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干 支の ことわ ざ ― 牛 ―
時田

昌瑞

＜表紙絵の解説＞
① 牛に馬を乗り換える：優れたものから劣ったものに代えることのたとえ。鍬形蕙斎画
『蕙斎略画式』

幕末。江戸期は常用されたものの、明治期から激減している。

② 牛は願いから鼻へ通す：自ら望んで苦しみを受けることのたとえ。鍬形蕙斎画 『蕙斎
略画式』

幕末。江戸期にはそこそこ使われたものの、以降は見られない。

③ 牛に引かれて善光寺参り：他人からの誘いや偶然のきっかけで、思いがけない場所に
行ったり、よいことに導かれること。河鍋暁斎画 『狂斎百図』 幕末。今昔物語に記
述があるものの、ことわざとして使われるのは江戸中期から。現代は、善光寺の絵馬や
暖簾・手拭・土鈴・置物などの土産品になって愛用されている。
④ 暗がりから牛：ものの区別がつき難いこと。また、動作が鈍くのろのろしていること。
昭和 30 年代ころのいろはカルタの一種で珍しいもの。「暗闇から牛引き出す」などと
もいう。江戸期はそこそこ使われたものの、以降はほとんど使われなくなった。
⑤ 商いは牛のよだれ：商売は気長に辛抱強くつづけることが大事だということ。明治後
期の上方系いろはカルタの一種。牛を擬人化し、商人に見立てている。上方系にあるこ
とから数十種程の絵が確認されるが、殆どは牛の姿を描くだけ。中には商人の姿のも
のもあるものの、牛の擬人化の例は珍しい。カルタ以外の用例は江戸期も現代も稀。
⑥ 遅牛も淀、早牛も淀：どうやっても結果は同じになるので慌てることはないというこ
と。
「早牛も淀、遅牛も淀」の言い回しの方が一般的。日本画家・東山魁夷の師である
結城素明が明治 43 年に描いたいろはカルタの中にあるもの。ことわざは室町時代から
みられ、江戸期もよく用いられたものの、現代はほぼ死滅している。
＜牛に関することわざ＞
日本には関連する約 250 のことわざがあり、動物の中で馬、犬に次いで多い。収録数が
約 7000 の一般的なことわざ辞典には 50 程ある。昨年刊行した『世界ことわざ比較辞典』
には日本の牛が関わるものが 3 つある。○鶏口となるも牛後となるなかれ（江戸 2、明治
3、現代 28 の 33 例）

○角を矯めて牛を殺す（江戸 17、明治 3、現代 48 の 68 例）

○鶏を割くに何ぞ牛刀を用いん（江戸 22、明治 6、現代 5 の 33 例）。たった 3 つながら、
用例の時代分析するとそれぞれに特色が見てとれる。古くはそれ程使われなかったが、
現代使われるようになったもの。反対に古くはよく使われたが今は下火になったもの。
全時代を通してよく使われたものの三通りになる。現代実際に使われているベスト 5 は、
①角を矯めて牛を殺す（48 例）、②牛耳を執る（28 例）、②鶏口となるも牛後となるなか
れ（28 例）、④汗牛充棟（13 例）、⑤牛に引かれて善光寺参り（11 例）となる。
最も多く用いられたのは「九牛が（の）一毛」
。鎌倉時代から現代まで 83 例を確認して
いる。もっとも現代は瀕死状態だが…。反対に新しいものが「牛飲馬食」で明治期からと
なる。最後は面白いもので締めくくる。
「牛の糞にも段々（何事にも順序がある意）」
「牛の
糞に滑り胡麻味噌を恐れる（前の失敗に懲りて過剰に用心する意）」。何と、二つとも糞に
関係している。特に牛の糞の形状は段々になっているのだから、その描写力には笑える。
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ことわざエッセイ
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第章

「百聞は一見にしかず」 来て、見て、わかった。歩き旅
  －安土城、備中高松城水攻め跡、田原坂－
第１章
「百聞は一見にしかず」 来て、見て、わかった。歩き旅
－安土城、備中高松城水攻め跡、田原坂－



