
 

歴史動画⑩文化史 
江戸 

文楽

https://www.youtube.com/watch?v=W_cP_n

zb36U   

奥の細道（山寺） 

http://www.youtube.com/watch?v=ERyJF6D

B3Rg  

東海道中膝栗毛 

http://www.youtube.com/watch?v=7528u4c

A76Y  

雨月物語 

http://www.youtube.com/watch?v=FzvbNqe

U6II    

 

明治時代  

クラーク博士

http://www.youtube.com/watch?v=-HtwQ5O

u3DQ  

小泉八雲 

http://www.youtube.com/watch?v=LccItB1

j-_Y  

旧岩崎邸 

http://www.youtube.com/watch?v=XC01zCh

tsEA  

ニコライ堂 

http://cgi2.nhk.or.jp/archives/michi/c

gi/detail.cgi?dasID=D0004190009_00000 

赤坂離宮 

http://www.youtube.com/watch?v=bYyp07h

jI0I  

石川啄木記念館（岩手） 

http://www.youtube.com/watch?v=qFq6i5p

aVE0  

明治村 

http://cgi2.nhk.or.jp/archives/michi/c

gi/detail.cgi?dasID=D0004260011_00000 

島崎藤村  

https://www.youtube.com/watch?v=baQxJh

BzEug    

尾崎紅葉金色夜叉 

https://www.youtube.com/watch?v=RZ2JOg

fbbEU  

川端康成雪国 

http://www.youtube.com/watch?v=OMfXs9J

zghM  

北里柴三郎記念館 

http://www.youtube.com/watch?v=q7Lymsi

tLj0  

岡倉天心 

http://www.youtube.com/watch?v=jiXzcZX

7sfA  

大正・昭和 

市川房枝  

https://www.youtube.com/watch?v=r_SEui

KteJs   

羅生門  

https://www.youtube.com/watch?v=98Nk2s

4DxwM    

あゝ野麦峠  

https://www.youtube.com/watch?v=8nRPKK

eEnXc   
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高田の独り言 

与謝野晶子の故郷、堺  

二十世紀を代表する女流歌人というと、

やはり与謝野晶子が筆頭に上がるでしょ

う。歌集「みだれ髪」によって、当時の

封建的な儒教社会に挑戦状を叩きつけた

晶子は、それまでの短歌にはなかったス

トレートな性愛を歌います。  

「やわ肌の あつき血汐に ふれも見で 

さびしからずや 道を説く君」  

江戸時代に主流を占めた朱子学では社会

秩序や社会人として持つべき義理を「理」

とみなし、本能や人として持っている人

情を「気」とみなした。そして「理」を

「気」の上位にみなす傾向にありました。

欧米文明に追いつき追い越すことを指標

とした明治という時代においては、この

社会的な任務こそが「理」であったとい

えます。この「理」中心の、「道を説く」

のを好む男性社会に、「やわ肌のあつき

血汐」という女の肉体という「気」で対

抗したのが与謝野晶子だったのです。  

一方、日露戦争時、旅順に出兵させられ

た弟に対して呼びかけた「君死にたまふ

事なかれ」なども、彼女の代表的な詩と

して知られています。  

あゝ弟よ、君を泣く  

君死にたまふ事なかれ、  

末に生まれし君なれば  

親のなさけはまさりしも  

親は刃をにぎらせて  

人を殺せとをしへしや、  

人を殺して死ねよとて  

