余白手帖

「自主出版：面白いものを自分でかたちにする」

出版にはさまざまなかたちがある︒既存の出版社から刊行され︑書店に

並ぶ本もあれば︑本誌のようなフリーペーパーや同人誌といった︑一般の

書店では手にすることのできないものもある︒一方︑コミックなどは︑若
者を中心に電子書籍の利用が増加している︒

日本の出版業界は︑１９９０年代後半を頂点として次第に売上げが下落︑

なかでも雑誌の低迷は顕著で︑９７年に１兆５６４４億円だった売上が︑
２０１６年には５２７６億円と︑３分の１近くにまで落ち込んだ︒

そのなかで︑新たな出版のかたちを模索する動きは︑すでにずいぶん前

から現れてきている︒そのひとつが自主制作という出版の方法だ︒リトル

プレスやＺＩＮＥといった言葉で語られることが多いが︑要は少部数の発
行物︑といえばいいだろうか︒

『異邦人』を読んだことのない異邦人

発行人 あおい文化交流研究所
http://aobunlabo.or.jp/

BOOKS『緑茶耽美』

本を出したい︒面白い企画をかたちにしたい︒そう思っても︑雑誌の出

版が最盛期の３分の１まで落ち込んだ今︑既存の出版社から新たな雑誌や

書籍を出すのは至難の業だ︒それなら自分でやってみよう︒自由に︑気楽

﹂発行人︑キム・ダミさんへ
AntholoZine

に︑楽しくて面白いものを本にしてみたら︑どんなものができるだろう？
そんな新しい試みの出版物﹁
※

のインタビューは次のページから︒
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韓国の風水〜ラッキーマスコット編

