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私は九州柳川の生まれですが，子どものころか

ら暁烏先生のことを知っており，その筆跡なども

見ておりました。いまから二十八年前，『暁烏敏

伝』（野本永久著）が出版されるとき私が版元を

決め，序文も書きました。その後『歎異抄講話』

（講談社学術文庫）が出るときは，解説の筆を執

りました。

そういうご縁をいただいている私が一つだけや

っておかなくては，と心に決めていたのが詩人・

暁烏敏の評価でした。これまでいろいろな角度か

ら，この仏教思想界の巨人についての論評も成さ

れていますが，詩の分野に関するものはあまり見

当たりません。きょうその機会を与えて下さった

ことに，心から感謝します。

最初の詩集『迷の跡』は明治三十六年に刊行さ

れていますが，二十七歳の若い僧の内面告白の書

であり，新体詩のスタイルをとって仏教的題材を

うたった最初の詩集となっています。

そのころの日本では，ようやく近代詩が確立期

に入ろうとして，フランスをはじめとする西欧の

詩の強い影響下にありました。島崎藤村の『若菜

集』の女性的詩風と，土井晩翠の『天地有情』の

男性的詩風とが，当時の若い人びとの感受性を刺

激しますが，暁烏敏もそれぞれから抒情詩の本質

を探り出そうとしたようです。近代詩を坐りのい

いものにした北原白秋たちの登場する数年前のこ

とでした。

この時期は，日清・日露の二つの戦争の中間に

あって，宗教や哲学に熱をあげる若者が増え，藤

村操の華厳ノ滝での投身自殺のあと厭世的ムード

もかもし出されていましたし，一方では幸徳秋水

らの社会主義思想やキリスト教者の内村鑑三の非
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今年度の金沢大学暁烏記念式は4月27日（土）午後，金沢大学サテライトプラザ（金沢市西町教育研修館内）で挙行さ