蟻川 剛

ああ、そうだったのか。行って、見て、初めてわかる。それも歩き旅のよいところ。
・安土城……2010 年 8 月 10 日（火）
小学校の高学年の頃、もの知りの子が、
「江戸時代の前は、安土桃山時代だよ」と言いま
した。安土という名前には、即座にとまどいました。それが地名であることすらわからず、
地図帳でも近畿地方のどこを探してよいのかもわかりませんでした。その後、安土城の跡
があることがだんだんと伝えられるようになり、幻の城でないことがわかってきました。
 東海道本線をたどってきた歩き旅も関ヶ原を越え、安土城を目指すことになりました。
彦根の宿を早朝に出て、時々小雨にあいながら安土の 1 つ手前の能登川駅を 11 時少し前
に通り過ぎました。
能登川駅の北口の町を抜けると、
広い道が水田の間を伸びていました。
大きな建物としてポツンと建っていて目立っていたのは消防署です。その前を通ると、2
つの峰が見え、道はその低くなった鞍部を通っていて、鞍部を越えて往来している車が、
見えています。鞍部の左の方の峰が高く、かつての観音寺城のあった山で、目ざす安土城
は、右側の峰にあり、標高は観音寺山の半分以下 200m 弱しかありません。信長が低い峰
に安土城を築いたのは、防御を重視した山城より天下をにらんだ平山城を選んだからでし
ょう。鞍部を超えると安土城跡の大きな看板に導かれて受付のある入り口に向かいます。  
受付の前には広い駐車場がありましたが、
ガランとしていて、
人影も見られませんでした。
受付の前まで来て目を見張るのが、目の前の斜面をまっすぐに上っていく幅広い石段です。
城というと、堀があったり、頑丈な門があったり、そして、防御の為の石垣に囲まれた曲
輪を思い浮かべるところですが、正面の広々とした石段の意外さに驚かされます。入口の
そばの階段の前には、杖を何本も入れた入れ物がありました。石段に近づくと、石積みの
一段一段が高めにできていて堂々としたものでした。杖の必要な人もいるでしょう。そし
て、まっすぐのびる石段の両側の敷地では、羽柴秀吉、徳川家康、前田利家などの邸跡が
発掘調査されています。有名な武将が軒を並べていた様子を想像してみました。
 大手道の石段は、木立の中の道へと変わっていきました。木の陰の山道を行くようでし
た。木や草がしげっているので、そこにあると思われる石垣はあまり目につきません。時々
平坦な場所に出ると、そこには城の建物があったのでしょうが、ただの小さな広場のよう
にしか思えません。本丸跡とされる所にきても、森林の中の広場でした。そして、いよい
よ、本丸跡から小さな切り通しのような地形を抜けて、天主跡に入りました。そこには、
天主の裾を囲んでいた低い盛り土に囲まれた平地に、礎石が整然と並んでいました。深い
木々と盛り土に囲まれた天主跡は、人影もなく静まり返っていました。展望もきかず、豪
華であったであろう天主の建物も今はありませんが、確かに織田信長が居て、天主があっ
たという実感が迫ってきました。そんな思いを抱きながら自然石を簡単に加工した礎石の
間をゆっくり味わいながら巡り歩いた後、天主跡を出て行きました。
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 大手道とは別に西の山内にある寺の方へ下って行きました。こちら側からも城に入って
来られる道があったのですが、現在は通行止めになっていました。しかたなくトラバース
をして、大手道にもどって出口に向かいました。
 城を出た後、安土駅に向かうために安土の山裾をたどって行きました。安土桃山時代の
日本の中心地、天下統一を目前に躍動していた信長の居城。市街地から離れていた小山に
あったので、町や農地の開発を受けることなく現在に当時の様子を伝えることができたの
だと思いました。山裾をめぐって行くうちに大手道も見えなくなり、見上げればただの緑
濃き蝉時雨の山の中に、織田信長の姿が隠れていってしまうようでした。
・備中高松城水攻めの跡……2012 年 4 月 13 日（金）
山陽地方を岡山、広島、山口と順調に歩を進めながら、山陰地方の鳥取と松江に向かう
ルートを模索していました。そんな時に助け舟を出してくださったのが、職場で話し相手
になってくださった S 先生でした。
「伯備線のルートはどうですか」
、鳥取県西部の日野町
に住居をお持ちで、近くの案内も申し出てくださいました。倉敷から米子へ、高梁川とか
らみ合いながら中国山地をぬけて米子に達する伯備線には、一本の道路がからみ合ってい
ます。S 先生のお言葉に甘えて、伯備線のルートを踏破してみようと決めました。そして、
伯備線に出るまでは、見所のある吉備線に沿って歩く計画を立てました。
早朝の東京発の新幹線で岡山駅に 9 時すぎに着くと、改修中の北口に出て岡山駅を出発
しました。市街地と住宅地を抜けていくと川に出て、川に沿って進んで備前一宮駅に着き
ました。一ノ宮の吉備津彦神社と国宝の建物のある吉備津神社とは、1 つの山の麓にあっ
てその山に対するもう 1 つの北側の山との間にはさまれるように吉備線と道路が通り抜け
て行きます。そして、吉備津駅まで来ると、前方に足守川を中心とした平野が広々と開け
てきました。
有名な巨大古墳や国分寺へは、
そのまま直進すれば楽に行くことができます。
しかし、吉備線は北西にむかってカーブして行きます。私も目的地に向かうために直進
せずに鉄路に沿ってのびる道へと曲がって行きました。目的地というのは、歩く道の計画
を立てる時に地図上に見つけた「高松城跡附水功築堤跡」の文字。羽柴秀吉天下取りのタ
ーニングポイント、本能寺の変に続く「中国大返し」の出発点となった「備中高松城の水
攻め」。秀吉の生涯のハイライトとして欠かせない場面です。幾多のドラマで描かれた現場
が残っているのだろうか。城跡ならば残っているだろうが、戦闘に使われた堤など何百年
後まで残っているものだろうか。信じられない気持ちと実際にあるなら是非見てみたいも
のだ、という気持ちで目的地に選びました。もちろん高松城跡にも寄るつもりでした。
地形図を頼りに吉備線に合わせるように交差点を北の方へと曲がり、線路と並ぶように
して山陽自動車道をくぐりました。すると前方の視界が開けました。平地がひろがってい
る一方、東の大平山から下りてくる尾根が 1 つ張り出してきました。その尾根が平地に接
するあたりに築堤跡があるはずです。
線路に沿って歩いて行くと、
築堤跡への道標があり、
それに従って線路を渡って山裾に向かいました。
たどりついた尾根の先端には、小さな公園のように柵で囲まれて整地された所に、尾根
からまっすぐに飛び出したような地形がありました。尾根の自然な斜面から見れば、尾根
に続いているとはいえ、その形状は直線的で明らかに人工物です。長さは 10m か 20m く
らいでしょうが、長い年月で生えた木に半ばおおわれていても、確かに当時の堤が残って
いました。堤は見上げるほどの高さですが、なんとか上に上がりたいと尾根近くに細い踏
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み跡を見つけて、3、4m の高さを駆け上がりました。堤の上は平らになっていました。幅
は 2、3m ほどでしょうか、まわりに木が生えていますが、残っている堤の先端へ歩いて行
くことができました。今まで四百数十年も残っていたのですから頑丈です。その固さを確
かめるように踏みしめながら堤の上を往復しました。
案内板によれば、堤は城をぐるりととり囲むように造られたのではなく、足守川に向か
って直線的に造られました。そして、城より上流の河の堤を決壊させて水をあふれさせ、
この築堤がダムのように水をせき止めれば、城の周囲が洪水の時のように水没してしまう
という戦略でした。城の近くで川に向かってせり出しているこの尾根を堤の起点としたの
は、さすがに地形をうまく利用したものでした。戦いの後、造った堤の土は、徐々に利用
されて、残っているのは現在の部分だけとなりました。
「中国大返し」で秀吉軍は、一刻を
争って全軍が畿内にすっ飛んで行ったので、堤の後始末など考えてなかったでしょう。
続いて備中高松城へと向かいました。大きな鳥居のある道路を横断して城跡に近づきま
した。しかし、目立った大きな石垣はなく、高低差の少ない城跡なので、公園の広場のよ
うな所に来たところで、城内に入っていたことに気づくほどでした。ただ案内板によって
城の配置などはわかりました。そして、敷地の端には、自刃した清水宗治公船出の地とい
う標柱があまり目立つことなくひっそりと立っていました。近くに大きな土蔵のような二
階だての資料館がありました。この地一帯からの出土品などが展示されていましたが、そ
の資料館の前には、自らの命に換えて、五千もの兵の命を救ったという、清水宗治公を称
える詞が大きな文字で書かれていました。戦いで自刃した後でも今なお長く地元の人々に
慕われていることを強く感じました。
高松城跡からは 2 つの巨大古墳や風情ある国分寺の風景を楽しみながら総社駅に着きま
した。しかし、どの風景よりも、足の裏に感じていたあの築堤の土の固さがいつまでも印
象に残っていました。
・田原坂……2014 年 2 月 22 日（土）
 関門海峡をくぐって九州に入った後も、福岡、佐賀と順調に歩を進めて、次は熊本へと
近づいていました。熊本に向かうのに通ってみたい所が田原坂でした。熊本へは鉄道に沿
って行けばよいのですが、西南戦争の激戦地であった田原坂を見てみたかったです。1 つ
の坂をめぐって、どうして 17 日間もの激しい攻防戦が行われたのだろうか。そこがどん
な場所なのか、ぜひ見てみたいものだと思っていました。
 その日、熊本の宿を早朝に出て、前日たどり着いていた渡瀬駅までもどって改めて出発
しました。2 時間弱で大牟田駅に着くと、後日世界遺産に登録された三池炭鉱万田坑を見
学し、そこからショートカットして、丘陵地帯をぬけて玉名駅に着いて、再び鉄道ととも
に進みました。鉄道には田原坂という駅はありますが、そこは田原坂の頂上の真下あたり
で、激戦地の坂へは、その手前から上って行かなくてはなりません。
 田原坂駅の一つ手前の駅は、木葉（このは）というかわいい名前の駅でした。広い道路
から少し入った所に駅があり、木造の小さな待合室がありました。そこで腰をおろすと、
側には、田原坂の戦跡ガイドマップが置いてあり、田原坂への入口となる駅だとわかりま
した。時計を見るともう午後 4 時を過ぎていて、ゆっくりはしていられないとすぐに腰を
上げました。そして、再び広い国道に戻ると、田原坂の登り口へと向かいました。
 田原坂は、尾根の背を行くように登って行く道です。その尾根をはさんで、今では北側
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には国道が、西側の木葉川に沿った低地には鉄道と自動車の通れる道があります。現在で
は、わざわざ田原坂の坂道を通らなくても熊本市街へ行けるのに、当時は田原坂の道しか
主要道路が無かったのですからやっかいなことです。
 歩いて来た国道を外れて、田原坂の登り口にやってきました。木々の間を上って行く道
は、舗装がしてあり自動車が楽々通れそうですが、車はほとんど通っていませんでした。
ゆるやかな上り坂が続き、比較的楽に歩いて行くことができます。しかし、周囲の様子は
少し変わっていました。道が少し掘り込まれたように、道の両側の土地が一段高くなって
いるのです。そして、その高くなった所には、竹や木々が茂っていて奥の方まで見通せま
せん。この道を攻め上がって来た者達は、一段高い茂みの中で待ちかまえていた者達の攻
撃を受けることになります。また、道は直線ではないので、横からあるいは背後から襲わ
れたことも考えられます。防御しやすく造られたような地形は、一の坂、二の坂、三の坂
と名づけられた所を通って行きます。途中に陣地もあったようです。このような坂で一寸
刻みに進む激戦があったことがよくわかりました。
 数台の車とすれ違ったくらいで、静かな田原坂の坂道を 30 分ほどで登り切って頂上に
出ました。もう夕刻に近く、人影はなく駐車場には数台の車が置かれたままでした。木々
の間からは、登って来た田原坂の尾根道が、木の間ごしに途切れ途切れに見られました。
周りを見ると、田原坂を見下ろす好点なので、長い文を刻んだ石碑がたくさん立ち並んで
います。いちいち読みませんが、明治政府の高官が記念に立てたのでしょう。少し離れた
所には、田原坂のシンボルのように、馬に乗った若い武士の白い石像が、弱い西日を受け
ていました。更に奥の広場には、高さも幅もある大きな慰霊碑が 2 つ並んでいました。そ
れぞれには人名が並んで彫られています。その一方の先頭には「官軍」と彫られています。
では、もう一方は、と一瞬目を閉じました。そして、目を開けると「薩軍」と彫られてい
るのを見て、救われたような気がしました。官軍に対して「賊軍」と決めつけられては、
浮かばれないでしょう。ただ、田原坂も一歩手前の熊本の町も肥後の国です。肥後の人は
隣国の薩摩の国の軍隊が侵入してきて、戦闘とともに荒廃の憂き目を見たことについては
どのように思っているのか、複雑な気持ちになりました。
 いつまでも感傷にひたっているわけにはいきません。いかに西国とはいえ、もう日は沈
みかけているらしく、うす暗くなってきました。早く真下の田原坂駅に行くしかありませ
ん。地図を見て、駅に向かうために十字路を曲がって下り坂を急ぎ足で進みました。する
と道が両側をずっと高いフェンスに挟まれるようになりました。フェンスの中を見ると山
肌が削られていて、ごみの処分場の間を通っていることがわかりました。勢いよく下って
きた道が、鍵のかかっているゲートに突き当たって行き場を失ったらどうなるだろうかと
恐ろしくなりました。しかし、幸い障害もなく処分場を通り抜け、鉄道と並行してのびる
道路まで下りることができ、無事、田原坂駅に着くことができました。
 無人駅に点灯していた数少ない照明が、とても明るく見える時間になっていました。ベ
ンチに腰を下ろすと駅から離れた所には、ポツンポツンと家の灯りが見えました。田原坂
の頂上の方を振りかえると、もう山の姿も空も区別がつかない黒い闇となっていました。
離れていても、目の前の 2 つ 3 つと点在する人家の明かりが温かく感じました。
 やがて、ガタン、ガタン……と、熊本行きの普通列車がやって来ました。まぶしい車内
に入り、乗客の姿を見て、ようやく平成の世に戻って来たことを実感しました。
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第 2 章 『徒然草』とことわざ
第２章 『徒然草』とことわざ
古後 靖弘
ステイホームの生活が長くなって、昔を回想することが多くなっていますが、いささか
気持ちに余裕がなくなっています。気分転換には外出が欠かせないと思っていますが、際
限のない緊急事態宣言発出で、世間は自粛疲れが進んでいることは間違いありません。
最近は、大阪府指定の天然記念物で樹齢約７００年と言われる椋木に会いに行くことが、
自粛生活の疲れ解消に効果があると思い、朝の散歩に取り入れています。新緑の季節は、
樹高 21m 幹回り 5.4m 枝張り 17m の葉々がまぶしいばかりです。葉々の隙間から青空が透
けて見えるときは気分が癒されます。時に鶯の声。そこで約７００年前の時代を少し回想
することにしました。
この１４世紀頃の世界に目を向けると、イタリアではルネッサンスが勃興し、イギリス
とフランスとの百年戦争が始まっています。またヨーロッパ全体にペストが大流行して大
量の死者が出ています。２０２０年に始まった今回の新型コロナ感染症は現在も拡大中で、
将来世界の歴史に残る出来ごとになるでしょう。そんな中にあって、アメリカと中国の覇
権争いが厳しさを増し、中近東、アフガンでの終わらない紛争、日本と朝鮮半島、中国の
尖閣諸島問題等いつの時代も騒々しいものです。
さて、この約７００年前の我が国は、鎌倉時代から室町時代への過渡期で南北朝の紛争
が続いていた時代でもあります。この時期に日本の自然や社会、人間関係などに様々な思
いをめぐらせた随筆に『徒然草』があります。中世の名著として現在も読み継がれている
わけですが、読み進めてみると、改めて気が付くことがありました。宮廷の蔵人まで勤め
上げた吉田兼好が、南北朝の乱について細かく触れていないことです。世間の動きに動じ
ることなく淡々と人間模様に思いを綴っています。隠遁生活もしましたが世俗的情念は持
ち続けていたのです。兼好が極めて常識的で普遍性のある価値観を持つ人物だったと感じ
させるわけですが、序段から最終第二百四十三段までを拾い読みして、気にとまった段だ
けを完訳本から抜き出し書き留めてみました。各段の＊以下は、改めて令和３年に引き戻
しての思いです。
ことわざの源流に当てはまる話が多く、兼好の思想を再認識しました。
●序段・・・なすこともなく、もの寂しさに任せて硯に向かって、心に浮かんでは消え
ていくつまらない事柄を、とりとめもなく書き綴っていると、我ながらもの狂おしい気持
ちがする。
＊コロナ禍でステイホームが続き、
ストレスがたまっていることを気づかせる一文です。
●第一段・・・この世に生まれて、誰でも願わしいと思うことがあれやこれやと、どっ
さりあるものだ。作詩、音楽に塾達しているのはよい。筆が達者で、酒をすすめられると
迷惑そうにしながらも全く飲めないわけでもないのが男としてよい。
＊いつの時代も文学、音楽は素晴らしい。文章が達者で、酒をすすめられたら断らずに、
酒は飲むとも飲まれるな、と言うことでしょう。
素直に飲む方がいいのです。酒
●第七段・・・命が長ければそれだけ恥をかくことが多い。長くても 40 歳くらいで死ん
でゆくことこそ見苦しくない生き方だ。この世の情緒も分からなくなってゆくのは、まっ
たく浅ましいことだ。
命長ければ恥多し、と言うこ
＊この時代の４０歳。令和では何歳に当たるのでしょう。命
とわざは、
『岩波ことわざ辞典』に例示されています。
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●第八段・・・この世の人の心を迷わすことで、色欲に及ぶものはない。
＊いつの時代も色恋沙汰は絶えないもので、現在もテレビ、週刊誌を賑わせています。
●第九段・・・あの情欲という迷い一つだけは、とても抑えがたく、こればかりは年老
いた人も、若い人もまた知恵のある人も変わるところがないと思われる。
恋に上下の隔て無し、と言います。
＊兼好の面目躍如である。恋
●第十一段・・・庭に大きな蜜柑の木があり、枝もしなうほど実っているものの、その
周りを厳重に囲っているのを見ると感興が薄れてしまう。