「AntholoZine」発行人キム・ダミさん

連載小説「色は匂えど 第４回」

古代のロマン「菟道稚郎子の死の謎２」

MOVIES『愛する人に伝える言葉』『バッドガイズ』

CREATIVE TALK

「出版の新たなかたちを模索する」
「AntholoZine」発行人キム・ダミさん

インタビュアー
青嶋昌子（あおぶんラボ代表）

かたちを模索するダミさんに︑今

者キム・ダミさん︒出版の新たな

出版業界の明日を担う次世代編集

られているような︑安くて簡単な

文学フリマで３００円ぐらいで売

受けたんです︒私がやりたいのも︑

の素朴な作品集を手にして衝撃を

めしただけという︑手作り感満載

数枚のコピー用紙をホッチキス止

後の出版のあり方について話を聞

韓国での出版社勤務を経て来日︑

いた︒﹁ＡｎｔｈｏｌｏＺｉｎｅ﹂

装丁の本をつくること︒

ろ︑自主出版というか︑フリーペ

ｅ﹂を思いついたんです︒同じこ

そこで﹁ＡｎｔｈｏｌｏＺｉｎ

創刊号に掲載されたダミさんの小

異邦人﹂︵森喜久子・訳︶は本誌３

説﹁﹃異邦人﹄を読んだことのない
号︑４号に掲載︒

ーパーを出している人と知り合っ

ー﹁ＡｎｔｈｏｌｏＺｉｎｅ﹂

一緒にいろんなことをやっていま

その人とは︑今では友人として︑

たのも大きな刺激になりました︒

を始めたきっかけを教えてくださ

りとか︒

友人がやっている本屋で紹介した

す︒たとえば出版物を韓国で私の

日本の大学院で学んでいたとき︑

い︒

たまたま編集理論という講義を取

ったんです︒日本の雑誌の歴史と

運命的なものを感じますね︒
̶
参加されているのはどんな方々で

多様性︑７０年代後半ぐらいから

さまざまな分野のユニークな雑誌

しょうか？

２０１５年ごろから︑文書を書

が次々に創刊され︑愛されたこと

を知りました︒その講義の最後に︑

모임︑日本語でいうなら同人サー

クルでしょうか︑そんな集まりを

いている仲間３︑４人と︑글쓰기

始めたんです︒その仲間たちに︑

自分が作りたい雑誌を企画すると

きに︑プロの作家でなくても︑書

いう課題が出されました︒そのと

きたい人の文章を載せる雑誌をつ

こういう雑誌をつくるから書いて

ｌｏＺｉｎｅ﹂がかたちになるた

けですね︒そこから﹁Ａｎｔｈｏ

ー始まりは学校の課題だったわ

今では２１人に増えました︒年齢

自分も参加したいと言い出して︑

ました︒すると︑それをみた人が

みないかと提案して︑作品を集め

くりたいと思ったんです︒

めにはさらに紆余曲折があったの

代ぐらいまで︑
層は学生から 50
さまざまです︒プロの作家を目指

課題の作業を進めていたところ︑

務している人もいます︒ある程度︑

している人もいれば︑出版社に勤

では？

たまたま足を運んだ文学フリマで︑

文章と関わっている人が多いとい
ている仲間もそんな風に思ってい

す︒自分もそうだし︑一緒にやっ

もともと映画祭とか音楽フェス

るので︒

えますね︒
ー﹁ＡｎｔｈｏｌｏＺｉｎｅ﹂

出版をしながら楽しさを求めると

いる仲間がとにかく楽しいこと︑

せた造語なんです︒一緒にやって

い小さくて自由な出版物︶を合わ

ＺＩＮＥ︵雑誌・マガジンにはな

アンソロジー︵作品集︶プラス

のある人を対象にした出版ばかり

うな気がするんです︒すでに名前

って新人をあまり大事にしないよ

わからないけれど︑今の出版業界

やってみたらいい︒出版の未来は

原稿を送るのもいいし︑どちらも

仲間が必要です︒既存の出版社に

よね︒そのためにはもっともっと

ティバルが好きなので︑文学でも

いうことを大事にしています︒今

なので︑文学のインディーズとか

できるんじゃないかと思うんです

の出版業界はとにかく作って売る︑

アンダーグラウンドとか︑発表の

というタイトルにはどんな意味が

ということが重要になっていて︑

原稿を送っても︑そこまで真剣

韓国の風水〜ラッキーマスコット編

亥年と兎年、未年にとっても財物を

サイの色です。なかなか出会えない

故、陰謀や策略、天災地変、敵から

どで見かけることがあります。

おくと財運が衰えないと言われます。

身を守る強力なマスコットと考えら

特に青色は、巳年、酉年生まれ、

昔から雄鶏は、夢を現実のものにし

れます。サイの目は顔の横について

丑年生まれの人に立身出世を約束す

てくれる吉兆だと考えられてきたの

いて、後方も視野に入ってくるので

る幸運の色とも言われます。寅年、

です。

災害に備えることができると考えた

午年、戌年生まれの人には、みんな

のです。

の人気者になる助けとなってくれる

と思います︒
に検討してくれないし︑余裕もあ
りません︒私が出版業界で必要だ
と思うのは多様性です︒面白い人

が次々に出てくること︒それが出

版業界の今後にもいいことではな

いでしょうか？

そのためにフェスをやってみた
韓国人は

い︒日本には文学フリマがあるか

ら︑韓国では遊び系？

お酒が好きだし︑旅も好きなので︑
たとえば海で開催して︑交流会を
したり︑講演があったり︑その場
で書いた文章を発表し合ったりと
か︒
今一緒に盛り上げていく仲間を
募集中です！

でしょう。

込められているのでしょうか︒

私はそれとは違うかたちを求めて

ないのが今の出版業界の問題点だ

場がない︒面白い人を探そうとし

面白くて楽しいもの︒私自身は

います︒
軽くて面白いものが好き︒形式に
縛られずに出版で遊ぶ︑そこに意
味があると思うんです︒

ー自分の考える出版を少しずつか
たちにしているダミさんですが︑
今目指しているもの︑夢はありま
すか︒
文学フェスですね︒日本や韓国︑
アジア中の書いている人たちのイ
ベントです︒創作って孤独な作業
じゃないですか︒お金にもならな
いし︑一人でやっていると︑寂し
くてやめてしまう人も多いんです
よね︒創作活動を続けていくため
に︑仲間がいれば︑勇気をもって
書き続けることができると思いま