れました。館長，副学長，暁烏家御当主の挨拶の後，東京の大橋和臣氏へ学長感謝状が贈呈されました。大橋氏から暁

烏敏自筆書画70余点を昨年度附属図書館へ寄贈頂いております。

式に続いて詩人，エッセイスト松永伍一先生の講演が行われました。以下は，松永先生が講演のために執筆された原

稿を活字にしたものです。

第53回金沢大学暁烏記念式・記念講演

暁烏敏の詩集『迷の跡』をめぐって

松永　伍一



戦論も台頭しました。暁烏敏は清沢満之らの浩々

洞にあって『精神界』に詩や論文を書いています。

有名な著述として知られる『歎異抄講話』が書き

始められるのもこの時期です。

個人としては最初の妻（十六歳）と結婚し，彼

女を自坊に置き自分は東京で暮らすというありさ

までした。「恋に惑ひ，利に酔ひ，名に渇き，位

に餓ゑし悶えの跡，世に示すも恥づかしや」と

「はしがき」に述べて，この『迷の跡』が世に出

ます。

仏の救いをいただこうとして愛欲に苦しむその

さまを，いささか未整理のまま表出したところも

ありますが，問題にさるべき詩集であることは間

違いありません。あの時代の日本には詩の批評家

がまだ輩出していませんでした。その後，上田敏

のような人が登場しますが，西欧の詩の翻訳家で

もありましたから，仏教的題材を採りあげて評価

する力はなかったと思われます。『迷の跡』の先

駆性は詩史の上からも軽く扱われ，仏教界でも問

題にされなかったようです。

この詩集のなかに「親鸞聖人の誕生」という長

い詩があります。詩としては硬さがありますが，

『精神界』三号に初めての詩として発表されたこ

とも含めて検討したいものです。この詩の中に

「和讃」が引用されていますが，こういう方法が

あの時期に試みられていたことは大きな意味を持

つものです。

六十四編のなかで完成度の高い詩で，私の好き

なのは「常住の光」です。これには当時の新体詩

の枠をあっさりと突き抜けたさわやかさと広がり

をもっています。

木は　みななびく

かぜのひる

そらにうごかぬ

くもをみき

くも　みなはしる

あれのよひ

てんにうごかぬ

つきをみき

つきさいはうに

めぐるあき

きたにうごかぬ

ほしをみき

ものみなうごき

ときめぐる

よにじやうぢゆうの

ひかりみき

これは自然詠のように見えますが，宇宙のなか

にみなぎる光と力とを感知させてくれますし，仏

の存在をからだの奥底で受けとめさせてくれま

す。ここには自分の内面の苦悩を吐き出そうとす

る意図もなく，仏にすがれる安らぎが平易な言葉

で表されています。当時の詩人たちの誰もがうた

えなかったスタイルであり，思想です。これこそ

暁烏敏ならではの詩的達成と見るべきでしょう。

大正二年に房子が二十六歳で他界します。翌年，

総子と再婚します。そこにとよ子という女性が現

われ，激しい恋が芽ぶきます。その赤裸々な告白

が大正九年から書きつがれ，『生くる日』と『温

かき大地』という二冊の詩集になります。それぞ

れに短歌も入っていますから詩歌集と呼ぶべきで

しょう。

『迷の跡』の刊行は二十七歳でしたが，この二

冊は四十五歳のときに出ています。若さゆえに観

念的な傾向が強かったのに，十八年経ってからの

愛の告白詩は限りなく率直で，あふれ出るものを

抑えきれないひとりの，煩悩にのた打ちまわる男

を立たせています。
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そのうるんだ眼よ

あゝ涙があふれてをる

そのあかい唇よ

あゝ血がもえてをる

そのつよき抱擁よ

あゝ全身の力がこもつてをる

その　くれないの頬よ

そのとどろく胸よ

その切なげのいきよ

かはい子よ　われによりそへ

いとし子よ　われにいだきつけ

わが力のかぎり

わが血のかぎり

おまへを抱かん

おまへと共に　燃えゆかん

これらの詩には題がなく，想念のままに書きつ

いでいます。『温かき大地』の「あとがき」には，

「愛の三角関係は決して穏やかなものではありま

せん。安らかなものではありません。ぢやという

て，私にはさけがたいのであります。悩みつつ，

悶えつつ進まねばなりません。私は苦しいからと

いうて，心にもえている，愛の火を消す事ができ

ないのであります」と書かれていますが，この詩

に宿る法悦と苦悩は，『歎異抄講話』で述べてい

る「『歎異抄』は自心を地獄の底に沈ませるほど

の深き洞見がなければ味われないのである」の受

けとめ方につながる暁烏敏の信仰の基軸を成すも

のでした。それは一貫していました。

思えば，近代詩史百年のなかで，このように愛

欲と仏の慈悲を詩の形に結晶化させた人は他にい

ません。いま読み返して，その感に打たれます。
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第53回暁烏記念式の特別展示として

サテライトプラザで暁烏敏展を開催　

記念式当日を含む，4月26日から5月16日まで，サテライトプラザ（金沢市西町教育研修館）１階大学・

市民交流サロンにおいて暁烏敏展を開催

しました。

展示品は，昨年度大橋和臣氏から寄贈

された，暁烏敏の書軸，色紙等を中心に

しました。それに，附属図書館の暁烏文

庫，暁烏文書から日記，草稿，古写経，

古刊経を，資料館の暁烏コレクションか

ら伊万里大皿を加えて展示しました。

来場者は滅多にみられない暁烏敏の書

や絵を熱心に鑑賞していました。
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島田昌彦（名誉教授：文学部）著