欲に頂なし、と言うことでしょう。
＊欲張りは、見苦しいと言うことであるが、欲
●第十五段・・・何処であろうと、しばらく旅に出ているときは、目の覚めるように新
鮮な気持ちがするものだ。
＊兼好は京都から関東へ２度ほど旅をしているが、旅は視野を広め気持ちがよくなると
言っています。今コロナ禍で、我々は旅行もままならず、ストレスが溜まる一方です。
●第十九段・・・季節の変わり目に情緒があるのは、秋が一番という人もいるが、心浮
き立つのは、春の様子である。鳥の声、草の芽吹き、霞がたなびき、桜が咲く。
＊年齢が進むと、日暮れの短い侘しい秋の風情より、新緑まぶしい春が好きになるのです。
●第三十八段・・・名誉や利益という欲望に目がくらんで、心静かにしている暇もなく
一生あくせくと、わが身を苦しめるのは、愚かなことだ。財産を残しても残された人から
は迷惑がられるだろう。黄金は山に捨て、玉は淵に捨てよ、利欲に迷う人は愚かだ。
＊兼好の隠遁者気分が出ています。誉
誉はそしりの基、と言います。
●第五十七段・・・何事でもそれほど知らない方面の話をするのは傍らで聴くのも笑止
で、聞き苦しいものである。
知る者は言わず、言う者は知らず、と言うことです。本当に知っている人はむやみに
＊知
語りません。
●第七十三段・・・世間で語り伝えられていることは、たいていのことは嘘偽りである。
事実であるより以上に人は物事をことさら大げさに言うし、年月が経つと言いたい放題の
作り話をして、文字に書き留めてしまえば定説になってしまう。いずれにしても嘘偽りの
多い世の中である。教養のある立派な人は、異常なことは語らないものだ。
＊嘘
嘘八百、嘘
嘘は後から剥げる、と言うことわざは今も生きています。
●第七十九段・・・何事にも深く立ち入って、知ったふりをしない方がよい。よくわき
まえて知っている方面のことについては、必ず言葉を慎み、人に尋ねられない限り言わな
いのが立派である。
＊言
言わぬは言うに勝るともいいますが、沈
沈黙は金ということでしょう。
●第九十一段・・・吉日に悪事を行えばその結果は必ず凶となる。悪日に善を行えばそ
の結果は必ず吉となる。吉凶は人によるもので日によるものではない。
＊兼好は、暦の迷信などは信用していなかった。思
思い立ったが吉日、と言うことです。
●第九十七段・・・ものにくっついてそれを弱めさせるものが無数にある。体に虱、家
には鼠、国には賊、つまらぬ人間には財物、立派な人には仁義、僧侶には仏法。
家に鼠、国に盗人ということ
＊何事も固執することは好くないと言うことであろうか。家
わざがあります。世の中には悪事を働く者が必ずいます。役人の汚職はいつの時代も絶え
ないものなのです。
●第百十三段・・・およそ聞きづらく見苦しいのは、老人が若い人の中に入り込んで面
白おかしくありたいとものを言って、つまらぬ身でありながら世間に評判のいい人を、親
しい間柄のように言うこと。
＊年寄りが若者ぶるのはあまりすすめられないと言う。評判のいい人を知り合いだと吹
聴するのはいかがなものかという。年
年寄りの冷や水、年
年寄りと釘頭は引っ込むがよし、と
いうことです。
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●第百十七段・・・友達にするには悪いものが七つある。第一に身分高く尊い人、第二
には若い人、第三には無病で身体の強い人、第四には酒好きの人、第五は勇敢な武士。第
六は嘘をつく人、第七は欲の深い人。良い友に三ある。第一は物をくれる友。第二は医師。
第三は知恵のある人。
＊兼好は、交友関係を語っています。隠遁生活で苦しい時期もあり不便な生活を経験し
ている。若くて頑強で、酒好き、欲深く、嘘ばっかりつく人は嫌いで、体に不安があり、
医者を頼っていたのかもしれない。コロナ禍の今、医学、医療は人間にとって如何に大事
なことかを改めて思い知らされています。
●第百二十九段・・・肉体を損なうよりも、精神を傷つける方が人を害すること一層甚
だしい。病気にかかることも多くは心からかかる。外からくる病気は少ない。
病は気から、と言うことわざは現在も頻繁に使われています。
＊病
●第百三十七段・・・年の若さにもよらず、体力の強さにもよらず、思いかけないのは
死の時期である。今日まで死からまぬがれてきたということは、珍しく不思議なことなのだ。
＊年寄りが先に死ぬとは限らないし若者が長生きするとも限らない。寿命は誰でも予測
老少不定ということを兼好は繰り返し述べています。
できない。老
●第百四十段・・・死んだ後に財宝を残すことは知恵のある人のしないことだ。死後に
誰それと争っていることはみっともない。誰それにと心に決めたものがあるならば、生き
ているうちに譲っておくのがよい。
＊立
立つ鳥跡を残さずといいます。生前贈与は、いつの時代にも通じる処世術なのでしょう。
●第百四十二段・・・為政者は、盗人を縛り、悪事だけを罰するようなことよりは、世
間の人が飢え、寒い思いをしないようにこの世を治めてほしい。上に立つ者が贅沢や浪費
することをやめ、人民をかわいがり、農業を奨励すれば、下々の者に利益があるだろうこ
とは疑いのあるはずがない。
隗より始
＊為政者は、まず自らを正すべきで、庶民の声はいつの時代も変わりません。隗
めよと言うことです。コロナ禍で支給された令和の一人給付金１０万円、国民はどのよう
に感じているでしょうか。
●第百五十五段・・・木の葉の落ちるのは、まず葉が落ちてその後に芽を出してくるの
ではない。下から芽ぐみ、きざす力にこらえきれずに古い葉が落ちるのだ。生老病死の巡
ってくることは、四季のそれより早い。四季の推移には、春夏秋冬という決まった順序が
ある。死期の時期は順序を待たない。死は前からばかりは来ないでいつの間にか後ろから
肉薄しているものだ。
＊兼好は、植物の生命力に関する知識を備えていたと思われます。そして常に老
老少不定
を意識していますが、中世の無常観だけとは言い切れず、命の普遍性と捉えるべきでしょう。
●第百六十七段・・・自分の知恵を取り出して、人と競争するのは、角のある動物が角
を傾けて突っかかり、牙のある動物が牙をむきだして噛みつくのと同類である。人間とし
ては自分の善行を自慢せず人と争わないことを美点とする。他人より優れていることがあ
るのはむしろ大きな欠点である。本当に優れている人は、自分の欠点を知っているから向
上心をいつも満足することなく結局何事でも自慢することがない。
能ある鷹は爪を隠す、出る杭は打たれる、などのことわざは、日本人のＤＮＡを示し
＊能
ています。
●第百七十五段・・・あくる日まで頭が痛く、物も食わずにうめきながら寝ていて、ま
るで生を隔てて前世のことのように、昨日のことも覚えておらず、公私の重要なことも果
たせないのは人の迷惑になる。こんな目を見せることは思いやりの心もなく礼儀に背いて
いる。この世では、しくじりが多く財産を失い病気にかかる。酒は百薬の長だと言うが、
すべての病気は酒からおこるものだ。心おきなく親しい者同士が、差し向かいになって酒
をたくさん飲んでいるのはとても面白い。身分の高い人から「もう一つ」と仰せになるの
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はうれしいものだ。近づきになりたい人が、酒飲みですっかり打ち解けしまったのもまた
うれしいものだ。
＊兼好はお酒が好きで、何度も何度も二日酔いをした経験があるようです。そして心通
う人たちとのよき酒は歓迎していたようです。酒
酒は百薬の長、百薬の毒であることは心得
ていたのです。
●第百八十八段・・・一日の内、またひと時の間でも、多くのことをやっても、少しで
も利益の多いようなことを励み行い、その他のことを打ち捨てて大事なことを急ぐべきで
ある。どちらも捨てまいと心に執着するならば一つのことが成就するはずがない。碁をす
る人が、あれも取ろう、これも取ろうとすることは、あれも取れずこれも失うことになる。
当然の道理である。一つのことを必ず成就しようと思うならば、他のことが不成功に終わ
ることを嘆いてはならない。あらゆることと引き換えにしないでは、一つの大事が成就す
るはずがない。
二兎を追うものは一兎も得ず、ということです。コロナ感染拡大防止と経済生活の維
＊二
持拡大の両方を願う現政権の心が透けて見えますが、ウイルス相手では至難な政策が要求
されています。
●第百八十九段・・・前から予期していたことが、みなうまくいかないと思うと、たま
たま思うとおりになることもあるので、ますます物事を予定することが難しい。定めがた
く確かでないと承知してしまうことだけが真実であって、狂わないのだ。
＊一
一寸先は闇、と言うことわざは新型コロナ感染症で証明されました。無観客のオリン
ピック開催など誰が予想したでしょう。
●第二百十一段・・・権力があるからと言って頼みごとは出来ない。真っ先に滅ぶから。
財産があるからと言って頼み事は出来ない。わずかな間に無くしやすいから。学才がある
からと言って頼めない。孔子でも好運に巡り合わず世に出られなかった。人の厚意は頼み
にはできない。必ず変わるから。約束も頼みにできない。信義のあることはまれだから。
人間は天地の間で最も霊妙なものである。
＊人間の本性は、無限の可能性を天地と共有すると言います。しかし、権力者、財産家、
学者など他人を信用しない兼好は相当裏切られた経験もあるのでしょう。奢
奢るもの久しか
らず、君
君子豹変す、と言っています。
●第二百四十二段・・・人間が願い欲するものは第一に名声である。行状と学問。第二
は色欲、第三は食欲だ。この三者は多くの心の苦悩を伴う。求めないに越したことはない。
＊凡人兼好が、欲望に引き回されることを諫めているのです。
（了）
＜参考文献＞ 神田秀夫・永積安明『完訳 日本の古典・方丈記／徒然草』小学館
（１９６０）
時田昌瑞『岩波ことわざ辞典』岩波書店（２０００）
学研辞典編集部『用例でわかることわざ辞典』学研教育出版（２０１５）
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第第３章
3 章 苦苦難の向こうの希望を求めて…
難の向こうの希望を求めて…
清水 泰生
2019 年の秋、2020 年 3 月 1 日開催の東京マラソン 2020 の抽選に当たって 2020 年の 3 月
に走ることを楽しみにしていた。そして、東京マラソンの 2 週間後の 3 月 15 日 NYC ハー
フマラソンでブロードウエイを走ることも楽しみにしていた。年が明けて 2020 年 1 月、武
漢でコロナウイルスが猛威を振るい、1 月下旬の香港マラソンが中止になった。東京マラソ
ンも危ないなと感じていた。そのあと、2 月中旬に東京マラソンの一般の部が中止になった。
その時、3 月 15 日 NYC ハーフマラソン、3 月 22 日ソウル国際マラソンも開催が危ないと
思った。
2 月 19 日、日本ことわざ文化学会西日本分科会の対面式研究会が予定通り行われた。今、
思えば対面式の会議の開催が、ぎりぎりで、よく開催できたと思う。間一髪だった。
ソウル国際マラソンも NYC ハーフマラソンも開催されないだろう。もしそうなると、エ
ントリー料、航空運賃とも返ってくるのか心配であった。心配しているうちに 2 月 29 日ソ
ウル国際マラソン中止、そして、韓国入国が絶望になり、ソウル国際マラソンの航空運賃、
大会費とも返金された。そして、NYC ハーフマラソン出場のためアシアナ航空を取ってい
たがトランジェットが韓国、仁川のため、アメリカには行けず、航空運賃が返金された。そ
して、その後、大会中止が決定。このような様子から「外国からの留学生が日本に来ること
もできないのではないか」という不安が募った。これは、ネット授業かもしれない。マラソ
ン大会が中止続発になって、そのことが頭によぎった。
実は、私は、ネット授業は、今回初めてではない。2004 年アメリカの大学の大学院で
「日本語教育学習環境論」という名のネットによる授業を受け持ったことがある。2004 年
と言えばユーチューブが登場しだしたころで、動画のオンライン授業は困難で、オンデマン
ド形式にしてもハード面が今一つで、大変だったと思う。私の授業は動画ではなくメーリン
グリストに講義録を書いたファイルをメーリングリストに送り受講者にそれを読んでもら
い、それからメーリングリストでディスカッション。そのあと課題レポートを提出というも
のであった。なお、授業期間は 2 か月であった。受講者は、8 人くらいだったのでフィード
バック等は、問題にはなかった。海外からの受講生もいて、年齢などさまざまであった。
その講義が 2006 年まで続き、そのあと私は、オンライン授業に縁がなかったが、2019 年
に O 大学から次年度の通信課程の講座を持ってほしいと依頼を受け、昨年オンデマンドの
講座のコンテンツ作成を行った。担当は「地域の日本語教育」で、8 回分（毎回 50 分ほど）
の講義のコンテンツを作成。忙しい中、何とか締め切りの 3 月初旬、ぎりぎりに完成。動画
作成の最後のころに、コロナ禍に入った。しかし、オンデマンド形式なので、この講義は 4
月に開講できると思った。
それよりも問題なのは例年行われている対面式の授業、本当に行われるのか。D 大学は 5
月のゴールデンウィーク明けに Zoom 授業を行う。それまでの 3 回の講義はメールで課題を
与え、課題は、メールで提出であった。K 大学留学生別科は Zoom で別科生に総合科目（社
会）を Zoom で行うことになった。家で Zoom を使って講義を行うこともできたが、通信障
害が起こっても対応できるように「石橋をたたいてわたる」で大学から Zoom 授業を行っ
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た。K 大学留学生別科は、結局 1 回の対面式と Zoom のハイブリット授業を行うのみであと
はすべて Zoom であった。O 短大は、5 月から始まり、5 月は Zoom の授業で 6 月から対面
授業となった。なお、Ó 短大は留学生に日本語能力試験対策の授業を行う予定だった。とこ
ろが 7 月に行う日本語能力試験が中止になり NAT テストを意識した授業となった。
日本語教師養成講座はどうなるのか。養成講座 S では、5 月のゴールデンウィーク明けか
ら予定より 1 か月遅れで対面式と Zoom 併用のハイブリット授業を行った。別の養成課程 H
大学はオンライン主体の授業で私の授業は対面式でのテストの監督、テスト解説のみであ
った。H 大学は私の担当の授業のころは Zoom 授業がなくなり対面式授業であった。
D 大学で私は、4 クラス担当、家で Zoom の授業をした。家から D 大学まで片道 2 時間な
ので Zoom だと移動がなく楽であるが、学習プリントを一斉メール等で送り Zoom のパスワ
ード等を一斉メール等で送るのが面倒であった。オンラインのために白板を買ったが、学生
は「（Zoom だと）白板の字が見えない」の連呼、白板は無用の長物となった（笑）。また、
学生の方も通信環境が十分でなく、出席できない学生もいて大変だった。それから、期末テ
ストができず、期末レポートに変更した。Zoom の授業になる前の課題で、学生の好きなこ
とわざをあげてもらい、それについてのエッセーを書いてもらい、ことわざの HP を調べて
もらった。そして Zoom 授業が開始になった時、朝日新聞のことわざに関する記事を読ん
だ。
K 大学留学生別科の「総合科目Ⅱ（上級）」のクラスは、日本語能力試験対策の過去問題
を解き、「総合科目Ⅰ（初級）」はテキストに沿って講義をした。通信障害を無くするため、
学生自身の顔を隠してもよいことにしたので、学生は、自分の顔の代わりにアニメや動物等
の静止画などを出してきたため、人間に教えているのかアニメや動物に教えているのかわ
からなくなった。O 短大は対面式だったので学生の反応が分かりやりやすかった。「目は口
ほどにものをいう」ということわざをつくづく O 短大で実感した。
何とか 6 月も終ろうとした時 2020 年 9 月 27 日出走予定だったベルリンマラソンが中止
になることが正式に決まった。ベルリンマラソンが走れず、ジャケットを現地で買うことが
できないのでネットで古着のベルリンマラソンのジャケットを買った。写真のがそうであ
る。そして、しばらくたってからベルリンマラソン大会事務局から手紙が突然来た。手紙の
中にメッセージ付き絵葉書が入っていた。メッセージには「我々は一緒に走ることはできな
いが我々は団結し続ける（日本語訳）」。このメッセージを見て胸がいっぱいになった。み
んなで力を合わせて困難を打ち勝とう！
7 月になり H 大学の日本語教師養成講座（資格講座）の「文字、表記」の授業が始まった。
H 大学の学生から「日本語以外の講義がオンラインで大変だった。課題は多いし、教師は一
方的に講義を行う、通信障害もある」という愚痴を聞かされた。聞くのがとてもつらかった。
7 月中旬 D 大学のオンライン授業受講生との対面懇親会があって、お互いのことが分か
ってほっとした気持ちになり救われた。7 月下旬 D 大学、K 大学別科とも例年期末テストが
行われていたが、今回オンラインなのでテストが難しく課題レポートとなった。
7 月末、大学の授業が終わり、8 月下旬に養成講座 S の対面、オンライン併用ハイブリッ
ト授業も終わり嵐の前期の授業が終った。
秋学期 D 大学は、学部の授業は、対面授業であったが、交換留学生対象の授業は、１ク
ラスは対面、１クラスは Zoom での授業だった。K 大学の留学生別科の総合科目の授業は２
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クラスともハイブリットの授業、日本語教師養成講座 S もハイブリットの授業であった。
秋学期も終わり 2020 年度も何とか無事に終わった。
教師も大変だったが、学生も大変だったと思う。学生から「オンライン授業は中身が薄い、
友達ができない。キャンパスに入れず、大学生になった実感がない」と嘆きや愚痴を聞かさ
れた。そこで思ったことであるが、今までに戦争、学園紛争、スペイン風邪等で 1 年間満足
に勉強できなかった時代もあった。その時に学生等はどうだったのか、そして困難な時にベ
ストはできないけれどベターを探ろうとしたその時の記録、歴史、先人の想い等を振り返る
必要があるのではと思う。そこに、コロナ禍、コロナ禍後の困難な状況を抜け出す一つのカ
ギ、手がかりがあるかと私は、思う。私はできるだけ自分なりに先人たちの歩んできた道を
調べ、そのカギ、手がかりを探そうと思う。
（2021 年 3 月記す）

