましい事件も起こった。もちろん喉から

のファッション・ライフスタイル情報誌とは
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異なり、男らしさを前面に打ち出すという

いに気にならなくなった。美的感覚の変化

編集スタイルに圧倒的な衝撃を受けた。

である。

僕は30代になっていたし、出版業界で

革靴はブラッシングやシューツリーを入

生き抜くために、そろそろ足元に付け込ま

れるなどの手入れをしていれば、長もちす

れることのない生き方を意識しなくてはな

るし、面構えも良くなって自分仕様の一足

らない。

になる。製法にもよるが、修理できるから

真っ先にレッド・ウィングの店へ向かい、

使い捨てるといったこともない。エコとい

その当時の最上位のモデルを手に入れた。

う面もあるが、それよりも自分の足を守っ

RW-8179に似たフォルムだが、革がより

てくれ、ともに歩む相棒として長く付き合

しなやかで黒いヒール部分があり、ブーツ

えるというのが最大の魅力だ。事実、いま

にしては上品な雰囲気がある。頑丈な作り

何足かあるうちの一足をオールソール交換

は言わずもがな、歩くと威厳のある音を立

に出している。

てた。

靴に対する愛着が生まれることによっ

連日レッド・ウィングで過ごしていたけ

て、足元に気を配り、足元を固め、結果と

れど、それだけでは仕事の幅を狭めてしま

して自分が向かおうとする先へと歩を進め

うおそれもある。シーンによって使い分け

ることになる。40代に突入して、ますま

るために、新たにビジネスの顔をした短靴

す革靴に対する思いは溢れている。

も手に入れた。こちらはイギリス製の靴で、
もちろんノーサンプトンで作られている。
ロングノーズに慣れてしまった目には「普

良い靴は良い場所へ連れて行ってくれる
のだ。
経験的に異論はない。

通」すぎる感じがぬぐえなかったが、しだ

出版の窓
愛読していたその雑誌は数年前に休刊になってしまった。
「廃刊」ではなく「休刊」とす
るのは、取得困難な商品番号である雑誌コード（裏表紙にある５桁の数字）を手放さない
ようにするためだ、といったようなことがネット上に書かれている。
しかし、出版科学研究所の 2006 年 11月 24 日のコラム（
「雑誌の「休刊」と「廃刊」
、何が
違う？」
）によれば、休刊した雑誌コードについて、
「共通雑誌コード管理センターで 2 年間
保留され、
その間もとの雑誌が復刊しなければ、
また別の新雑誌に再び使用される」とある。
（注：
「共通雑誌コード管理センター」は 2012 年の運営元移管により「雑誌コード管理セン
ター」と名称変更されている）
また、一般社団法人日本出版インフラセンター「雑誌コード使用規約」
（平成28年３月８
日制定）第９条には、
「休刊などの理由により、
雑誌コードを使用する予定がなくなった場合、
「休刊届」を当センターまで提出し、雑誌コードを返納し
なければならない」と明記されている。
著者プロフィール
いずれにしても、雑誌コードがずっと版元の手元に残
るというわけではなさそうだ。廃刊よりも休刊のほうが、
三輪しののい
雑誌の作り手にとっても愛読していた読者にとっても、
1976年生まれ。神奈川県出身。編集・
校閲プロダクションで、おもに校閲を
多少の慰めになるのは間違いのないところだろう。
担当。
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本日のおすすめ

本日のおすすめは東京都日野市にある多
摩動物公園「昆虫生体園」です。
多摩動物公園は、多摩丘陵の起伏に富んだ
50ha を超える広い敷地を
「アジア園」、
「オー
ストラリア園」、
「アフリカ園」
に区切り、狭
い柵に仕切られることなく「アリから象ま
で出会えるところ」のキャッチフレーズ通
り、300 種を超える動物がのびのびと飼育さ
れている動物園です。
中でもオーストラリア園の「コアラ」
、ア
ジア園の「オランウータン」は人気者ですね。
そして忘れてはいけないのは、本日のお
すすめ昆虫園に
ある「昆虫生体
園」です。
上から見ると
蝶が羽を広げた
ような形の温室は、一年を通して色とりど
りの蝶が放し飼いになっていて、その中を
散策できる施設になっています。

ここにいる蝶は人馴れしているのか、ヒ
ラヒラと平気で人に寄ってきては、またヒ
ラヒラと気まぐれに飛び去って行きます。
お腹が空くと花にとまり「お食事タイム」
。
飛びつかれると葉っぱにつかまり「お休み
タ イ ム」と 自 由
気ままにヒラヒ
ラしている蝶を
見 て い る と、最
初 は「わ ー ッ‼
蝶の楽園だワ
～」とテンション↑↑となるのですが、見て
いるうちに心癒されて、自分もヒラヒラし
ているような気分になってきます。
（欲を言
えば、座って観察できるベンチがあると「尚
良し！」なのですが…）
秋の冷たい風が吹き始めるこの季節。暖
かい温室の中で、蝶と一緒に心「ヒラヒラ」
してみませんか？