日本学への道－世紀を越えて－

明治書院2000＜810.4:S556 図開架＞

伊藤秀一（理学部教授）

『数理物理の諸問題と力学系』報告集

東京工業大学大学院理工学研究科

2000＜420.6:T646:[1][2] 図書庫＞

竹田亮祐（名誉教授：医学部）著

笠舞雑記その五　　2001

＜914.6:T136 図書庫＞

梶川勇作（文学部教授）著

尾張藩領の村落と給人

企画集団NAF（ナフ） 2001

＜215.5:K13 図書庫＞

本間武俊（文学部教授）分担執筆

アメリカ文学ミレニアム-1・2

南雲堂　2001

＜930.29:A512:1・2 図開架＞

永坂鉄夫（名誉教授 : 医学部）著

医学用語『解體新書』

診断と治療社　2001

＜490.34:O34 図開架＞

五十嵐正博（法学部教授）

日韓の相互理解と戦後補償

日本評論社　2002

＜210.75:N692 図開架＞

深井一郎（名誉教授 : 教育学部）著

談林俳諧語彙第1巻－6巻

私家版　2002

＜911.31:F961:1-6 図書庫＞

丸山珪一（経済学部教授）責任編集

季報唯物論研究第79号

季報『唯物論研究』編集部 2002

＜雑誌　　図書庫＞

中垣良一（薬学部教授） 共著

構造有機化学演習

三共出版 2002＜437.01:K88図開架＞

太田亨（留学センタ－助教授）分担執筆

対照研究と日本語教育

国立国語研究所　2002

＜801.09:N719 図開架＞

李慶（外国語教育センター）訳

六朝道教史研究

四川人民出版社 2001

＜166.2:K75 図開架＞

三井徹（教育学部教授）訳

俺のシッポにまた火がついた

ブロンズ社 1978＜767.8:G984 図書庫＞

三井徹（教育学部教授）訳

民衆の音楽

音楽之友社 1974＜762.33:L477図書庫＞

三井徹（教育学部教授）訳・編

ボブ・ディラン語録　　　　　

ブロンズ社 1973＜767.8:B663図書庫＞

三井徹（教育学部教授）著

ロックの美学

ブロンズ社 1976＜767.8:M684 図書庫＞

三井徹（教育学部教授）著

ジーンズ物語

講談社 1990＜383.1:M684 図開架＞

三井徹（教育学部教授）訳

ポップ・ヴォイス

新潮社　1995

＜764.7:S642 図開架＞

三井徹（教育学部教授）著

ユー・アー・マイ・サンシャイン物語

筑摩書房 1989

＜289.3:D262 図書庫＞

三井徹（教育学部教授）著

ブルーグラス音楽

ブロンズ社　1975

＜764.7:M684 図書庫＞

三井徹（教育学部教授）共訳

ロックへの視点

音楽之友社 1972

＜764.7:B454 図書庫＞

三井徹（教育学部教授）著

英系アメリカ民俗音楽の楽器

伝承歌謡の会　 1970

＜763:M684 図書庫＞

三井徹（教育学部教授）共訳

ローリングストーンインタヴュー集1・2

草思社 1974

＜767.8:R754:1・2 図書庫＞

三井徹（教育学部教授）訳

ロックの意味

草思社 1975＜764.7:S296 図書庫＞

三井徹（教育学部教授）訳

反逆から様式へ　

音楽之友社　1973

＜702.33:M527 図書庫＞

田子精男（理学部教授）共編

シミュレーション科学への招待

日経サイエンス 2000

＜405:B557:130 図開架＞

徳田寿秋（教育学部：非常勤講師）著

加賀藩における幕末維新期の動向

[橋本確文堂] 2002

＜214.3:T646 図書庫＞

高島力（名誉教授 : 医学部）監修

標準放射線医学　第6版

医学書院 2001＜WN100:H997 医図書＞

高橋豊（がん研究所助教授）著

がん休眠療法

講談社 2001＜QZ267:T136 医図書＞

竹原和彦（医学部教授）監修

専門医がやさしく語るアトピー性皮膚炎

暮しの手帖社　2001

＜WR160:N719 医図書＞

竹原和彦（医学部教授）著

アトピ－性皮膚炎の最新知識

医薬ジャ－ナル社　　2001

＜WR160:T136 医図書＞

武村啓住（医学部助手）共著

PTマニュアル : 循環器疾患の理学療法

医歯薬出版　1997

＜493.2:J99 医保図書室＞

五十嵐透子（前医学部助教授）著

リラクセ－ション法の理論と実際

医歯薬出版　2001

＜146.8:I24 医保図書室＞

川上光彦（工学部教授）編著

まちづくりの戦略

山海堂　1994＜601.1:K22 工図＞

川上光彦（工学部教授）共著