ベルリンマラソンの古着のジャケット

ベルリンマラソン事務局からのメッセージ
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第４章 八重山の民話とことわざ
第 4 章 八重山の民話とことわざ
辻

維周

八重山の古い民話には、現在使われている諺に当てはまるのではないかと思われるもの
がいくつかあります。今回はそのうち 2 題をご紹介しましょう。
まず 1 つ目は「恩を仇で返す」という諺に通じる「油雨」という民話です。
「昔、波照間はとても暮らしやすい島であった。食べ物は十分にあり、争いはなく、島
は至って平和で、人々は毎日を楽しく過ごしていた。しかしだんだん人間が増えてくると、
食べ物が不足するようになってきた。荒れた土地は次々に開墾され、全く土地がなくなっ
てしまった。
波照間は珊瑚礁でできている島なので、どの畑も岩盤だらけ。そこで島の人々は畑の岩
盤を割って土地を広げたが、今度はその石の捨て場がない。仕方なしにその石を畑の周り
に石垣として積み上げたが、石垣は高くなり続け、その畑も幅の広い石垣で囲まれるよう
になった。
このようにして畑は広くはなったが、食べ物はまだ不足しており、人々は岩盤を割り続
けた。その石を今度は道路に高く積み上げ、その石垣の上を通るようになった。島の畑や
荒地は全て開墾され、これ以上畑を広げる事が出来なくなった。そこで、畑が少ない人が
今度は自分の畑の囲いの、広い石垣の上に他所から土を運んで来て、そこを畑とすること
を思いついた。土を運んでくるとは言っても、どこにも余った土などないので、この人は
あることを考え付き、実行に移した。
それは、特別に大きなわらじを作り、雨の日にそれを履いて他人の畑に入り、そのわら
じに沢山の土をわざと付けて、その土を自分の畑の石垣の上に落とすということだった。
つまり石垣の上に他人の畑の土を集めてきて畑にしてしまったのだ。これを見た人が次々
と真似をして行った。しかしそれでも人口は増え続けていたので、食べ物はますます足り
なくなり、遂に食べ物に困った人々が弱い人を殺して食べるようになってしまった。
神様は、始めは人々が勤勉で正直なのを喜んでいらっしゃったが、人口が増えるに従って
次第に心が荒んでゆくのを、苦々しく思っていらっしゃった。そのうちに島中の人々が醜
く争い、しまいには人間が人間を殺して食べるようになったのをご覧になり、ひどくご立
腹になった。その結果神罰を与えて懲らしめてやろうとお考えになった。
それから間もなく、急に空が赤く燃え、熱風が襲ってきた。人々は恐れおののき空を見
上げていたが、そのうちに空から燃えたぎる油の雨が降り注ぎ、見る見る油の雨は島を覆
い尽くしてしまった。人々は泣き喚き、隠れ場所を探そうとしたが、地上に生きているも
のはすべて燃え盛る油雨に焼き尽くされ、死に絶えてしまった。
こうした災厄の中で、神様のお眼鏡にかなった幸運な二人の兄妹があった。兄妹は丁度
そのとき海岸に出ていたが、油雨が降ると素早く近くにある「ミンクの洞窟」の奥に入っ
て隠れ、その災厄を逃れて生き残った。この二人の普段からの行いが正しいのを神様がお
認めになっていたのだろう。数日経って油雨がやみ、地上の熱が冷めるのを待って二人は
18

【日本ことわざ文化学会】同人誌『コトワザあらかると５号』

洞窟から出てきたが、島は焼き尽くされており、二人以外には生き残っている人もいない
ようなので、二人はこの洞窟で暮らすようになった。
何年か経って成人した二人は夫婦となり、子どもが生まれたが、最初の子はミノカサゴ
のような姿をしていた。このような子が生まれたのは、土地柄が良くないせいだろうと思
った二人は洞窟から出て、この洞窟の東の岩穴に移り住んだが、今度はムカデのような子
どもが生まれた。
ここも人間の住むところではないと思った二人は、更に上のほうにある片側石に巣のよ
うな住居を造って住んだところ、やっと人間らしい子供が産まれた。しかし巣のような住
居では子供を育てるのに良くないので、色々考えた末に、ある夜、空に並んで輝いている
五つの星から、四つ角とその真ん中に柱を立てる掘立小屋を思いついた。しかしこの際、
場所も良いところへ移そうと考え、島中を歩き回った末に土地柄のよいヤグ集落のあたり
を選び、そこに永く住めるような掘立小屋を建てて移り住んだ。
それから島は次第に繁盛するようになったが、島の人々は油雨の後、初めて生まれたこ
の人を『新生の婆（アラマリのバア）』と呼んで敬い、その人の墓を建てて祭るようにな
った」
ここで思い出すのは古事記のイザナギ、イザナミ伝説です。火の神であるカグツチを産
んだイザナミは我が子の火に焼かれて死んでしまいましたが、イザナミの事を忘れられな
いイザナギはイザナミに会いに黄泉の国を訪ねます。しかし変わり果てた姿を見られたイ
ザナミは、雷やヨモツシコメに後を追わせます。イザナギはヨモツヒラサカで大きな岩で
道をふさぎイザナミと離別しようとしますが、イザナミは「お前の国の人々を 1 日で千人
絞め殺してやる」と言ったので、イザナギは「そのようなことを言うならば、私は 1 日に
1500 人の産屋を建てて見せる」と言い、その言葉通りに人口は増えて言ったというストー
リーです。
この伝説には様々な解釈が試みられていますが、火山学者であり医師でもある作家石黒
耀氏は、その代表的著作である「死都日本」の中で「イザナミが雷を投げつけるという行
為は、火山の爆発を意味するのではないだろうか」と書かれています。
しかし波照間の地質は新第 3 紀の島尻層群と 4 紀更新世の琉球石灰岩及び完新世の堆
積物から構成されており（沖縄県立博物館紀要 No.4「八重山・波照間の地形と地質」河名
俊男、大城逸朗）、火山性地質ではないと考えられるので、油雨は火山弾ではないでしょ
う。とすると、この昔話の油雨は琉球列島全域に伝わっている「ヒヌカン（火ぬ神）」を
示唆しているのではないでしょうか。ヒヌカンは現在台所に祀られていますが、本土では
「かまどの神」とされ、元々は火炎信仰から端を発し、不浄なものを清めるという意味合
いがありました。つまり波照間の悪い心を持った人間を火ぬ神が滅ぼし、新しい波照間を
造ったと考えられます。
このように誰かから受けた恩を忘れ私利私欲にまみれている、つまり「恩を仇で返す」
と、必ず報いを受けるという教えではないでしょうか。
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もう一つは「カエルの恩返し」という民話です。
「一匹の蛙が野原（のばる＝地名）の小さな池にすんでいた。蛙の住処からは遠くに美
しい山が見えていたので、蛙はその美しい山のふもとの田んぼに行って住みたいと思って
いたが、ピョンピョン跳んで行くのにはあまりに遠すぎて、困っていた。
そこへ一匹の猪がやってきたので、蛙はしめたと思い
「猪さん、こちらから向こうの山の麓まで私をおぶって走ってくれませんか。帰りは私が
あなたをおぶって走りましょう」
「私がお前をおぶって走るのはわけないことだが、お前が私をおぶって走る事はできます
まい。止めた止めた」
「いや、きっと出来ます。さあ私を背中に乗せてください」
「たしかに私をおぶって走る事が出来るんだな」
「出来ます出来ます」
「では背中に乗りなさい」
猪は蛙をおぶって走り出した。背中に乗った蛙は移り行く景色を眺めて大喜び。山の麓
に着くと猪は「蛙さん、着いたぞ。今度は私があなたをおぶって走る番だ」というので、
蛙は飛び降りて「ありがとう、猪さん。約束ですから今度は私があなたをおぶって走りま
す。私の背中にまたがって座りなさい。しかしあなたが下を見ると、私は走れません。私
が合図をしたらすぐ上を向いてじっと雲を見ていてくださいよ」というと猪は足をまげて
蛙の上に座った。
そのとき蛙はぴょんと一足前に跳んで、地べたに着いた猪のおなかの前に両手をついて、
いかにも猪をおぶったような口ぶりで「では猪さん走りますよ。上を向きなさい」と言った。
猪は言われたとおり、さっと頭を上げて空を見上げていた。澄み切った青空には、白い雲
がふんわり浮かんでいて、風に吹かれて向こうから飛んでくる。
じっと雲を見つめていた猪は、空を飛んでいるようでいい気持ちになった。「蛙さん、
早いぞ！雲がズンズン後ろに飛んで行く。それに乗り心地がとても良い」。猪は蛙がこん
な小さな体で自分をおぶって走るのに感心し、とても上機嫌だった。
しばらくして蛙が「さあ着きました」というので、下を向いてみたところ、猪はかんか
んになって怒り、「蛙め、よくも俺をだましたな。貴様のような奴は潰して食ってやる」
と前足を上げて押しつぶそうとした。蛙はびっくりして「ごめんなさい猪さん、私はこの
田んぼに来たかったのです。でもあなたは私を食べても腹の足しにはならないでしょう。
それよりもこれから恩返しさせてください。きっとお役に立ちますよ」
「どんなことをして恩返しをするのだ」
「そろそろ田んぼには稲が熟します。あなたはそれを食べたいでしょう。でも田の主があ
なたを捕りにやってきますよ。猪さんが田んぼの中をジャブジャブ歩き回っても、人にわ
からぬように、私たちは大勢で歌を歌ってあげましょう」
猪は黄色くなりかけた田んぼを見回して、「良かろう。だがうそではあるまいな。だま
すような事でもしてみろ。今度こそただではすまないぞ」と言って、許してくれた。
蛙は猪に本当に怒られては大変だと思い、約束を守り、五月、六月の稲刈の時期になる
と、猪が稲を食いに田んぼに入って、ジャブジャブ音を立てて歩き回ってもわからないよ
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うに、特別大きな声で、”ゲロゲロゲロ”と、やかましく鳴きたてているのだということ
である。」
この民話のベースになっているのは、もちろん蛙の鳴き声のやかましさを正当化するた
めに猪に対する恩返しにこじつけたものでしょうが、その裏には農作物が猪に荒らされる
ことを阻止できないもどかしさが潜んでいるものと思われます。当時農耕文化が主体であ
った八重山諸島では（現在も農耕文化が主体ではありますが）、野生動物（特にリュウキ
ュウイノシシ）に農作物が荒らされる被害が続発していたと思われます。
もちろん現在のように野生動物のテリトリーに人間が入り込む事はあまりなかったと
考えられるので、ある程度の住み分けが出来ていたことは容易に想像できます。しかしな
がら山から迷い出てきた動物が田畑を荒らすのは如何ともしがたく、ある意味、あきらめ
の境地でもあったのではないでしょうか。
そこで蛙の鳴き声が猪の足音を消すから荒らされても仕方ないのだという諦念がこの
説話に隠されていると考えたいわけです。ただしそれは自給自足時代の話であり、現代の
ように収穫高が収入に直結する貨幣経済社会である現在では、なかなか受け入れ難いので
はないでしょうか。
以上の事からこの民話は、「人生諦めが肝心」という諺のもとになったのではないかと
言われる、「諦めは心の養生」と言う諺にも通じると思われます。
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第 5 章 『世界ことわざ比較辞 典』 で積み 残し たも の 
―ことわざの認知度と使用度の差 ―
第５章 『世界ことわざ比較辞典』で積み残したもの
ーことわざの認知度と使用度の差ー