多摩動物公園 定休日：水曜日

開園時間：9:30 ～ 17:00
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見つけられないツチノコが

なかなかお気に入りを
ようやく巡り会えた
シナ

品をご紹介！

名古屋市

コンパル

名 古 屋 は 食 の 名 物 が た く さ ん あ り ま す ね。ひつま ぶ
し、
みそかつ、手羽 先、きしめん ……
そして、
エビフライ！
エビフラ イといえばエビフラ イサンド！ 今回のオスス
メは、喫 茶 店 文 化の名 古屋でも有 名 な老舗の喫 茶 店「コ
ンパル」のエビフライサンドです。

見た

存 在 感 抜 群のエビフラ イを豪 華に３本 並べ、エビフラ
イの 断 面 を 見 せる よ う に カット。う〜ん、迫 力！

カ ツ ソ ース と タ ル タ ルソ ース と一緒 に、ト ース ト し た パン

目 が とに か く 美 味 しそ う。薄 焼 きの玉子 焼 き とキャベツ、

で サン ド 。
エビフラ イ ならではのサク サク 感 とぷり ぷり 感 がたまらな
い。ソース、玉子、キャベツが一体 となる 美 味 しさ 分厚いエビ
…
フライサンドを頬張る幸せ。
（ あ あ、また食べたいなぁ …
）
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モーニンング 文 化のある 名 古屋。朝 から揚 げ 物は重いなあ …
と
思いつつ、いざ食べ始 めたらあ まりの美 味 しさにペロリ。昔 ながら
の喫 茶 店の雰囲 気 を味 わいつつ、名 古屋の朝にオススメです。

［大須本店］
名古屋市中区大須3-20-19
TEL:052-241-3883

コンパル

http://www.konparu.co.jp

今度また作るなら「ナムルとチャーシュー
サンド」
「鶏そぼろと焼き玉子サンド」とか…
具の組み合わせならいくらでも浮かびます。
毎日パンばっか食べているのが、こんなとこ
ろで役に立つとは！ もしも近い将来、調布
にコッペサンドの店が開店したら、きっと私
の店に間違いありません（笑）。

あなたに出会えてとってもシアワセ

人には添うてみよ店には入ってみよ。知人

たちとの集いで、西荻窪の「ササユリカフェ」
へ。幹事がお酒を飲まないとはいえ、夜なの
にカフェ～？ 半信半疑で向かいました。ド
アを開けると白が基調のゆったりとした空間。

ずっと避けててごめんねチリワイン

ヴィニヨンとシャルドネ

この日は雨で出られませんでしたが広々した

以外も探して飲んでみよ

テラス席も。まさに “西荻窪駅から徒歩 3 分

置いていない店では、迷わず日本酒を頼み

うっと。

の天空庭園” のキャッチコピー通りでした！

燗酒が恋しい季節になりました。ワインを

ます。たとえば新潟へ行ったら、新潟のお酒

チリはヨーロッパより

を楽しみたいですよね。私がフランス・イタ

も雨 量 が 少 なく日照 時

リア・スペインなどのワインを好んで飲むの

調布にコッペサンド新店 OPEN!?

ングリア」を頼んだら、え、デザート？な見

間 が 長く、地 形 が 南 北

惣菜入りも、ジャムをぬった甘いのも、どっ

は、訪ねた土地で作った「地酒」を求めて

に 細 長 い た め、ぶどう

ちも大好きコッペサンド。具をはさむコッペ

てて最高で、ついつい３杯も☆

いたのかと、今さらながら気づきました。

た目ですが、フルーツにワインがよ～くしみ

品種それぞれに適した

パンは、食パンと同じ生地を、切り分ける手

サングリアはパーティー限定メニューとのこ

チリやオーストラリアなど、生産の歴史が

気 候 が 存 在 するんで

間を省くため一食分ずつわけて焼いたのが始

とですが、フルーツマリネにフルーツカレー

まりの、日本で独自に進化したパンです。

比較的新しい国のワインを「新世界（ニュー

すって。ワインは単一品

ワールド）」と呼びますが、今まで進んで飲

種で造られることが多い

もうと思わなかったのは、訪ねる予定がない

らしく、ますます私好み。

とある休日、お弁当がわりに作ってみまし

からかも。でも、つ

ほどなくして、オーストラリアワインとも出

いに出会ってしまい

会いが。和食店にハウスワインとして置いて

サンド。といっても、近所のスーパーで買っ

ました。お気に入り

あった、ジェイコブス・クリーク「わ」
。“和

てきた惣菜と家にある野菜やチーズをはさん

のチリワインと。町

食がもっと美味しくなるワイン” をコンセプト

だだけですが。家人にも好評で、後日ふた

の中華屋さんにして

に、銀座の老舗寿司店と共同で“お魚”と“醤油”

