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坪田譲治先生、故郷を行く

本番組は、岡山出身の児童文
学者・坪田譲治から地域を学ぶ、
地域学習教材「坪田譲治の文学
と岡山」第２部の②「随筆」の
資料コンテンツです。
作品に登場する岡山を中心に、

坪田譲治文学の魅力を味わいま

譲治の岡山に対する思いを描き、

す。

着いたその日、直ぐ訪ねて行ったのが、私

の生家であります。私の作品を読まれている

人は知って居られると思います。「その村は

藁葺 わ(らぶき の)農家が二十ばかりで、どの
家にも柿の木が曲りくねった枝を空にさし上

随筆に書いているのです。

げていて・・・」そんなことを、私は小説に

自 分 で 作 家と 名 の る の も 、 遠 慮 の よ う で も

あ り ます 。 然 し
(か し
) 届 け な ど の 職 業 と いう
と こ ろ には 、 いつ も書 くこ とで す 。で 、先 月

）年

注 ： １ ９５ ６（昭 和
※
月）ば かり、故郷で ある岡山を訪ね

二 十四日 から 三 日 間 （

2

あります。

た 、そ の紀 行文 を こ れ から 書 こ うとす るので
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※出典：「田園まさに荒れんとす 岡山風土記」別冊小説新潮（昭和３０年５月号）
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私の生家は、昔のままと言いたいところで

然し話は早くすすめましょう。私たちは、
私のウチを写すと直ぐ、後楽園へ車を走らせ
ました。 中(略）昔は、鶴が何羽も、そここ
こを歩いていたのですが、それが今はスワン

くにあります。今、それがあるのか、ないの

百間先生の生家は、この後楽園の裏門の近

も淋しい一つであります。

に変り、それも一羽だけのスワンです。これ

かという荒れ方です。人が住んでみないわけ

すが、十年、人が住まなければ、こうもなる

でもないのですが、今は、七十幾つかになる

い後楽園にちがいありません。これで、この

か、私は知りませんが、先生にも、なつかし

い、百鬼園先生のことが心に浮かびました。

その頃を思い出すと、本誌の読者にも親し

を思い出しました。

れを食べ食べ、一日中走り廻って遊んだこと

足に、ここへお弁当の巻ずしをもって来てそ

十年近い昔、桜の花の盛りの頃、小学校の遠

それでも、私は方々を歩き廻り、やはり六

一日は終りました。

兄嫁が一人で、家を守っております。屋敷は

しております。 中(略）

し、私は家の風格を落されたようにフンガイ

いたのです。それを、私の兄がこんな風に直

さしてあばれたという、大戸なんかも立って

酔っぱらいのサムライが来て、カタナをつき

風の玄関だったのです。そこには、明治の前、

私の子供の頃、ここは土間を広く取った農家

と、読者が思われることです。昔、そうです。

の政治家、村会議員か、県会議員の家だ。」

のは、これを見ると、きっと、「これは田舎

また私として、文句もあるわけです。という

然しこの玄関には、幾分かの思い出もあり、

三百坪ですが、家が何坪あるかわかりません。
十四五の部屋に、二つの土蔵、その他という
ところです。 中(略）

童話などには、善太だの、三平だのという
子供が、田圃 た
(んぼ の)中の小溝を、手アミ
をもって、小鮒を追い廻して居ります。 中(
略）
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玄関へ入って行くと、昔の友達がもうスッ

「よく来てくれたね。」

てられ、別の本棚になっていました。少し恥

ここに来て見ると、「坪田文庫」と名札が立

童話の本を少しばかり寄附しました。それは、

中(略）この図書室は、この学校の六十周年記
念につくられたものだそうです。それで私も

そう挨拶しますと、

ずかしい気がしましたが、その寄附には、幼

カリ歳をとって、迎えてくれました。 中(略 )