都市計画の地方分権

学芸出版社　1999＜318.7:T714工図＞

川上光彦（工学部教授）分担執筆

地域共生のまちづくり

学芸出版社 1998＜518.8:C534 工図＞

高木秀男（非常勤講師：教養教育）著

若造たちの物理学　　

科学堂　1997＜420:T136 工図＞

高木秀男（非常勤講師：教養教育）著

光の探究史

科学堂　1995＜425:T136 工図＞

北川章夫（工学部助教授）共著

深山正幸（工学部助手）

HDLによるVLSI設計

共立出版　2002＜549.7:H431 工図＞

ありがとうございました

本学教官等著作

寄贈図書リスト
（2001.9～2002.5月寄贈受入）
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岸重次先生の愛蔵書を納めた岸文庫の中に，
「私立北陸英和学校印」という印が押された以下
の２冊の図書が架蔵されている。

1. Studies in English literature / by William
Swinton. New York, 1887.

2. The elements of rhetoric and composition / by
David J. Hill. New ed. New York, c1884.

印記は 2 冊の図書がかって北陸英和学校の蔵書
であったことを示している。英語読本であるスウ
ィントンの著書の見返しに，岸先生の字で「明治
三十年六月三十日　予が北陸英学校在学中同校ヨ
リ購求ス（同校ハ以前北陸英和学校ト称セラレ次
ニ北陸学校ト改称セラレ，最后ニ北陸英学校ト改
称セラレタリ）」と記されている。岸先生は明治
11年9月生まれであるから，この時18歳である。
19歳になる9月には第四高等学校文科に入学して
いる。また，英作文の教科書であるヒルの著書の
見返しにはシールが貼られてあり，印刷で次のよ
うに書かれている。

“If this book is DEFACED, by marking or in any

other manner, or LOST, the holder must pay the price

of the book : in which case the book becomes his

property”

つまり，書き込みをしたり，傷つけたりした場
合は，代価を払えば私物としてよいということで
ある。事実2冊共下線や書き込みが多く見られる。
さて，ヒルの著書の方にも，” J. Kishi, 30th, June,
1897” と記されており，2冊の図書は，岸先生が北
陸英学校で，教科書として使用し，明治30年6月
30日の卒業時に，代価を払って同校より求めたも
のと考えてよいだろう。
ところで，スウィントンの著書の裏表紙側の見

返しに授業時間表が鉛筆で書かれている。教育史
の参考ともなるだろうから，下に写しておく。

表中「聖」と書かれた聖書の授業が毎日あるこ
とから判るように，北陸英学校はキリスト教のミ
ッション・スクールである。この学校は，明治14
年4月，アメリカ人トーマス・ウィン（Thomas
Clay Winn, 1851-1931）が大手町の旧加賀藩士長尾
八之門の屋敷を借り受けて教室兼仮会堂とした，
愛真学校に始まる。また，これはプロテスタント
派金沢教会の始まりでもあった。明治18年1月，
広阪通りに校舎を設け，北陸英和学校と改称した。
以後の変遷は，岸先生の記述の通りで，さらに高
度な英語教育を目指して改称された北陸英学校は
明治32年廃校となっている。

第四高等中学校の前身の中学師範学校の外国人
教師として着任し，その生涯を北陸地方伝道に捧
げたウィンと金沢教会の歴史については，中沢正
七の『金沢日本基督教会五十年史』（1930），『日
本の使徒トマス・ウイン伝』（改訂第３版，1967）
を是非お読みいただきたい。
さて，北陸英和学校は泉鏡花が通学した学校と

して知られている。『一之巻』から『誓之巻』に
至る連作や『名媛記』などを読めば，北陸英和学
校とヒロインのモデルとなった，F.E.ポーター
（Porter, Francina E., 1859-1939）の面影が鏡花的
ヴェールの向こうに覗える。

（情報サービス課図書館専門員　梶井重明）

蔵書散策　　第12回

北陸英和学校旧蔵書�

（ヒルの著書の見返しにある蔵書印：36×36mm）
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◆海外衛星放送設備増設