たび♪ このときはパンが小さめだった

は珍しくメニューに

との相性を追求し開発したのだとか。白・赤

ので、オムレツ・ウインナー・ポテ

ワインがあって頼ん

両方あります。名前が覚えやすいし、明快な

サラと、メインを１種類ずつに。カッ

でみたら、安くて美

コンセプトも味も気に入りました。

プ焼きそばについてくる「からし

ワインの世界ではもちろん日本も “ニュー

など料理も独特で、天気のいい日にテラスで
ワインを飲みに、ぜひまた行きたいな。

た。上から「メンチカツとカボチャのサラダ」
「ビアソーセージとパルミジャーノ」のコッペ

味しくて見た目も素
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飲み放題メニューの「フルーツたっぷりサ

マヨネーズ」が余っていたりしま
せんか？ これをパンにぬって

敵！「デル・スール」

ワールド”。どんどん美味しくなってきている

の鳥絵シリーズ、写

日本ワインも、積極的に飲み比べたいと思い

から具をはさむと、味が決ま

真のカベルネ・ソー

ます。

りやすいですよ。
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腹ペコ学生を息子に持つ５０代親父の晩飯冒険譚

モリリンクエスト

第7回

暑い暑い夏も終わり、 過ごしやすい秋到来。

レトルトカレーは、 どんなものでもいいのです

半袖短パン大好きのモリリンも、 さすがに長袖

が、 卵を混ぜながら食べるので、 今回は中辛

シャツを引っ張り出してきました。 そして、 秋と

を用意しました。

いえばいろいろな味覚が楽しめる季節ですね。
そんな食欲の秋、 今回のモリリンクエストは、
「秋の味覚たっぷりで！」 といきたいところです
が、 今回も手抜きお手軽料理 （笑）。
最近のモリリン家の食卓ですが、 「今日、 ご
飯いらない！」とか「遅めの昼ごはんだったので、
少しでいい！」 などということが多くなってきまし
た。 そうすると、 炊いたご飯が余ってしまうんで
すよね。 そんなわけで、 今回は、 余ったご飯で
お手軽料理です。

レトルトで、○○軒風カレー
盛り付けられた混ぜ混ぜカレーの真ん中に満月
のようなピカピカの卵、 で有名なあの○○軒風
のカレーです。
具 材 は、レト
ルトカレー、玉

も理由のひとつ
なのですがね。

真ん中の卵
黄 を 崩 し て、
全体に混ぜて
食すのもよし、

ポテト入りミックスベジタブル

少しずつ混ぜ

まずはひき肉と玉ねぎの粗みじん切りを炒め

ながら味の変

ます。

化を楽しむの

お肉の色が変

もよしです。

わ っ て き た ら、
ミックスベジタ

！
いきなり番外編
余った卵白、どうする？

ブル投入です。

さぁ、カレー投入！

今回は、 カレー

ご飯と具材が

にじゃがいも！

馴染んできたら、

と い う こ と で、

いよいよカレー

卵すべてを

「ポテト入りミッ

投入です！ご飯

真ん中にポト

クスベジタブル」

や具材と一緒に

リし て もいい

を使いました。 スーパーで見つけて買っておい

炒めていくので、

のですが、 自

たのですが、 ここで大活躍です。 しかも、 具

カレーは温めて

分はカレーが

材が少し大きめなんです。 そこもお気に入りの

も、冷たいままで

冷たくなるの

ポイントですね。

もOK！ カ レ ー を

が嫌で、 卵黄

ねぎ、ひき肉、

ご飯が先か、カレーが先か

入れたら、 “おじや” を作るように、 グルグ

だけにしてい

卵、そしてモリ

ここでレトルトカレーを入れるか、 ご飯を入れ

ルグルグルかき混ぜてください。 どんどんか

ます。 では、 余った卵白は？といいうと、

リンクエスト伝

るか、 ですが、 自分はご飯先派 （ｗｗ）。 炒

き混ぜて、 ベッチャリ、 ねっとりしてきたら

カレー投入前のご飯に混ぜて炒めてしま

できあがり！

います。 無駄のないようにお料理したい

家の宝刀・ミッ

め飯を作って、 そこに残りカレーを入れるイメー

クスベジタブ

ジ。 仕上がりをペッチャリ （笑） させたいので、

お皿に盛り付けて、 真ん中を少し凹ませた

ル。

レトルトカレーの水分をあまり飛ばしたくないの

ら、 仕上げに卵の卵黄をポトリで完成です！
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ですもんね。
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