                                 
時田 昌瑞
はじめに
昨年出た『世界ことわざ比較辞典』の解説には基本となる 300 の日本の常用ことわざの
由来や履歴のようなことがらを記載した。ことわざは成立状況を度外視して一律に論じら
れるべきではなく、どのことわざにもそれなりの歴史があるはずだとの思いを持っていた
からだ。力点を置いたもう一つは、ことわざの実際の使用度合に関する事柄であった。
 この 300 の選定は、30 年ほど前に現代日本の基本となる 1000 のことわざを自分なりに
選んだものを基にした。2010 年に開始した「ことわざ国際比較プロジェクト（『世界こと
わざ比較辞典』に携わった母体）」では、これを下敷きに、その後に得た知見などを加えて
約 600 を選定し、作業にとりかかった。しかし、途中で時間がかかり過ぎることから 300
に切り詰めて進めることに方針をかえた。
 300 に限定したものではあったものの、ここで得られた結果から新たに判明したことが
あった。①一口に常用といっても一つ一つのことわざの常用度合には大きな違いがあり
色々だということ。②同じことわざでも時代の推移によって常用度が異なるものがあるこ
とが明らかにできたかと思っている。③常用といいながら実際の使用例が極端に少ないも
のが混在しており、常用の枠を一から考え直す必要があるのではないかと思えた。
『世界ことわざ比較辞典』における認知度と常用（使用）度との関係
 『世界ことわざ比較辞典』で用いた常用ことわざとの表現は、30 年前に用語はあったも
のの、常用を裏付けるデータは存在していなかった。どちらかと言えば認知度の高いと見
られることわざを想定しそれを以て選定せざるを得なかった。その後、個人的には 2000 年
に刊行した『岩波ことわざ辞典』でことわざの認知（知悉）度と常用（使用）度について
アウトラインは提示したものの、その時点でも実際のデータは不十分であった。その後、
使用データの集積が重要と考え、その作業に注力した。そして、集積した成果を解説に活
用した。解説に用いたのは、厳密には 2015 年までに集積した数量データを基にして常用
度を決めた。その際、常用か否かの基準ラインは 20 用例と独自に定めた。20 とした理由
は現代の新聞からの収集が最低でも 1 年にひとつはなくてはならないとの考えによった。
 300 項目の内訳は、0～9 用例：28 項目。10～19 用例：53 項目。ここまでは 20 以下な
ので非常用とした。20 用例以上の常用としたものは 20～29 用例：64.項目。30～39 用例：
49 項目。40～49 用例：39 項目。50～59 用例：26 項目。60 用例以上が 47 項目、との結
果になった。収集に着手した当時を振り返ってみると、後に 50 用例以上のものが 4 分の
1 近くあるように常用度の高い語句が多すぎて、個人の収集では手にあまってしまった。
やむなく頻度高くでてくる語句は途中で打ち切らざるを得なかった。従って、頻度の高い
（40 用例以上の高常用度）ことわざは、実際にはこの 2～3 倍の数になると推測している。
 『世界ことわざ比較辞典』に載せた常用度の高いベスト 10 は、①一石二鳥 292 ②寝耳
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に水 183 ③三度目の正直 178 ④目から鱗 169 ⑤疑心暗鬼 156 ⑥二足の草鞋 140
⑦背水の陣 136 ⑧歯に衣きせぬ 115 ⑨対岸の火事 111 ⑩一寸先は闇 110 となる。こ
の 10 のことわざは日本人ならだれでも知っているだろう。つまり、ことわざとしての認
知度と常用度（知悉度と使用度）の間に乖離がないと認められよう。ところが、非常用と
なる 19 用例までのものになると異なる側面が浮上した。いくつか具体例を取り上げてみ
たい。○猿も木から落ちる：子ども向けのことわざ本に必ずといってよい程に載っている
ものだし、小学校の国語の教科書にもあるので一般的認知度はかなり高いと見ていたもの
だが、実際の用例集積では江戸期でも常用の域には届いてないし、現代も 17 例で常用に
は至っていないことが判明した。これは意外であった。○朱に交われば赤くなる：中国の
古典に由来する古いもので、世界中に同じような意味が最も多くあることわざと推測され
るが、江戸期は非常に多用されたものの、現代日本では 7 例しか確認できていない。時代
の移ろいにより常用度が低下した例といえそうだ。○蒔かぬ種は生えぬ：江戸期でも常用
ぎりぎりのものであったが、広辞苑のことわざの箇所の記述で「蒔かぬ種ははえぬの類」
と具体例として示されたものだった。広辞苑に影響されたか記憶は定かではないが、30 年
前には認知度は高いと見ていたものの、実際はたったの 3 用例に過ぎなかった。認知度と
常用度との間に落差を感じるものだ。
ことわざの認知度の計測とは？
 ことわざの認知度について自明の如く記してきたが、じつは、まったく詳らかではない
ようだ。少なくても数千人以上の規模での認知度調査はなく、あるのは多くて数百人規模
のものがいくつかあるだけだ。管見ではそうした調査の最大のものが『ことわざの心理学』
（柴原恭治 黎明書房 1974 年）で用いられたものでことわざは数にして 240、被験者が
280 人とするもの。ただ、これも選ばれた 240 のことわざの基準は調査者の主観によって
おり、具体的な数値の裏づけはなされていない。
具体的なことわざの選定を個人の主観に頼らないものとして多数の小形辞典から抽出
する方法のものを会員の鄭芝淑さんが提起されている（注 1）。従来の主観だけからのレベ
ルを超えるものとして注目されるものだが、それでも問題は残る。その問題は小形辞典の
収録の有りようだろう。①どの辞典も収録の具体的な根拠となる数値などには触れられて
いないはずなので、語句の選定は辞典の編者の主観によると考えられること。②辞典は性
格上、前例が踏襲されやすく、大きな違いが生み出されにくい。結果として似たり寄った
りのものになってしまう。つまり、根本的な構造は主観的な方法であるということになる。
話をスタートラインに戻して考えてみたい。一般にことわざはどのように認知されるも
のであろうか。30 年ほど前では、a)家族 b）コミュニティー c）メディア d）本 e）
いろはカルタなどを通して人々に伝わっていたと考えられる（注 2）
。だが、ことわざの認
知度に関しては、どの分野でみても本章で触れた以上のものは確認できていない。