からね、今日はムリでもやって来た。」

（ ※
ＮＨＫラジオ・明るい茶の間
「坪田譲治～この道 年」の録音テープより）

思い出話に花を咲かせた。

小学校時代の友人二人と、イタチを捕らえた

い頃の思い出もあるわけです。

「もうこの次に会えるか、どうか、わからん

そう言うのを聞くと、少しセンチと思いま
したが、やはり嬉しい気持はするのでした。

次の日は、石井小学校です。これは私の
行った小学校です。田圃の中にあって、床下
にイタチが巣をしていたといふ小学校だった

リ、田圃は町になっているわけです。

のです。 中(略） とにかく大きな学校に
なっていました。まわりだって、家でビッシ

35

いや、本というものが、こんなに面白いと

いうことを知らなかったとも言えましょう。

中(略 )とにかく、少年の頃、私が読みたく
て、読みたくてならなかった本を、今頃、自

んでもらおう。そういう心持ちであります。

分の出た小学校に送って、今の子供たちに読

十二三の時だったでしょうか。学校の本以

外の本を読み出した頃です。どこから借りて

達と二人で手にしたわけであります。面白く

来たのか、ロビンソン・クルーソーの本を友

て、面白くて、二人は十分か、二十分で、交

世の中にあることを、それまで知らなかった

代しいしい読みました。そんなに面白い本が、

わけであります。
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お城の主人を、眼前にして話すということは、

のことを語り合ったこともあるのです。その

の上の山へ登り、そこからお城を眺め、将来

実は中学卒業の頃友達と二人この池田牧場

昭和30年2月、旧岡山藩藩主・第16代当主池田隆政、

やはり何か、違った感じのあるものでした。

島田

の別所には京山という山があります。

た島田からでは、もっと近いところです。そ

らバスで十分くらいのところです。私の生れ

と思う人もあるでしょう。 中(略）
別所というのは、今は岡山市で、岡山駅か

も、沢山の思い出があると言えば、またか、

別所というところにある池田牧場について

別所（京山あたり）

左はその妻・厚子（元皇族旧名・順宮厚子内親王）、そして譲治
昭和30年代、東より京山を望む

この鷲羽山は岡山の南の端というところで

奥津というのは、藤原審爾氏の「秋津温
泉」という作品に描かれているところだそう

国立公園となってるわけです。言うまでもな

すが、山上から、瀬戸内海を見おろす景色が

く好風景で、沢山の観光客が何台ものバスで

ですが、とにかく、岡山県の最北、中国山脈

来ていました。

の中の温泉です。（中略）然し、水質という

私が行った温泉中ではまず第一等であります。

羽山というのに出かけました。

ので、一時間ぐらいで、自動車に乗って、鷲

きないだろうと思われました。然し急ぐ旅な

ユックリ出来たら、一日、話をきいても飽

しをききました。

の、外村さんに案内されて、色々民芸のはな

は、民芸館の方がなつかしく、今度も、館長

倉敷と言へば、美術館となるのですが、私

のでしょうか。湯の心持ちは非常によろしく、

備前焼は、岡山では伊部 イ(ンベ 焼
)とも
いうのですが、東備前の伊部というところに
あります。 中(略 )
私の訪ねたところは、金重陶陽と言い、そ
の六姓の一つです、しかも、無形文化財とし
て、国に指定された人でもあります。魯山人

前焼とあれば、必ず訪ねるところであります。

や野口イサムや、その他その道の名士が、備

しょう。

現代備前陶工中の一人者というのでありま
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お粗末な紀行文になりましたが、故郷を訪
ねた作家の日記のようなものです。では、ご
めん下さい。