二十四までをそだてしや  

暖簾のかげに伏して泣く  

あえかにわかき新妻を、  

君わするるや、思へるや、  

十月も添はでわかれたる  

少女ごころを思ひみよ、  

この世ひとりの君ならで  

あゝまた誰をたのむべき、  

君死にたまふことなかれ  

よく知られたこの詩は、右翼的には国賊、

左翼的には反戦歌なのでしょうが、私か

ら見れば「気」＝女心の「理」＝社会体

制に対する反抗です。特に尽忠愛国を中

心にすえる男性社会に対し、「親は刃を

にぎらせて 人を殺せとをしへしや」、「十

月も添はでわかれたる 少女ごころを思

ひみよ」という家族中心主義を訴える彼

女の詩は、反戦的である前に「世界で一

番大切なのは家族」という信念に貫かれ

ているように思えてならないのです。  

大阪のJR堺駅前にある与謝野晶子文芸館

には彼女の生い立ちに関する資料が揃っ

ています。さらに堺市内の歩道には彼女

の生家跡を示す石碑があり、大人になっ

てから故郷である堺を思う歌  

「海恋し 潮の遠鳴りかぞへては 少女と

なりし 父母の家」  

が刻まれています。  

封建的な故郷に対して愛憎あいなかばす

る彼女ですが、やはり故郷は故郷、特別

な場所なのでしょう。  

 

野口英世の故郷―磐梯山 

福島県の中央にある湖が猪苗代湖であり、

この湖の北にそびえるのが磐梯山です。

いわゆる「富士山型」の山を成層火山と

いうが、この山もその一つで、「会津富

士」の異名を持つ名山です。この山は明

治時代に大爆発をしたのですが、そのし



ばらく前に磐梯湖畔で生まれたのが千円

札の肖像画で有名な野口英世です。子供

の時囲炉裏の火で指がとけてくっつき、

１５歳に会津若松の病院で手術を受けて

治った彼は、のちに医学の道をめざし、

北里柴三郎のもとで超人的な努力をし、

黄熱病の研究でも多大な成果をあげたこ

とはよく知られています。 ところで世界

的に知られていた彼の知られざる武器が

語学であったことはご存じでしょうか。

当時の医学で必須だったドイツ語や英語

はもとより、南米ではスペイン語、欧州

ではフランス語を身に着けたのです。こ

こまでなら欧州言語同士の共通性があり

難易度が低いといえるかもしれませんが、

実は彼の海外発渡航は清の遼東半島であ

り、そこで漢文ではなく中国語の白話ま

で身に着けたといいます。私もとりあえ

ず語学で食っている人間ですが、このよ

うな人の伝記を読むと妬ましいとともに

「結局どれも半端だったのでは」とも思

わないでもないのです。しかし彼は私の

ような語学屋ではなく医学者だというこ

とを考えると、やはり身震いせざるを得

ないのです。  

猪苗代湖畔の野口英世記念館には、彼

の生家が復元されていて、また彼のロボ

ット（アクトロイド）が我々にメッセー

ジを語ってくれたりもします。  

世界に名をとどろかせた医学博士を輩出

した土地が、この美しく静かな山と湖に

囲まれた、それこそ山紫水明の地だった

のです。この事実はいまでも磐梯朝日国

立公園とともに福島県民の誇りといえる

でしょう。  

 

東京散歩―明治編 

正岡子規の歌碑 

上野公園に野球場があります。そしてそ

の片隅に石碑が見えるはずです。ここは

平易な言葉を使用した近代俳句で有名な

俳人、正岡子規が趣味の野球に興じたと

ころです。俳句雑誌「ホトトギス」も病

床の彼によって編纂されました。 

なお、鶯谷のホテル街のど真ん中には彼

の旧居が復元されています。 

野球場からさらに北上すると右手にＳＬ

が見えてきます。ＳＬに背を向けると、

前の森に見える銅像が黄熱病の研究で知

られる野口英世像です。ちなみに彼の先

生は破傷風菌純粋培養に成功した北里柴

三郎です。 

 

東京国立博物館 

上野公園の北側にある国立博物館の本館

一階は、明治時代の美術品が並んでいま

す。定期的にかえられますが、イタリア

のラグーザの作品を何度も見ました。 

また、入場して左手の建物「表慶館」

は、英国の建築家コンドルの最初の弟子、

片山東熊の設計で、その極めて本格的な

洋風建築に驚かされます。 

 