西の方角におんどりの物を置いて

巳年と丑年にとって雄鶏は、エネ

ところで、ここでポイントなのが

ルギーを与えてくれるものとして、

なりません。たまにキーホルダーな

サイは、財物損失やさまざまな事

います。

かもしれませんが、青色でなければ

来を知らせることに繋がるとされて

災厄を防ぐ青いサイ

は雄鶏ですね。これはすなわち、未

呼び込む幸運の置物になります。

朝を知らせる最も代表的な鳴き声

成功の象徴となります。

夢を現実にする雄鶏

杉野晶子
風水アドバイザー

連載小説第１回

色は匂えど
連載小説第４回

葛原千帆

﹁あの時︑別の道があったと思う？﹂

５

わなくてはなりませんよ﹂

﹁さて︑そろそろお支度を︒今宵も美しく装

った︒

﹁そうだ︒例のいわくつきの屋敷の前で見失っ

﹁俺に似た男か﹂

けた﹂

のか︒女は縁側に腰かけ︑暮れかけた屋敷の庭

言う︒いったい︑問いかけなのか︑独りごとな

がつけば︑大きな楠の木の向こうに細い三日月

佐名は虚ろな表情のまま︑口を引き結ぶ︒気

﹁そうさ︑あれは俺だ︒お前さんが後をつけて

友次郎はまるで待っていたかのように答える︒

たが︑あれはお前ではないのか﹂

湯上りの長い黒髪を持てあましながら︑女は

の片隅にぼんやり目をやっている︒気だるい昼

くるのがわかったから︑ちと︑いたずらしてし

がぽっかり浮かんでいる︒

﹁佐名さまも人が悪い︒また︑私へのあてつ

﹁カナカナカナカナカナ﹂

が川から吹いてくる︒

を考え出していた︒そうしてぼんやりと歩き︑

姿を勝手に女に変え︑気が付くと次の芝居の筋

の方が面白いか︒朝太はさっきの友次郎の後ろ

き消える︒男の代わりに美しい女という仕掛け

いくと︑怪しげな屋敷の前で男の姿は見事に掻

さっきの趣向は面白かった︒男の後を追って

６

﹁友次郎さんがおいでだろ︒作りすぎた煮物

時に︑隣のイシ婆さんがヌッと顔を出した︒

人に好かれる︒と︑そこへ戸口が叩かれると同

が悪いようなことはなく︑逆になぜか不思議と

からない︒そうかといって友次郎は人付き合い

うような煙に巻くようなことを言う︒本音はわ

らふらと神出鬼没で︑話せばいつも人をからか

友次郎はとらえどころのない男だ︒いつもふ

間の暑さをかき消すように︑夕暮れの涼しい風

けですか﹂

いつもの薄汚い長屋に帰り着いた︒そこで︑門

があるから食べておくれ﹂

まった︒なかなか面白い趣向だっただろう？﹂

っと腰かけた︒

口にたたずむ人影に気づくと同時に︑人影の方

彦乃は針仕事の手を止め︑縁側の主の横にそ

ひぐらしがひと声鳴き︑また静かになった︒

﹁彦乃へのあてつけではないというのに﹂

が声を発した︒

友次郎は気難しいイシ婆さんにいつの間にか

佐名は明るく返そうとしたようだったが︑言

閉め切ったままだった家の扉を開けると︑閉

﹁まあ︑上がれ︒今来たのか？﹂

ますます狐につままれたような気分だ︒

り︑イシ婆さんは満足げに帰って行く︒朝太は

友次郎は俊敏にイシ婆さんに駆け寄って受取

﹁ありがとう︒イシさん︒いただくよ﹂

差し入れを持ってやって来る︒

気に入られ︑婆さんは友次郎が来ると何かしら

は佐名の手から櫛を奪い︑洗い髪をやさしく梳

じ込められていた昼間の暑さでムッとする︒友

友次郎より余程きちんと人付き合いをしている

﹁遅かったな︒待ちくたびれた﹂

﹁致し方ないことです︒佐名さまは昔とお変

いていく︒

次郎は勝手知った感じで入って来て︑そのまま

はずだが︑こんな好かれようはない︒友次郎は

葉は寂しく響いた︒いつの間にか︑辺りは闇に

実際︑佐名の容色は衰えていない︒むしろ︑