江戸いろはカルタの場合
 ここではいろはカルタの語句を例に考えてみたい。一番の理由は、定まったことわざ群
として日本人に周知のものであり、唯一といえるものだということによる。子供の遊びで
ある他に、江戸期では落書・評判記・浮世絵・番付・風刺画など大人の文化として機能し、
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ことわざに及ぼした影響の大きさから重視すべきと考えていたからだ（注 3）。いろはカル
タは古くからある江戸系のいろはカルタの語句を対象にすることにした。但し、ハンセン
病がかかわる「かったいの瘡恨み」は除外し、「可愛い子には旅をさせ」に代えた。
 以下に、戦後から 2015 年までに発行された新聞や書籍での用例を多い順に並べてみた。
83：○喉元過ぎれば熱さ忘れる  78：○鬼に金棒  76：○臭いものに蓋  60：○塵
も積もれば山  56：○泣き面に蜂  54：○犬も歩けば棒に当たる  51：○花より団
子  48：○身から出た錆  43：○念には念を入れ  42：○無理が通れば道理引っ込
む  39：○可愛い子には旅をさせ  38：○目の上のこぶ  37：○油断大敵  35：
○年寄りの冷水  30：○門前の小僧習わぬ経読む  29：○芸は身を助ける  28：○
知らぬが仏  26：○論より証拠 ○背に腹は代えられぬ ○負けるが勝ち  25：○老
いては子に従え  23：○旅は道連れ  21：○良薬口に苦し  20：○嘘から出た真 
19：○憎まれ子世に憚る ○安物買いの銭失い  18：○骨折り損のくたびれ儲け  17：
○頭隠して尻隠さず  15：○縁は異なもの  14：○貧乏暇なし  10：○割れ鍋にと
じ蓋  8：○亭主の好きな赤烏帽子  7：○楽あれば苦あり  6：○芋の煮えたも御存
知ない ○総領の甚六  3：○葦の髄から天覗く  2：○京の夢大坂の夢  1：○律義
者の子沢山 ○瑠璃も玻璃も照らせば光る ○聞いて極楽見て地獄 ○子は三界の首枷
○得手に帆 ○三辺回ってたばこにしよ ○粋が身を食う  0：○屁をひって尻すぼめ
○盗人の昼寝 ○月夜に釜 ○文を遣るにも書く手は持たず
問題を認知度だけに絞ると、48 句のうち 20 以上の常用は 24、非常用が 24 でちょうど
半分であり、2 回までのものが 12 もあり、4 分の 1 を占めている。いろはカルタの存在は
よく知られているものの、個々のことわざの認知度には大きな差があり、認知（＝使用）
度の高いことわざは半分に過ぎなかったといえそうだ。
テ レビ放送の場合 
 認知度の高さはいったい何によってもたらされるか少し考えてみたい。ことわざの認知
度はことわざの用例数の多寡では計測しきれない面をもっている。たとえば、テレビのコ
マーシャルに用いられたものは、場合によっては数チャンネルで同一のものが放映される。
しかも、何日も繰り返されるだけに止まらず、数か月も継続されたりする。さらには何年
にも渡って断続的に続けられるものもある。こうした事例をすべて計測することは実際に
はできない。メディアを重視するのは、特にテレビを視聴する人口が他とはけた違いに大
きいことから広くことわざが認知され大きな影響があると考えられるからだ。
 テレビやラジオ放送でもことわざはよく耳にしている。これらは用例収集を始めた当初
の半年は集めていたが、後日での裏付けが厄介なので以降はメモに留め、収集リストに載
せなかった。しかし、ことわざの認知問題を考えるに当たってテレビのものは必須だと思
うようになり、メモしていた昨年のものを明示することにした。ここでは紙幅の都合で
2020 年のひと月分のみを以下に挙げることにする。
○いたちごっこ：☆TBS、S モーニング、1/19。☆テレ朝、羽鳥慎一モーニングショー、
1/28。 ○一石二鳥：☆TBS、S モーニング、広告、1/26。 ○一朝一夕：☆ＮＨＫラジ
オ、昼、1/21。 ○同じ穴のムジナ：☆日テレ、ニュース（日産ゴーン逃亡）
、1/4。 ○お
前百までわしゃ九十九まで：☆ラジオ深夜便、日本の歌（1995 年発売のとんねるずのアル
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バム名、中にコロンブスの卵、猿も木から落ちる、縁の下の力持ちの曲が含まれている）、
1/20。 ○傷口に塩塗られる：☆テレ朝、昼の刑事物ドラマ、1/2。 ○九死に一生：☆テ
レ朝、羽鳥慎一モーニングショー、1/16。 ○事件の裏に女あり：☆TBS、昼オビ、1/14。
○しのぎを削る：☆フジ TV、朝トクダネ、
（シュ－ズの販売）、1/17。 ○蛇の道は蛇：☆
ラジオ深夜便、歌謡コーナー（とんねるず ガラガラヘビがやって来るの中）、1/26。 ○
私腹を肥やす：☆テレ朝、羽鳥慎一モーニングショー、（日産ゴーン逃亡）、玉川徹、1/8。
○自分で自分の首を締める：☆ラジオ深夜便、明日への言葉、1/19。 ○対岸の火事：☆
テレ朝、羽鳥慎一モーニングショー、（中国のコロナウイルス問題）、1/24。☆テレ朝、羽
鳥慎一モーニングショー、1/27。 ○手塩にかける：☆NHK、朝、
（北山杉に関して）、1/1。
○遠くの親類より近くのラジオ：☆ラジオ深夜便、明日への言葉、
（阪神大震災の被災者）、
1/17。 ○寝耳に水：☆日テレ、ニュース（日産ゴーン逃亡）、1/4。 ○背水の陣：☆ラジ
オ深夜便、絶望名言、1/27。 ○箸にも棒にもかからない：☆NHK、チコちゃんに叱られ
る、1/25。 ○人寄せパンダ：☆ラジオ深夜便、明日への言葉、1/1。 ○袋の鼠：☆テレ
朝、羽鳥慎一モーニングショー、1/23。 ○百聞は一見に如かず：☆日テレ、朝ニュース、
1/11。 ○氷山の一角：☆テレ朝、羽鳥慎一モーニングショー、1/30。 ○盆と正月がい
っしょにくる：☆TBS、S モーニング、スポーツコーナー、1/26。 ○目からうろこ：☆E
テレ、日曜美術館、1/19。 ☆ラジオ深夜便、美術鑑賞、1/23。 ○桃栗三年柿八年、ユ
ズは 9 年の花ざかり：☆TBS、昼ニュース、
（安倍首相の新年挨拶）、1/7。 ○両刃の剣：
☆テレ朝、羽鳥慎一モーニングショー、玉川徹、1/31。 ○焼け石に水：☆テレ朝、羽鳥
慎一モーニングショー、玉川徹、1/15。 ○山も動かせる：☆TBS、午前 8 時、
（安藤忠雄
青春を生きる）、1/3。 ○藁にもすがる思い：☆テレ朝、羽鳥慎一モーニングショー、1/16。
○和を以て貴しとす：☆NHK ラジオ、武内陶子のごごカフェ、1/21。
 一日 3 時間程度の視聴で 34 回のことわざを耳にしたことになる。テレビ番組の特徴と
いえるかも知れぬが、羽鳥慎一モーニングショーのように同じ人（玉川徹氏）が毎日のよ
うに登場し、発言するので、使われたことわざは意識されずごく自然に耳にはいる。それ
以上に意識されずに認知される際たるものが広告だ。繰り返されて刷り込まれてしまう。
 ことわざの使用例として取り上げていないが、認知を高める働きをする事例は他にもあ
る。戦後の主な使用例を少し挙げる。
◇テレビの番組名：
「渡る世間は鬼ばかり」、◇映画の題名：
「眼には眼を」、◇書名：
「生き
馬の眼」
、◇商品名：青天の霹靂（米の銘柄）、◇店名：海千山千（居酒屋）、◇街中のポス
ター：
「油断大敵（防犯運動）
」、◇歌謡曲の題名： 石原裕次郎「明日は明日の風が吹く」。
 人々が無意識のうちにことわざと接する機会は上掲したようなものなど様々で切りなく
ある。ことわざの全般的な認知度を測る事はまさに至難。やれる所から可能な範囲で試み
るしかないので、折があればテレビとラジオに限ったものを少しまとめてみようかと考え
はじめている。
注 1：鄭芝淑「日本のことわざの認知度について」
（『言語文化論集』）第 30 巻 1 号 2009。
注 2：現代はインターネットや SNS の影響は大きいと見られるが、具体的な対応は手を付
けられていないようだ。
注 3：時田昌瑞『いろはカルタの文化史』NHK 出版 2004。
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第６章
病治りて
第
 章 病
治 り て  医師（くすし）忘れる
医師（くすし）忘れる
渡辺 慎介
 「食は人の命」、
「食は命の親」、
「命は食に有り」。これらのことわざは、食が人の生命維
持に必要不可欠であることを述べています。 食べなければ生きてゆけません。人だけでな
く、すべての動物は食べなければ早晩死んでしまいます。それでは、人と他の動物で、食
べるという行為は同じなのでしょうか。どうもそうではないようです。たとえば、小さな
カワセミや、それよりずっと大きいサギの類は、川や、場合によっては海で魚を捕まえて
食べます。しかし、彼らは魚を丸呑みします。丸呑みすることは、少なくとも魚の肉を味
わっていないことになります。また、動物園のライオンには、普通、肉の塊を与えるそう
です。そんなライオンに骨も皮もついた、たとえばイノシシの脚を与えると、喉を鳴らし
て食らい付くそうです。それは、野生の本能がよみがえるからであろうと考えられていま
す。骨付き皮付きの方が美味しいからではないようです。
 人は、食べ物を口にするとき、旨い・不味いの判断をします。もちろん、
「空きっ腹にま
ずいものなし」ですから、空腹時にはその判断を停止することもありますが、そうでなけ
れば、出来るだけ美味しいものを食べたいと誰もが思うのではないでしょうか。 私もその
一人ですが、美食家には程遠く、決して舌が肥えている訳ではありません。
 ある時期、サバに凝ったことがあります。馴染みの魚料理の店が横浜にあり、そこで出
されるサバは〆サバではなく、生のサバ、サバの刺身です。サバの刺身は実に美味しく、
すぐに病み付きになりました。
「鯖の生腐り」と言われますが、実際には寄生虫のアニサキ
スによる食中毒がよく知られています。その店で何十回サバの刺身を食べたかわかりませ
んが、食中毒によると思われる腹痛を経験したことはありません 。だが、一度だけ、サバ
の刺身を食べた後に胃が痛くなってことがありました。翌朝、これはアニサキスに やられ
たのかと思い、当時住んでいた茅ヶ崎の市立病院の 診察を受けることにしました。事情を
説明すると、医者は「アニサキスは見たことがないので楽しみだ」と言って、胃カメラ を
口から挿入します。胃カメラの画像は私も見ることができるように 配置されています。カ
メラは、次第に胃に近づき、胃の中の画像を映し出します。それを見た医者は、
「何だ、こ
れは、単に悪性の胃潰瘍ではないか」と呟きます。アニサキスを期待した医者を裏切る結
果になったのです。アニサキスによる食中毒でないこと に安堵しながらも、期待を裏切っ
てしまい、医者には申し訳なく思っていました。それがずっと気になっていました。
 胃潰瘍の診断が出た一週間後に、岡山に出張がありました。用事を終えた後は、旧知の
仲間と連れ立って夜の呑み会です。狭い飲み屋に案内されると、そこのメニューにサバの
刺身があるではありませんか。一週間前の出来事を忘れ、早速サバの刺身を注文します。
そこのサバは、横浜のサバの鮮度に比べれば、大きく見劣りするものでしたが、アニサキ
スにやられることもなく、無事に岡山から帰ることができました。
 岡山まで行かなくとも、明石に馴染みの寿司屋があります。ある時、焼アナゴに興味を
持ち、明石を訪れたのが、その寿司屋との付き合いの始まりです。焼アナゴなら明石に限
る、という不確かな知識をもとに、明石駅に降り立った のです。何とはなしに駅から歩き
出すと、
「魚の棚商店街」に出ました。後でわかったことですが、地元の方は、その商店街
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を「うおんたなしょうてんがい」と呼ぶのだそうです。その「うおんたな」で、焼アナゴ
の店を尋ねると、
「すぐそこにいい店がありますよ」との答え。早速そこで、焼アナゴを 求
めます。次に呑み屋を探します。
「うおんたな」には新鮮な魚を売る店は多いのですが、魚
を食べさせてくれる店が見当たりません。そうこうするうちに商店街を出てしまい、広い
道路に突き当たります。仕方なく明石駅の方角に歩き出すと、すぐに一軒の寿司屋 が目に
留まります。入口の脇には、1m 程のガラス製の生簀があり、そこに泳ぐ魚が見えます。躊
躇なくそこに入ります。それが、寿司・割烹の「貞楽」という店だったのです。
 爾来、大阪に出掛ける時には、必ず明石まで足を伸ばして「うおんたな」を訪れること
にしています。まず、焼アナゴを買い、次に 「貞楽」で魚を食べながら一杯やるのが習慣
となりました。ある時、買い求めた焼アナゴの紙袋を自分の座る椅子の隣の椅子の上に置
いて呑んでいました。カウンターの奥の席にもう一人客人がいて、板前と話をしながら、
落ち着いた様子で呑んでいます。しばらくすると、その客人は席を立ち、会計を済ませ店
を出ます。すると、板前が私に「今のお客さんは、そこの」と言いながら、焼アナゴの入
った紙袋を指差して、
「社長さんなのです」と教えてくれました。狭い「うおんたな」の商
店主たちが互いに助け合う人間関係を垣間見たような気がしたものです。
 翌年、再び明石を訪れ、焼アナゴを求めるべく件の店に立ち寄ります。しかし、閉店時
間前のはずにもかかわらず、店のシャッターは下りています。シャッターに張り紙がある
ので読んでみると、細かい字の文章の最後に「破産管財人」 の文字が読み取れます。仕方
なく、焼アナゴを買わずに「貞楽」に直行することにします。酒を呑みながら、
「いつもの
焼アナゴ屋が閉まっていました」と、板前に話 しますと、
「海外産のアナゴを使っていたに
もかかわらず、その事実を公表しなかったため、批判を浴びて倒産し てしまった」との説
明でした。その頃、中国の食の安全が問題になっていましたので、それが影響したのかも
しれません。それ以降は、板前の推奨する「うおんたな」の中央辺りの店で焼アナゴを買
い求めることにしています。その店では、韓国産と日本産を区別した焼アナゴが売られて
いました。韓国産は形が大きいにもかかわらず、値段は安いのです。
 ある時、「貞楽」でサバが話題にのぼりました。「サバの刺身が大好きな のですよ」と私
が言うと、「うちはサバ寿司が得意でね」と板前が続けます。それならばと、「サバ寿司も
好きなので作って下さい」と注文します。ところが、
「今年はサバが捕れなくて、サバがな
いのですよ」と、つれない返事が返ってきます。サバ寿司は、福岡空港のある店に置いて
あるもの、京都四条通りの高島屋や大丸の地下にある店のものなど、様々のものを買い求
め、味わいました。どれも酢が強く、サバの持ち味を生かしているとは思えません。
 「貞楽」のサバ寿司を味わうことができたのは明くる年でした。いつものように魚をつ
まみながら呑んでいると、今年はサバがあると言うので、二本注文します。翌日、電車に
乗る前に店を訪れ、それを受け取って帰ることにします。すぐに、妻とサバが好きな友人
に連絡を取り、私の帰宅後にサバ寿司の会をするという段取りを決めま す。約束の時間に
サバ寿司を受け取り、西明石経由で新幹線を乗り継ぎ、無事にサバ寿司の会に漕ぎ着ける
ことができました。酢が薄くサバの味たっぷりの逸品です。食べ残りは、友人がご家族に
持ち帰りましたが、やはり好評のようでした。
 長野県の JR 中央線「富士見駅」の近くにある「丸甚」という蕎麦屋には、もう 30 年以
上通い続けています。富士見駅は山梨と長野の県境に近い場所にあります。その蕎麦屋を
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教えてくれたのは、諏訪出身の岩波書店の編集者でした。富士見の蕎麦は美味しいが、諏
訪の蕎麦は一段落ちる、ただし蕎麦つゆは諏訪が上で、富士見は見劣りする、そんな解説
を付けながら、富士見駅から丸甚に至る地図を書いてくれました。 そして、こう付け加え
ます。「初めて丸甚の蕎麦を食べた時は、あまりの美味しさに涙が出 ました」と。
注文の仕方は、それぞれの店に特徴があります。はじめて「丸甚」を訪れた時、独特の
注文の仕方に、やや戸惑いました。狭い店に入ると、厨房から店員が顔を出して、
「いらっ
しゃいませ」と声を掛けます。そこまでは他の店と変わることはありません。しかし、す
ぐに注文を聞きに来ないのです。おや、おかしいな、と思いながらしばらく待つと、店員
がお茶と野菜の漬物や煮物を持って、席に来ます。漬物と煮物は全部で三種類あり、一品
ずつ深底の食器に盛られています。それをテーブルに並び終えたら、注文を取るという仕
組みです。漬物や煮物をゆっくり楽しんでいると、やがて注文した蕎麦が出てくる段取り
なのです。漬物も煮物も味付けは絶妙です。漬物は、酢で締めたものが多く、必ずしも塩
辛くありませんし、煮物は甘過ぎず、辛過ぎずの味付けで、その季節の野菜の味わいを十
分に生かしています。つい最近食べた野菜は、キュウリの酢漬、は竹（淡竹）の煮物とフ
キの煮物でした。肝心の蕎麦は、十割蕎麦の色がやや濃いものです。岩波の編集者の言う
「涙が出るほどの美味さ」を、残念ながら私は感じません。しかし、都会で食べる蕎麦は、
どんなに上品にできていたとしても、丸甚ほどの味と香りは期待できません。
いつも妻と一緒に丸甚を訪れます。はじめのうちは要領がわからないこともあり、妻と
ざる

私の蕎麦を別々に注文していました。しかし、周りを見ると小さな 笊 ではなく、大きな笊
で蕎麦が供されています。それは、普通の笊の縦横を二倍にした程の大きさです。そこで、
ある時「笊四枚を大きい笊に盛ってください」とお願いします。出てきた蕎麦を見て驚き
ました。大きい笊の隅から隅まで、蕎麦が堆く盛り付けられているのです。
「これは、四枚
より量が多いな」と言いながら、二人で食べ切りました。それからは、いつも「四枚」と
注文するだけで、大きい笊に蕎麦を盛りつけてくれ ます。丸甚の蕎麦は、いつも妻と一緒
ですから「うどん蕎麦より嬶の傍」のことわざとは無縁です。私にとっては、
「うどんも蕎
麦も嬶の傍」なのです。
丸甚で注文するのは、四枚だけではありません。必ず天ぷらも注文しています。それは
野菜の天ぷらで、かき揚げのようにスマートな丸に近い形に仕上がっていませんが、具沢
山です。丸甚の天ぷらの有り難いところは、蕎麦のつゆと天ぷらの天つゆが、別々に出さ
れることです。これまで、いろんな店で天ぷらそばを注文し てきましたが、蕎麦つゆと天
つゆを別々に出す店はありません。
昨年、五月の連休の後に、その年初めて丸甚を訪問した時、蕎麦打ちをする店主のおば
さん、私よりもやや年上で八十近い方のようです、そのおばさんが、サービスにフキ味噌
を出してくれました。フキノトウを細かく刻んで味噌で和えた田舎料理です。美味しい、
妻と共に思わず呟いてしまいます。フキノトウの微かな苦味が残り、何とも言えない旨味
です。しかも、味噌の塩辛さは感じません。その味が忘れられず、今年 、五月の連休前に
丸甚を訪れた時に、こちらからフキ味噌はまだありますか、と尋ねました。おばさんは、
まだありますよと答えながら、冷蔵庫からフキ味噌の入ったジップロックの袋を取り出し、
分けて下さいました。五センチ角、厚さ一センチ程のフキ味噌でした。それを大切に家に
持ち帰り、友人とワインを呑みながら頂きました。友人も「これは旨い」と言いながら、
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残りほんの僅かな塊を包んで家族のために家に持ち帰ります。ご家族も満足されたそうで
す。来年は自家製のフキ味噌を作ろうと、今から楽しみにしています。
長く丸甚に通っているあいだに、我々も年をとり、これまで通り の量を食べられなくな
ります。大きい笊に盛られた四枚の蕎麦が多過ぎると感じるようになったのです。今年に
入って、思い切って三枚に変更することにしました。笊に盛られて出された蕎麦の量が減
って、やや寂しい気になります。しかし、食べているうちに、ある変化に気づきます。こ
れまでよりも蕎麦を美味しく感じるのです。思いも寄らない発見です。ということは、こ
れまで、四枚を全部食べなければならないという圧力がかかり、味わうという行為が抑制
されていたことになります。
「腹八分目に医者いらず」のことわざがありますが、それだけ
ではなく、さらに御利益があります。「腹八分目に味わいあり」に気付いた次第です。
15 年ほど前に、タイに短い出張をしたことがあります。国際交流のため、二、三の大学
の訪問が目的です。出張最後の日に、旧知のタイ国の元財務大臣の事務所を訪問し、一緒
に昼食を取ってから、最後の訪問大学に向かいます。大学の中を案内して頂き、研究施設
を見学しているうちに、私は体調に異変を感じるようになります。相手の言っていること
も上の空で聞いている有様です。ついには、椅子の上に倒れ込み、仰向けにならなければ
ならない程に苦しくなります。その晩は、日本の総務省のお役人 との食事が予定されてい
ます。すでに総務省の方もその大学においでになり、一緒に見学しています。大学訪問も
終わりましたが、私の症状は一向に改善しません。 楽しみにしていたタイ料理はふいにな
りますが、その晩のご招待を辞退して、飛行場に向かうことにしま す。夜遅い便の予定で
すが、まだ明るい内に飛行場につき、ソファーの上で痛みに苦しみながら、の たうち回っ
ていました。飛行機の乗ってからも状態は変わりません。成田まで一晩中、唸りながら痛
みに堪えていました。成田に着くと、すぐに検疫所に向かいます。しかし、そ んな症状へ
の対処は検疫所の仕事ではないと追い出され、空港内にある病院の場所を教え られます。
通関後に、その病院に駆け込みレントゲンを撮ると、腸閉塞であることがわかりました。
ふらふらになりながら帰宅してから、病院に向かいます。かつてアニサキスで医師 の期
待を裏切ってしまった病院です。やはり腸閉塞の診断ですが、原因が不明という理由から、
しばらく検査を続けることになります。検査は二週間に及び、私の体力も衰えて、意識が
朦朧としてきます。見舞いに訪れた三男が、
「お父さん少しおかしいね」と妻に言うほどま
で衰弱してきます。結局、原因が分からないまま、手術をすることになります。
手術後に麻酔から覚めたのは、手術室から出る時でした。執刀医に、
「大腸を切ったので
すか」と尋ねると、
「いいえ、壁（内臓を覆っている膜）に穴が開いて、その穴に大腸が入
り込んで腸が閉塞していたので、大腸を引っ張り出して、その穴を塞いだだけです」との
返事です。それを聞いて、大腸を切らずに済んだ、と少し安心したのを覚えています。
後日、執刀医から聞いた話によると、内臓を覆う膜に穴が開くことはどんな医学書にも
載っている常識なのだそうです。ただし、実際にその穴を見た外科医は極めて少ないので
す。執刀医の学生時代の指導教授ですら、いまだにそれを見た経験がないということです。
「それを見ることができました」と執刀医は喜んでいました。以前、アニサキスをお見せ
することができず医者を失望させた病院で、 やっと珍しい物を医者にお見せすることがで
く す し