東京芸術大学 

国立博物館の前の通りを西に進むと岡倉

天心やフェノロサが設立に携わった東京

美術学校の後身、東京芸大です。正門を

入ってすぐ左の建物の一階には、奈良薬

師寺東塔の水煙のレプリカがあります。

これはアメリカの美術史家フェノロサが、

岡倉天心とともに薬師寺を訪問した時、

この水煙の美しさにまるで天平時代の天



女の舞が瞬間冷凍されて今にそのままの

形で伝わっているという意味で「凍れる

音楽」と呼んだことを記念し、レプリカ

を置いたのです。正門突きあたりの森に

は、東京美術学校を創設した岡倉天心の

銅像もあります。 

 

岡倉天心記念公園 

谷中墓地を出てからしばらく細道をある

くと、民家の間の見落としそうな所に岡

倉天心記念公園という小さな公園があり

ます。ここは岡倉天心が東京美術学校を

追われて、横山大観、橋本雅邦らととも

に日本美術院を作った場所です。法隆寺

夢殿を思わせる八角堂の中に、金色に輝

く天心の像があります。 

 

谷中の街並み 

寺がやたら多く、空襲にも遭わなかった

ため、昔の街並みがそのまま残り、欧米

人にも非常に人気のスポットです。私も

月に数回は散歩するのですが、ここを天

心、フェノロサ、横山大観といった美術

家だけでなく、漱石、鴎外、子規といっ

た文学者たちが散歩していたのだとおも

うと感慨深いです。道場から徒歩12分ほ

どですので、勉強の帰りに寄ってみてく

ださい。 

 

樋口一葉記念館 

日比谷線三ノ輪駅から徒歩10分で、樋口

一葉記念館があります。ここに彼女が一

時住んでいれすぐ近くの鷲神社を舞台に

して書いたのが名作「たけくらべ」です。

ボランティアの解説者がおられるので、

ぜひともご質問ください。 

新大久保小泉八雲記念公園 

コリアタウンとして名高い新大久保です

が、この街のはずれには小泉八雲が住ん

でいたので小泉八雲記念公園が作られて

います。ギリシャ生まれの彼は英領アイ

ルランド、米国、カリブ海を経て松江に

きました。そして松江の女性と結婚し、

途上国日本の国籍までとったこの文学者

の東京での屋敷がここにあったのです。 

 

三菱一号館 

コンドル設計のもので、1960年代に壊さ

れたものが2010年に復元され、美術館に

なったものが丸の内の三菱一号館です。

明治時代、丸の内は日本の近代化を象徴

する代表する街で「一丁ロンドン」と呼

ばれていました。現在は明治時代をテー

マにした様々な美術展示が行われていま

す。 

 

東京駅 

新橋駅から東京駅にターミナル機能がう

つったのは大正時代ですが、これを設計

したのはコンドルの弟子、辰野金吾です。

設計から1世紀がたった2010年、ついに免

震構造で当時そのままに復元されました。 

 

ニコライ堂 

御茶ノ水駅から徒歩3分で、英国のコンド

ルによって建てられたニコライ堂があり

ます。日本でもめずらしい、頭にモスク

のような、もっというと玉ねぎのような

形のドームをもったロシア正教です。お

すすめなのは朝夕の礼拝時に行くことで

す。騒々しい東京にこんな敬虔な静寂さ

があったのかと驚くほどです。観光地で



はなく、信仰の場所ですので、宗教上の

マナーを守って参観しましょう。 

 

江戸東京博物館 

五階では明治期の東京の様子が体験でき

ます。時間が合えば鹿鳴館やニコライ度、

明治期の銀座などの様子が機械仕掛けで

楽しめます。また、このころ日本で生ま

れた人力車で写真撮影するのも大人気で

す。ここでは予約すると中韓のボランテ

ィアガイドも頼めますのでぜひとも事前

に問い合わせてください。 