裏手に面した戸を開け放った︒涼しい風が吹き

人の懐に入るのがうまいのだ︒

それはいつもの調子の友次郎だった︒朝太は

１７〜１８のはつらつとした娘時分より︑年を

込み︑軒に吊るした風鈴がチリチリと揺れる︒

﹁酒を持ってきた︒煮物を肴に飲もう﹂

包まれ︑夏の虫たちが鳴く声がしている︒彦乃

重ねて憂いを帯びた今の方がかえって惹かれる

﹁少し前だ︒お前さんを待っている間に蚊に

ぶら下げた徳利をかかげ︑友次郎はにっと笑

わりありませんよ︒髪もつややかで﹂

ものがあるかもしれない︒

食われてしまった﹂
佐名はそう言って︑彦乃をじっと見つめる︒

は行灯に火を入れ︑友次郎の前にドカッと腰を

れたらしい腕のあたりに目をやっている︒朝太

てもいいぞ﹂

︵第４回完︶

﹁お前さんの気になるあの屋敷の話をしてやっ

ってつづけた︒

﹁変わらないのはお前よ︒お前だけは私を見

このまま主と話していては︑言ってはいけない

下ろし対峙した︒

友次郎は風通りの良い場に陣取り︑蚊に食わ

ことを口走りそうだ︒彦乃は佐名の視線をそれ

﹁俺はさっきお前にものすごく似た男を見か

捨てずにいてくれる﹂

となくそらし︑代わりにわざとらしく手を打っ

菟道稚郎子の死の謎 2

ン
マ
ロ
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うじのわきいらっこ

仲哀天皇は、太歳（たいさい）壬申（みずのえさる）

王に即位しました。百済本紀によると、４２０年に崩御

に即位したと日本書紀に記されています。太歳壬申を西

し太子の久爾辛（くにしん）が王位を継いだとされてい

暦３１２年に比定すると、即位した年に昔訖解（ソク・

ます。その１年後の４２１年に「讃」という倭王が中国

コルヘ）王に婚姻を求めたことになりますが、仲哀天皇

の宋に朝貢していますが、讃はウジノワキイラッコなの

は翌年に昔姓の気長足姫（おきながたらしひめ）を皇后

でしょうか。それとも腆支なのでしょうか。讃の意味は

に立てているので、気長足姫は昔訖解王から送られた急

「補佐する」です。ウジノワキイラッコを補佐していたの

利の娘である可能性が非常に高いと思います。
皇后は誉田別（ほむたわけ）皇子を生みましたが、皇

は腆支だったので、讃は腆支が投影されていると考えら
れます。

子のまたの名を武内宿禰（たけうちすくね）と考えてい

腆支は４２０年に太子の久爾辛に百済王位を譲って倭

ます。武内宿禰は３１３年頃に生まれたと推察していま

国に再び来ると、ウジノワキイラッコの政権を奪って倭

すが、常に神功皇后に寄り添っていました。仲哀天皇の

王・讃になったようです。日本書紀では皇太子・ウジノ

急死の際も神功皇后と同席していて、天皇の死を国民に

ワキイラッコが自死したとして、オオサザギのミコトが

知らせず、葬儀も行いませんでした。仲哀天皇の二人の

仁徳天皇に即位しています。すると、オオサザキのミコ

皇子も殺害しました。その後、神功皇后は摂政（実際は

ト＝百済の腆支＝倭王・讃＝仁徳天皇、ということにな

倭王）になり、誉田別皇子を皇太子にしたのです。誉田

ります。

別（武内宿禰）の実の父は、誰なのでしょうか。
そこで注目しているのが、日本書紀の垂仁天皇紀に現

◆日本書紀が百済よりなのは、なぜ？

れる都怒我阿羅斬等（つぬがあらしと）です。古事記で

倭王・讃＝腆支は、日本書紀の仁徳天道と履中天皇と

は天日矛（あめのひぼこ）となっています。都怒我阿羅

いう二人の天皇として表されていると考えられます。日

斬等について日本書紀の記述を要約すると、阿羅斬等は

本書紀が百済に対して非常に好意的に書かれているのは