※出典：「田園まさに荒れんとす 岡山風
土記」別冊小説新潮（昭和三十年五月号）

目の下の海は実によくないだ平和の姿でし

昭和32年9月号より

前の日本写真界を代表する、アバンギャルド
の旗手と言われた写真家・小石清です。戦中
は報道写真を中心に活躍し、戦後は門司市

年から小説新潮

（現・北九州市門司区）に写真店を開業。友

おもいでの町・
岡山

（中略）

ので、きらくに遊び歩きができたのです。

がら、線路を歩きました。村の人にあわない

札が草の中に立っていました。私は用心しな
年

日目に事故で亡くなっています。

おり、昭和

フミキリには、「汽車に用心すべし」という

田圃の中をどこ迄もつづく単線だったのです。

ルくらいでしょうか。昔は山陽鉄道といい、

真です。ここまで、生家の門から二百メート

岡山駅を西へ五百メートル。それがこの写

島田

内田百閒の「千丁の柳」に述べられていると

1956（昭和31）年、小石清47歳（カメラ毎日1985年2月号より）

月の取材旅行で内田百閒と

小石の最後は、奇しくも岡山出身の小説家

小石の遺作・取材旅行「車窓の千丁の柳」（内田百閒）小説新潮

この取材旅行に同行したカメラマンは、戦

■編集者・追記

別れて

6

のグラビア写真シリーズを手がけていました。

※原作：「おもいでの町15 岡山」暮らしの手帖第（第45号昭和33年7月5日発行）
※写真撮影：松本政利
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人の編集者に頼まれ、昭和

27

たが、一つの島の岩角に、一艘 そ(う の)発動
機船らしいものが、横倒しになって引っか
かっていました。私はそれを眺めながらしき
りに、その船で遭難した船員のことを考へつ
づけました。
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当時私は十九才で、早大文科の予科に居り
ました。人生問題に思い悩み、学校をやめて、
ここにあった兄の牧場で働くことになったの
です。毎朝早く、十頭ばかりの牛を追うて、

目の一つでした。（中略）

近くの旭川の河原へ放牧に行くのが、私の役

ここは私の作品「子供の四季」の牧場の跡
です。岡山から旭川をのほること一キロ。三

弾薬庫の構内なのですが、変れば変る世の中

野公園の北側がこの写真です。今は自衛隊の

です。明治四十二年春のことです。

譲治２０歳頃）
（明治末年頃
譲治の早稲田大学時代

服や靴をこの町で造ったのです。その時両方

実は、私の初めの中学はこの町に近く、洋
ここは岡山銀座です。上之町、中之町、下

れだけの金を持って、ここを歩いて居るもの

の代金八円を持って、私はその辺を歩き、こ

の八十万円にも考えられたのでしょうか。

が何人あるだろうと、考えました。八円が今

之町とつづく町なのです。但し戦災で焼けて

れのもので、ここに思出のないものは一人

今は新しく建ち代って居ります。然し岡山生

だってありません。

さて、私の第一の思出。それは本屋です。

しょうか。一つずつ本屋があったのです。そ

上之町、中之町、それから栄町に橋本町で

岡山の町は戦災で八九分通りやけました。

へ帰るのですか、町を通っていて、いつでも

いたのです。愛読の雑誌「少年世界」がもう

れを私は中学が終ってから一軒一軒廻って歩

そして新しく建ち代りました。私はよく岡山

考えて見るのです。（中略）ところで、ここ

かとあさり歩いたり。上之町から橋本町まで

来ている頃と思ったり、何か読める本はない

は焼け残った方の町の一つです。石段の上の
通りは出石通りと申します。これを真直に北

四軒歩けば、もう終りなのです。（中略）

へ行けば、「子供の四季」の牧場へ出るので
す。（中略）
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ここは岡山一の大橋、京橋のたもとです。
たもとと言っても、御覧の通り、船が沢山つ
いて居ります。港でもあるのです。然しこれ
は旭川の川口で、児島湾までまだ七、八キロ

か知りませんが、壷井繁治氏がここから小豆

あります。これらの船は今どこへ行ってるの

島行の船に乗るという話でしたから、この船

略）

月 日発行）

岡山」

「随筆」
5

などが、そうであるかも知れません。（後

この本の読者で、後楽園を知らない人はあ
りません。然しこの名園の背景に烏城という

られかけて居ります。戦災でやけたのです。

黒っぽい天守閣が聳えていたことはもう忘れ

（第

原作：「おもいでの町
※
暮らしの手帖

号昭和 年

でも、ここに十羽からの鶴が放し飼いにされ

写
※真撮影：松本政利
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ていたことを知ってる人は少くなりました。
（中略）
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