海外衛星放送は，これまで「ＣＮＮ」のみでしたが，

今回留学生課の支援により「AsiaSat-2」を導入しました。

アジア地域諸国の出身者の多い本学留学生には，時差な

く自国の情報を得ることが可能となります。また，日本

人学生には異文化への接触や国際感覚を養うことに大い

に役立つでしょう。

◆学部新入生図書館オリエンテーション

4月8日（月）に，新入生全員約1,900名に対し，中央館の貸

出規則・利用方法についてルールを守り，積極的に利用でき

るよう図書館スタッフが14教室に分かれ20分間図書館の利用

方法について説明をおこないました。

また，4月9日（火）には養護教諭特別別科27名にも同様の

オリエンテーションをおこないました。

◆新入生図書館見学会

4月10日（水）から4月19日（金）までの昼休み時間帯に開催しました。

新入生は，約10人程度のグループ単位に分かれて広い図書館のなかを

見学しました。各種資料の配置場所やＡＶ室など各施設の利用法，図

書館を利用する際に知っておくと便利な知識を得ることができたよう

です。

◆外国人留学生図書館オリエンテーション

4月11日（木）ＡＶ室で，留学

生対象に，日本語・英語・中国

語により図書館利用の全般的な

説明をおこない，その後２班に

分かれて図書館内を見学しまし

た。

（改装された衛星放送コーナー）

（写真は，留学生図書コーナーにて）
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平成14年度から3年間にわたり，文部科学省から電
子ジャーナルを導入するための経費が措置されまし
た。これに伴い，金沢大学でもElsevier Science
Direct (Life Science), Springer-Link, Blackwell (SSH)
等のデータベース型の電子ジャーナルを導入しまし
た。収録タイトル数は合計1051誌になります。
データベース型の電子ジャーナルは，論文のフル

テキストを端末上で閲覧するだけでなく，論文検索など二次資料としても活用できることが特徴です。
本格的な電子ジャーナル導入ははじめてということもあり，5月中旬に利用説明会を開催しました。学内

４キャンパス6個所（工学部，保健学科，医学部，薬学部，総合情報処理センター，中央館）で7回開催し
たところ，127名の参加がありました。参加者から多くの意見・質問があり，なかでも導入分野がかたよっ
ているという意見や，今後の導入計画についての質問が多く，電子ジャーナルに対する関心の高さがうか
がえました。これからの大学における研究・教育には電子ジャーナルが欠かせないものであることを実感
しました。（参考調査係）

電子ジャーナル利用説明会

を開催

としょかん日誌 （2002年3月～5月）

4月 8 日 平成14年度学部新入生図書館オリエンテーション
4月12日～ 総合科目「大学図書館への招待」開講
4月25日～26日 第53回北信越地区国立大学図書館協議会（福井厚生年金会館）和田敬四郎（図書館長），

山下洋一（事務部長），奥田道夫（情報管理課長），棚橋章（情報サービス課長）出席
4月27日 第53回金沢大学暁烏記念式・記念講演（金沢大学サテライトプラザ） 記念講演「暁烏

敏の詩集『迷の跡』をめぐって」 講師：松永伍一氏（詩人、エッセイスト）
5月21日～24日 平成14年度北陸地区国立学校等初任者研修（金沢大学事務局及び辰口共同研修センター）

伊川麻里子（総務係），池上佳芳里（図書情報係）受講
5月21日 平成14年度国立大学附属図書館事務部課長会議（学術総合センター一橋記念講堂）

山下洋一（事務部長），奥田道夫（情報管理課長）出席
5月23日～24日 日本医学図書館協会総会（愛媛大学）松原美重子（医学部分館図書係長）出席
5月28日～29日 第23回EDCセミナー（中央大学１号館）押見智美（参考調査係）受講

金沢大学附属図書館報「こだま」第146号
発行：金沢大学附属図書館　　編集：広 報 委 員 会 2002年 7 月 1 日発行

〒920－1192 金沢市角間町　電話（076）264－5200 印刷：活文堂印刷株式会社
ホームページＵＲＬ　http : //www.lib.kanazawa-u.ac.jp/

電子メールアドレス　library@ifax.lib.kanazawa-u.ac.jp

読者の皆様からのおたよりをお待ちしております。

表題地模様�Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（初代。1913－1988）は金沢出身の加賀友禅作家です。）

（医学部分館での説明会）