自らを大加羅国の王子と名乗り、国にいる時

なぜでしょうか。

にある娘を妻にしようとしていたら、娘が倭
国に行ってしまったので追いかけて来た。そ
して諸国を巡った後、但馬国に居を定めた」
とあります。
この説話は「昔王朝の急利という人の娘が、
倭国の王の妻になるために倭国へ送られた」
という新羅本紀の記述と、まさに重なるので
はないでしょうか。すると、仲哀天皇の皇后
になったという気長足姫は、伽耶の昔王朝か
ら送られた急利の娘であり、誉田別皇子の実
父は大加羅国の王子であるようです。
◆オオサザキのミコトの正体

現在伝わっている日本書紀は、７２０年に藤原不比等

日本書紀ではウジノワキイラッコの兄とされるオオサ

によって完成した時は「日本紀」とされていました。そ

ザキのミコトですが、百済の阿華（あか）王（在位３９

の後、藤原仲麻呂によって編纂された「続日本紀」とと

２ー４０５年）の太子・腆支（てんし）と考えています。

もに７９０年に桓武天皇（在位７８２ー８０６年）によ

腆支は３９７年に人質として倭国に来て、倭王のウジノ

って立ち上げられた「歴史書の編纂改修プロジェクト」

ワキイラッコの学問の師になりました。この時ウジノワ

により、改修されました。改修作業には、実に７年の歳

キイラッコは皇太子とされていますが、父の倭王・誉田

月が費やされています。

は３９０年頃に崩御したと考えられるので、ウジノワキ

改修された歴史書は、大幅に改ざんされてしまったよ

イラッコはその頃に倭王に即位していたと思います。腆

うです。この時に倭風の天皇名に漢風の名前が付けられ

支はウジノワキイラッコを補佐したことが日本書紀に書

たと推察しています。例えば、「神日本磐余彦天皇（かむ

かれているので、能力は非常に高かったようです。

やまといわれひこのみこと）」→「神武天皇」というよう

腆支は４０５年の百済王の崩御に伴って帰国し、百済

に。

つづく

文／橋田惠子

MOVIES
『愛する人に伝える言葉』
©2021 DREAMWORKS ANIMATION LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

『バッドガイズ』

監督／エマニュエル・ベルコ
出演／カトリーヌ・ドヌーヴ、ブノワ・マジメル
セシル・ド・フランス、ガブリエル・サラ
2021 年フランス

アニメ史上最強の怪盗ドリームチーム参上！
ユニバーサル・スタジオとドリームワークス・ア
ニメーションが贈る大胆かつスタイリッシュなク
ライム・コメディと銘打った本作、確かに隅々ま
で面白い。派手な盗みで悪名をとどろかせている
怪盗集団「バッドガイズ」のメンバーが、とにか
く愉快だ。原作はオーストラリアが生んだ作家ア
ーロン・ブレイビーの人気児童書シリーズで、複
数のスタジオが映画化権を希望したという。映画
は、最初の４冊の要素をまとめたものとなった。
お尋ね者の彼らが次に狙うのは、名だたる泥棒
たちも奪えなかった伝説の「ゴールデン・ドルフ
ィン（黄金のイルカ）」。大胆な作戦が成功しそう
に思えたが、思わぬ事態により逮捕される。街の
名士マーマレード教授が彼らを「グッドガイズ」
に変えようと申し出る。ところがその裏側で巨悪
の影が膨らんでいたのだった。
個性的なバッドガイズのメンバーは、リーダー
でスリの天才ミスター・ウルフ、金庫破りスネー
ク、肉体派ピラニア、返送の達人シャーク、天才
ハッカーで毒舌ガールのタランチュラだ。不思議
な魅力を漂わせるやり手のちじダイアン・フォク
シントンも絡んで、一気にクライマックスへ。
吹き替え版では、なんといってもスネーク役の
安田顕が最高だった。
全国公開中
配給：東宝東和