きて、恩返しでもした気分になり、すっきりしました。
「病治りて 医師 忘れる」ではなく、
く す し

「病治りて 医師 に恩返し」の気持ちで、一カ月に及ぶ入院生活を終えたのです 。

29

第２部

ことわざコラム

【日本ことわざ文化学会】同人誌『コトワザあらかると５号』

第１章
牛に引かれて善光寺参り
第
 章 牛
に引かれて善光寺参り

石原 仁誌

拙著『家族とことわざ』の第  章の「干支ことわざ 十二支で表現される故事やことわ
ざ 」には牛に関することわざを  例紹介しております。牛は我々日本人の生活と古くか
ら関わっており十二支の中では数多くのことわざを見つけることが出来ます。
さて、何故私が数ある牛のことわざからこのことわざを選んだかを知っていただくこと
がこのコラムの目的です。会員の方のほとんどは善光寺に行かれていると思いますが、牛
に引かれては行っていませんよね。私ももちろん牛に引かれては行っていません。バスか
車ですね。初めて善光寺を訪れたのは高校二年の修学旅行の時です。信州を巡る旅行でし
たが三コースに分かれて、ちなみに私は黒部ダム、上高地を巡るコースでした。最後の訪
問地の善光寺で皆が集合して岡山への帰途につきました。数日ぶりに修学旅行の参加者全
員が善光寺で顔を合わせ大いに盛り上がった思い出があります。
次に訪れたのは大学時代で、高校の後輩だった神戸女学院の連中と赤倉温泉にスキーに
行った時です。大阪を夜行列車で発ち、早朝に長野に着き、初めてお数珠を頂戴しました。
それ以来、時間の許す限りは早朝に訪れてお数珠を頂戴しております。このスキー旅行も
大いに盛り上がったことは言うまでもありません。
かなりの時を経て、子供達が小学生の時に家族で訪れました。さらに時を経て私同様に
金融機関に就職した長男の初めての勤務地が長野 長野駅前に彼が勤務する長野支店があ
りました になり、その際に訪れました。長男は  年間長野に勤務していましたので家内や
二男、今は亡きジロ 飼い犬 とも車で何度も行きました。また、私一人バイクで行ったこ
とも  度あります。戒壇巡りもやりましたし、いつ訪れても門前の風情と大伽藍をはじめ
とする大きな建築物に目を見張り心が洗われました。
長男が東京に転勤になってからも三回訪れています。先ほど高校の修学旅行の話をしま
したが、
我々の学年は  年に  度 正月と夏 のペースで、
岡山で同窓会を開催しています。
私も夏の開催には極力東京から駆けつけていました。 歳の還暦を迎える同窓会は長野で
お泊り同窓会をやろうと、トントン拍子で話が進み、長野事情に少しだけ精通している私
が下見と宿泊先の選定を依頼されました。まずその下見が一回目。二回目は  年  月
のお泊り同窓会本番。岡山組は新幹線と在来線を乗り継ぎ、東京組は私の車で中央高速経
由集合場所の長野駅に。さすがに岡山での開催のようにはいきませんでしたが総勢  名が
参集。宿屋は長男と何度も訪れていた裾花峡温泉うるおい館。夜通し大騒ぎでしたが、翌
朝希望者だけでお数珠頂戴に出かけ、チェックアウト後全員で善光寺参りと門前で蕎麦に
舌鼓を打ち、一先ず解散し一部の希望者は黒部方面への珍道中に出かけて行きました。三
回目は私の還暦祝いをしてくれた昭和  年からの会社仲間  人と  年  月に彼女達の
定年のお祝いをやはり裾花峡温泉うるおい館で行い、翌早朝お数珠を頂戴しました。
言うまでもなく善光寺は北信に位置しますが、私の父方の在所は南信の根羽村になりま
す。そのことが私を善光寺にかくも駆り立てるのでしょうか。コロナ禍が終息し再訪でき
る日を心待ちにしている現在です。最後に自身の備忘録のようなコラムになってしまった
ことをお詫びします。
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第
2章 人
間万事塞翁が馬
岩下 銀河
私は本来 SNS とは縁が無く、不特定多数とつながるという面で、敬遠しておりました。
実生活でも、プライベートでは多くの人と幅広く付き合うというのが苦手で、ごく少数の
人と密に付き合うタイプの人間です。一人でカフェへ行くのが好きで、美味しいケーキ、
甘いもの、ちょっとしたランチなど、好きなように一人時間を楽しむのを、趣味としてき
ました。
そんな私が急遽 SNS に、文字通り「熱を上げ」、「精を出す」ようになったのが、昨年
2020 年の春。世の中の状況で外の世界から隔離され、自宅で過ごさなくてはならなくなっ
た、あの時です。ちょうどその時、とある東南アジアの国で活躍されている俳優たちを囲
んで、SNS 上でコミュニティが形成されつつありました。それまで未知の世界で「食わず
嫌い」であった SNS の世界に、
「井の中の蛙大海を知る」ごとく、みるみるうちに、海な
らず沼に落ちてしまったのです。そのコミュニティ内での『推し』（他人に進めたいほど
好きな人）の推進活動はあまりに楽しく、日々の暗いニュースを忘れさせてくれるもので
した。不安や恐怖を取り払ってくれる、癒しを与えてくれる場だったのです。これが今で
はライフスタイルの一部となり、生活の中で切っても切れない縁となってしまいました。
このコミュニティでの繋がりは、「目から鱗」でした。まだ日本でさほど広く知られて
いなかった、彼の国の『推し』を、日本でもなんとか知ってもらいたい、この良さを伝え
たいと、勤しむ日々。国境を超えて、言語の壁を超えて、様々な人に助けを請いながら進
める『推し』の推進活動は、時に複雑を極めます。文化の壁というのは、一朝一夕では超
えることができないということを、改めて深く感じる毎日です。大袈裟と思われるかもし
れませんが、
「思う念力岩をも通す」
（推しを日本に広めたい）の信念がないと、心が凹ん
で立ち上がれない時も、あるのです。
コラム部門に初めて投稿するにあたり、この一年を振り返ってみた結果、私自身に起き
た大きな変化は今述べたことに尽きると思い、書き記してみました。人生というのは、大
きな波の繰り返しで、波から落ちて地に叩きつけられても、そこからまた波に乗って上が
っていく時が必ず来ると、思っています。
「人間万事塞翁が馬」。これからの残りの人生もこのことを心に留め、送っていきたい
と思っております。
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第3章 人
を見たら泥棒と思え―再考
小森 英明
本誌の前号（第4号、2020年発刊）でも謳いました通り、日本は、明治維新以来、‘和
魂洋才’の欧化政策の下、多くの文物を積極的に移入してきました。
その際に、いささか消化不良に終わったと思想体系として、‘功利主義’とヘブライズ
ムを淵源とする‘性悪説’の二つを私は指摘いたしました。今回は、このうち、後者を中
心に扱いたいと思います。
この西洋流の‘性悪説’は鉄道の駅や国際空港といった交通機関、銀行や証券会社とい
った金融機関に、それこそ目に見える形で展開されているといって過言ではありません。
例えば銀行などで、自分が自分であることの証明をするために、種々の書類やカードが
必要となります。これは、とりもなおさず‘性悪説’に基づいており、詐欺といった犯罪
を未然に防ぐためでもあります。
このヘブライズムを淵源とする‘性悪説’の代表的なものとして、主としてユダヤ教や
キリスト教の思想が挙げられます。この思想は、もう一方のライバル（好敵手）たるギリ
シャ哲学（≒ヘレニズム）を巧みに援用してきました。すなわち、ある時は敵として扱
い、ある時は味方として取り入れるといった、相互の関係を通してきたということです。
このうち、ヘブライズムが人間を性悪として、その人と神（一神教）との関係をあくま
で絶対的に非連続なものと見なすのとは対照的に、どちらかと言うと、ヘレニズムは人間
を性善として（特に、個人の能力を伸ばす意欲を高く評価、例：オリンピック）、人と
神々（多神教）との関係に多分の連続性を見出す点にその特徴があると言えます。
そして、管見では、西洋の思想史とは、総じてヘブライズムとヘレニズムの双方が拮抗
する歴史そのものであると極言できましょう。
一方、日本は近代を迎えて、制度としての西洋の文物を受容してきましたが、巷間、よ
く指摘されるように、西洋文化の‘上澄み’だけを拝借してきたきらいがあります。
ところで、＜人を見たら泥棒と思え＞という和製の諺も、言うまでもなく、‘性悪説’
に基づいております（ただし、その淵源は異なります）。その原意として、「他人を信用
するなというより、十分に用心してかかれという意味合いが強かった」という点が時田昌
瑞氏によって指摘されております。加えて、この諺が形成されたのは「幕末か明治初期」
ということも、奇しくも日本が西洋と出会う時機と一致している点で看過できません。
今日、詐欺犯罪が猖獗（しょうけつ）を極めている真因として、我々、日本人の‘性悪
説’的観点が絶対的に欠如していることに警鐘を乱打したかったことも、今回、ここで、
この諺を再考した理由の一つとして挙げられます。特に「十分に用心してかかれ」という
スタンスすら取れない現代日本人の注意力の欠如、その人間的関係とはそもそも、いかな
るものなのでありましょうか？
自分に電話をかけてきている自称、我が子、我が孫とは、もしかすると、赤の他人がな
りかわったものかもしれない、だからこそ、「十分に用心してかかるべし」なのでありま
しょう。そして、そのことはとりもなおさず、＜人を見たら泥棒と思え＞という諺の信憑
性を自ずと裏付けているように、私には思われます。…十分に心したいものです。
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第
 章 「留学生とことわざ」
「留学生とことわざ」