© 2021 - LES FILMS DU KIOSQUE ‒ STUDIOCANAL - FRANCE 2 CINÉMA
- SCOPE PICTURES. PHOTOS: LAURENT CHAMPOUSSIN.

旅立ちの前、僕は人生を整理する̶
末期ガンを宣告され、母とともに名医のもとを
訪れた演劇教師のバンジャマン。だが医師のエデ
は率直に、治せないと告げる。自暴自棄になるバ
ンジャマンだが、やがてエデの提案を受け入れ、
化学療法を行いながら限られた時間を「人生のデ
スクの整理」に当て、穏やかに死と対峙していく。
母もまた、息子の最期を気丈に見守ろうと心に決
めるのだが…。
フランスを代表する名女優カトリーヌ・ドヌー
ヴと、本作で 2022 年セザール賞最優秀主演男優
賞を獲得したブノワ・マジメル共演で静謐に描か
れる生と死のドラマ。

ギャガ

監督／ピエール・ペリフェル
声の出演（字幕版）／サム・ロックウェル、マーク・
マロン、アンソニー・ラモス、クレイグ・ロビンソン、
オークワフィナ
（日本吹替版）／尾上松也、安田顕、河合郁人 (A.B.C-Z)、
長田庄平 ( チョコレートプラネット )
ファーストサマーウイカ

主治医のドクター・エデには現役のガン専門医、
ガブリエル・サラが扮し、温かなまなざしでガン
患者を包み込む。俳優を目指す若者たちが放つ圧
倒的な生の輝きと、死を目前にした教師の演技バ
トルの激しさが胸を揺さぶる。
全国公開中
配給：ハーク／ TMC ／ SDP

『異邦人』
を読んだことのない異邦人
出版社で世界文学の編集に一年余り携わった。その分
野にそれほど造詣が深かったわけでもない私がほぼ問題

キム・ダミ 作
森喜久子 訳

なく仕事をこなせたのは、父のおかげだったのかもしれ
ない。作品を問わず、映画化されてさえいれば、父は必
ず知っていて、自信満々で俳優や監督の名前を挙げた。
見どころの紹介も、たとえばリメイクされた作品なら、
原作とリメイク版の比較・分析まで、父にとってはお手
のものだった。
世界文学、そのなかでも先に映画で見た作品を、のち

＜後編＞

に本で読んだ父は、いったいどんな感想をもったのだろ
うか？『映画』に対する『原作』という位置づけから、

の瞬間、彼女以外のこの世の全てが文字どおり止まって

原作を尊重し、原作を忠実に表現しているかどうかで、

しまう。外に出て通りを歩きながら、完全に時間の止ま

映画の評価が変わったかもしれない。ふいにそんなこと

った世界をゆっくりと見回す女。

が知りたくなった。

ところで、目の前にあるテレビ画面を見た彼女は「時

二十三歳。大学卒業を目前にして、教職の単位を取っ

間よ、戻れ！」と言えなくなってしまう。なぜなら彼女

た。任用試験を受けて教師になってもいいかなという私

が暮らす国に向けて、とある国がミサイルを発射したと

の言葉に、兄と父は猛反対した。兄は、私が公務員気質

いうニュース報道がそこに映っていたからだ。戻れと命

ではないと言い、父は理由も告げずに次のように言った。

じた瞬間に、ミサイルが彼女の国に落ちてしまうのだ…。

「 何年かかってもいいから、 自分の名前を残せる仕事
を探してみろ。例えば映画監督みたいな仕事もいいんじ
ゃないか。どれだけ悩んでもいいから」

映画のインパクトがあまりにも強烈で、しばらく主人
公に感情移入してしまい、どんな決定を下すべきか真剣

一度も口に出したことはないが、父の本当の夢は映画
監督だったのかもしれない。

に悩んだものだ。
完全に独りになって生きていくべきか、ほかの皆とと

そういえば一度だけ父と一緒にテレビで映画を見たこ

もに死ぬべきか。

とがある。スティーブン・スピルバーグの作品で、映画

教師になるべきか、映画監督になるべきか。

というより、超短編シリーズドラマのような作品だった。

サラリーマンになるべきか、芸術家になるべきか。

そのうちの一編がいまだにはっきりと記憶に残っている。
ある女が地面に埋まったペンダントを偶然拾い、それ
を首にかけて過ごしていた。あるとき、女は全てが嫌に
なり、怒りに任せて「時間よ、止まれ！」と口走る。そ

出産すべきか。
『異邦人』を読むべきか。
スピルバーグの映画に出てきた女は結局決めきれず、
映画はそのまま幕を閉じたのだった。

朝鮮半島由来の文化財を知る対馬国際ワークショップ 2022
対馬にある朝鮮半島由来の文化財を知る・学ぶ
2022 年 11 月 11 日 ( 金 )~11 月 14 日 ( 月 )
日韓の若者が、朝鮮半島に近く古代より日本との交流の窓口であった対馬の歴史を学び、
島内にある朝鮮半島と日本の交流の史跡や関連文化財を現地踏査する。
主催 : 一般社団法人あおい文化交流研究所
共催 : 朝鮮半島文化財ワークショップ実行委員会
後援 : 駐福岡大韓民国総領事館
協力 :NPO 法人東アジア相互理解促進フォーラム
助成 : 国外所在文化財財団 公益財団法人日韓文化交流基金

NEWS

あおぶんラボ

「緑茶耽美

日・中・韓 茶文化の美」

日中韓、日常を彩る美しき緑茶文化──。
日本、中国、韓国の茶文化は、緑茶を中心に発展し、今も
その文化を育んでいる。三国はどのように飲み物としての緑
茶を受け入れ、文化にまで昇華させてきたのか。
生活の中に茶文化を取り入れた中国、知識人の教養として
の伝統茶文化があった韓国、茶道という特有の文化を作り上
げた日本̶̶。暮らしのみならず、建築や絵画・漢詩などの
芸術作品を通して、三国の茶文化の流れに迫る。
茶文化研究の第一人者である著者が、きめ細かな取材を通
して著した、東アジア三国の茶文化を知るための一冊。
著者 ソ・ウンミ（徐銀美）
訳者 瀧澤織衣
価格 2,420 円
発行 株式会社クオン
ISBN 9784910214306
2022 年 8 月末刊行

余白手帖
A MARGIN OF LIFE Vol.4
October 2022

フクロウの話
「サントリー愛鳥活動」のホームページによるとフクロウは、ネズミを食べる
農耕地の守り神で、消音効果のある特殊な羽を持つのだという。ハリーポッター
の物語でも重要な役割を持つフクロウは、ヨーロッパでは知性のシンボルとされ
ている。そんなフクロウにも、こんな話が残っている。
ケンカしていたフクロウとワシが和解して、今後は互いのヒナを食べるのをや
めようと約束した。ワシはフクロウのヒナがどんな姿なのか知らなかったので、
フクロウは「私たちのヒナは、とてもかわいくて美しい姿をしています」と教え
た。
ある日ワシは、それはみにくいヒナを見つけてさっそく食べてしまったが、な
んとそれがフクロウのヒナだった。フクロウはワシを責めたが、自分の自惚れが
不幸を招いたのだと指摘されてしまう。
フランスの詩人ラ・フォンテーヌの寓話より
とはいえ、ちょっとした自惚れは生きていく上で必要だ。もちろん度が過ぎれ
毒になる。どんなことも適した配合、つまりはバランスの取り方がキーというこ
とかもしれない。

発行人 あおい文化交流研究所
http://aobunlabo.or.jp/
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