佐古 恵里香

小学生の息子の通う塾の通信に「秋の稲穂が黄金色に輝くように、あなたたちの努力が実
る秋でありますように」とつづってありました。美しい表現でしたので、小学生  年生の次
男にこの意味がわかるかと聞きますと、秋の田んぼの話をしてくれました。このような表現
を感覚的に理解できるのは、私たちがこの文化の中で過ごしているからなのだと思います。
このような小さなことですが、先生の美しい日本語表現から、自国の文化が感じられた出来
事でした。また、文化と比喩と言えば、
「ことわざ」が思い浮かびます。
 年に、
『世界ことわざ比較辞典』が出版されて以来、授業で、好きなことわざを聞い
ています。留学生は、はじめ少し困ったような顔をしますが、すぐに笑顔を取り戻し、自分
の好きなことわざを紹介してくれます。留学生の選ぶことわざからは、出身地域の文化が表
れ、さらに留学生の個性も表現されているように感じます。
例えば、インドネシア出身の留学生は、
「6HGLD3D\XQJ6HEHOXP+XMDQ（雨の前に傘の用
意）」ということわざを紹介し、彼女は、
「私の国のことわざはいつも『人生には素敵なこと
がいっぱいあるから、優しくして、感謝して、自分のペースでやってみよう』と教えてくれ
ています」と話してくれました。日本に来て、時間の感覚が日本とインドネシアでは少し違
うことなどを学んだようでした。アメリカ出身の学生は「<RX QHYHU NQRZ ZKDW V DURXQG
WKHFRUQHU（角の向こうには何があるか誰でも分からない）
」ということわざを紹介し、彼
は、「アメリカと日本は文化が違うけれど、たぶん未来に何があるかどうかわからないとい
うことはみんな考えることだから、このようなことわざができたのではないでしょうか」と
笑顔で話してくれました。中国出身の学生は、「三百六十行，行行出状元（どんな職業でも
優れた人物は出るものだ）
」を紹介し、自分の夢を叶えるために日本に留学したことも話し
てくれました。彼は、「職業が優劣の差がないという観点を賛成し、自分の職業を愛して、
自分の方で頑張る人が一番尊敬に値する人だと思います。
〔原文ママ〕
」と、アニメーターに
なるために留学を決心した志を語ってくれました。
学生の皆さんがことわざを紹介する際、ほとんどの方が母語のことわざを母語で発音し、
日本語で意味を話してくれます。短い言葉の中に、様々な価値観が込められていることわざ
を日本語で紹介するのは難しいことだと思いますから、
「ことわざ」と聞いて、少し困った
顔になったのでしょう。そして、自国のことわざを紹介しているときは、留学生が自国の文
化を思い出しているから、つい笑顔になるのではないでしょうか。
好きなことわざについて、それぞれ話した後、『世界ことわざ比較辞典』を紹介すると、
留学生は、自分の国だけではなく、日本や世界中に共通性のあることわざが多くあることに
驚き、そして、日本語のことわざに興味を持ってくれます。
「共通」するところを交えなが
ら話すことで、留学生は、自己開示がしやすくなったり、他文化への理解が進んだりするよ
うに感じます。これからも、お互いの文化を尊重する気持ちを大切にしながら、新しい文化
との出会いを楽しんでいただけるような授業作りを目指していきたいと考えています。
参考文献 
時田昌瑞・山口政信（日本ことわざ文化学会編）
『世界ことわざ比較辞典』岩波書店
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“草木も眠る丑三つ時”は諺？

                                  中村 富美

“草木も眠る丑三つ時”
（以後、＜この時間＞と表す）という言い方は、今までずっと日
本の諺だと、自分勝手に思っていました。
「気味が悪い程、ひっそりと静まりかえっている
真夜中のたとえ。現在の時間でいうと午前  時～ 時  分のことを指す」と言われていま
す。今までの自分の経験の中でも色々なエピソードがあり、聞いてもらいたいと思います。

 歳から約  年間、看護師として三交代勤務をしていました。つまり、シーンと静まり
かえった＜この時間＞に帰宅することが多かったです。ほとんどは一人暮らしのアパート
への帰宅で、なるべく音を立てないように静かに眠りにつきました。ある日、珍しく実家へ
帰宅した時は、ご近所の犬にとんでもなく吠え続けられて・・・。泥棒と思われたのでしょ
うか、すごく悲しかったです。
こんな怖い出来事もありました。＜この時間＞の帰宅途中に、コンビニに寄って帰ること
を繰り返していた頃があります。ある日、買い物の後、車に乗ってエンジンをかけたところ、
若い男の方に運転席の窓をトントンと叩かれました。窓の隙間を開けて「何でしょうか？」
と返事をしたら、その方から「今から貴女の家に泊まらせてください」と言われ、「できま
せん！」と答え、慌てて車を急発進させました。
いずれにしても、三交代勤務をしなければ、＜この時間＞のエピソードは体験出来なかっ
たと思われます。タイムマシーンで過去に行き、
“草木も眠る丑三つ時”という言い方を作
成された方のエピソードを聞くことができたら、訊いてみたいものであると考えています。

最近は太陽とともに過ごす健康的な毎日を暮らしており、周りの方々に感謝しています。

 
こんなエピソードもあります。私が看護師になりたての頃、一つ年上の丑年生まれの先輩
の行動にはビックリしました。先輩の動きは「牛歩」ではなく、
「猪突猛進」でした。ただ、
話し方は“牛歩調”で優しい先輩でした。二つ年上の子生まれの先輩は母と同じ名前で、
「い
っこ先輩」と呼ばせていただき、辛い場面で私をかばってくれました。その時の看護主任か
らも「一年目と思えない。十年居るみたい」と、私自身を温かく見守っていただき、毎日生
き活きと看護をしていた‘一年目の看護婦’だったことを懐かしく思い出します。
もう一人、社会に出てから、丑年生まれの先輩から＜牛に引かれて善光寺参り＞の如く、
東京に出向き、
“今の縁”につながったと考えることがあります。三重にこもっていた私が、
東京に行くなんて考えてもみませんでした。
「ぜひぜひ、参加してください」と言われ、東
京へ出向いたことがきっかけとなり、＜縁は異なもの味なもの＞を経験した私です。（嬉）
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第6章

善光寺のその先に！
藤井 渉

今、私の持ち時間のうち大きな部分を占めるのが不当利得行為により失った市民の資産
回復をするお手伝いであります。
きっかけは我が市の市長が公私を逸脱し市政を混乱させていることが表面化し、その是
正を求める市民運動に関わることとなり、元々性格はアバウトの上ノンポリこれといった
主張も無く何となく時を過ごしており、特に現役時代この街は単身赴任の時も相俟って寝
に帰る場所位でさしたる愛着も抱かず生活して参りましたが、子供達にとっては此処が故
郷ということを改めて気づかされ、動機として親世代のツケを子に払わせる事には忍びな
く、当時空港を抱え県内では比較的財政が豊かと言われていましたので余裕の有る時こそ
無駄遣いをしがち、という個人の経験から不要な支出を排除するという運動に参加してお
ります。
活動を始めた当初はサポーター程度で 70 歳位迄かなと漠然と思っており少なくともそ
の頃迄には後継者も現れ無事卒業の筈でしたが、見事に思惑が外れ今も複数の裁判を抱え
ながら長いバトンゾーンを次走者の姿が見えぬまま走り続けています。
テーマで推察できるように今年の干支、たまたま父の干支も丑、ただし鬼籍に入って早
半世紀最も生きていればギネスものかな？私の好きなことわざの一つに父との思い出の中
に知人の田仕事の手伝いに行った際、牛の尻に掛ける紐があんなにゆるゆるで用をなすの
か長く疑問に思っていましたが（牛の鞦と諺は外れそうでも外れぬ）このことわざに出会い
同じ様な目線の人がいるものとおかしな思いを抱いた覚えがあります。
もう一つ、人生後半を大きく占めるのが農で、敢えて業を付さないのは生業とするには
私の実力、資力、時間が足りないという典型的な人生三分の一が言い訳、結果 17 年続けて
も趣味の延長というていたらくです。
今の悩みの一つが、小動物に罪は無いのですが、片道 20 ㎞の通い農の借地の近隣次々と
電気柵を設置し始め、標的として私の畑が受け持つ羽目に陥り、やむを得ず私も導入しまし
たが複雑な思いが今も拭いません。
結論としてボランティア活動との出会い、農は単身赴任先の地元での循環農業への参加
体験、極めつきは本学会との関わりで、我が市が生涯学習として明治大学と連携し今も継続
して実施している講座に穴田先生が講師として見えられ今に至ります。
タイトルにあるように偶然の出会いが図らずも現役時代とはひと味違う人生を（牛に引
かれて善光寺参り）彩り何時までやれるか楽しみが増す日常です。
健康面について以前は 75 歳になると鬼も具合が悪くなるが持論でしたが暫くは（牛も
千里、馬も千里）から力を得て体の痛みは生きている証拠と思いながら次の節目は 80 歳位
と思っており、時間は大切にと思う日々です。
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「汗牛充棟」今いずこ
第第７章
 章 「
汗牛充棟」今いずこ
              
                     三木 恒治

今年は丑年である。 月に亡くなった昭和史研究の第一人者である半藤一利氏が、最後の
汗牛充棟」という四字熟語に触れている。重い
エッセイ集『歴史探偵 忘れ残りの記』で「汗
書物を曳く牛が汗をかき、それを積み上げると棟（屋根の最も高い所）まで届くことから、
蔵書の多いことを指す言葉である。出所は、中国唐代の詩人、柳宗元とされている。もちろ
んこの時代の書籍は木簡、竹簡が主で、さぞや大変な労力を要したことであろう。書物の形
態の変化に加え、現代では牛が運搬の役割を担うことは皆無になった。牛そのものを目にす
牛にひかれて善
ることもめったになくなった。それでも牛に因んだコトワザや慣用表現は「牛
光寺参り」
「九
九牛の一毛」
「牛
牛耳を執る」
「鶏
鶏口となるも牛後となるなかれ」など、今でも健
在なものが意外に多い。しかし、
「汗牛充棟」はどうだろうか。意味どころかコトワザの存
在すら知らないという人が大部分であろう。近年では紙媒体を通り越してオンライン図書
が増えたこともあり、この四字熟語は“絶滅危惧種”と化しつつある。かく言う私も正直な
ところこの言葉を知らなかった。半藤氏によると現代人は「汗」とも疎遠になったらしい。
エアコンは日常生活の中で遍く普及し、室内労働で「額に汗して働く」ことが激減した。自
発的にそうした状況に身を置く努力をしない限り、汗を流すこともあるまい。大学の教室で
も、一昔前のように汗臭い学生などめったにお目にかかることはなくなった。もっとも、教
育・学習環境は昔に比べ快適になったことは確かであるが、汗とともにキャンパスの活力も
失われたような気がしてならない。
「血の汗流せ、涙をふくな」という人気アニメの名セリ
フは、遠い昭和の昔話となった感がある。
「汗」すら令和の世では死語となりつつあるのか
もしれない。
ということで、
「汗牛充棟」など個人的には無縁な言葉のはずであったのだが、その意味
を肌で感じさせられることが最近あった。定年までのカウントダウンが始まったというこ
ともあり一念発起、研究室のプチ断捨離に取り掛かることにした。積年の埃をかぶった書籍
を少しずつ整理して箱に詰め、週末になると車で自宅に運ぶのだが、これが一朝一夕では済
まない重労働なのだ。若い頃は蔵書が増えるたびに年輪を刻むような喜びとそれなりの充
実感があったものだが、長い年月を経るとこれが厄介な重荷となる。若い頃読んだ本を久々
に目にしたときは一瞬作業の手を止め懐古の情に耽りもするが、それ以上に無為に時を過
ごしたという後悔の念と、人生のゴールが見えてきたという寂しさ、虚しさに苛まれる方が
圧倒的に多いのである。いくら整理しても少しも片付かないという徒労感も手伝い、汗は苦
汁の雨霰となってわが身に降りかかる。そこでふと「残り少なくなった現役生活で、何回良
い汗をかくことができるだろうか」という思いがよぎった。できれば意義深い汗をかきたい
ものだが、せいぜいのところ「冷や汗、脂汗」をかくことくらいだろうか。いずれにせよ、
今回は様々な想念が巡る「汗牛充棟」の断捨離となった。
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第８章
第
 章 「よう」と「如し」のことわざワールド
「よう」と「如し」のことわざワールド

山口 政信

いつの頃だったのでしょう、ことわざには＜たとえ＞と呼ばれていた時代があったこと
を知ったのは。その少し後ではなかったでしょうか、「よう」で結ばれている句があると気
づいたのは。これらの小さな出来事によって、ことわざは創り方によっては「わざ言語」に
なるという、大きな知的財産を得ることができました。
「よう」は「様」
。この比喩の助動詞は、同じさまや似た様子を表しています。たとえば
「青竹を割ったよう」は、先端まで素直に割ける性質の青竹を用いて、さっぱりとした人や
その気性を寓しています。譬え系のことわざは、主題を語ることなくして本意を伝えるとい
う、コミュニケーションの小粋な手段としても高い価値があります。
この青竹の句に接すると、シュワンッという孟宗竹を割く音とともに、職人技に見とれて
いた小 2 の私が語り始めます。青竹は土壁の補強材でしたが、ことわざわざ言語とともに
想い出されるのですから、鮮烈なエピソード記憶だったことは間違いありません。
スポーツ教育の場合、このエピソード記憶が十分ではない者には模範動作を見せ、真似る
ことから理解へと導きます。さらに納得のレベルに達するためには、エピソード記憶を身心
に沁み込ませることになります。名コーチがしばしば譬え話をするのは、選手がエピソード
記憶と交信しながら未知の動感に目覚めるためであり、そのイメージを走らせるためです。
理論を超えたパフォーマンスには、ことわざが深く関与しているということです。
ところで、ことわざには「よう」と同じ意味をもつ「如し」も見られます。
「水を得た魚」
の異表現に「魚の水を得たるが如し」「魚の水を得たるよう」があります。水と魚は言回し
によって前後しますが、両者間の「よう」と「如し」は＜逆もまた真なり＞で、
「なり」や
「べし」などと共にことわざの名脇役を演じています。
ことわざの姿は多様です。
「菜の葉に塩をかけたよう」は、
「青菜に塩」に落ち着くまでに
《菜の葉に塩》を経てきたのではないかと想像しています。この想像領域であるプロセスを
可視化する訓練には、「よう」を用いて対比している新聞の短文―萌芽的なことわざ―に
注目するのが有効です。そして本来の意味を変えずに言葉の順序を入れ替え、近しい言葉と
の差し替えを試しつつ口調のよい短文に仕立て上げれば、新しいことわざが誕生します。
「人の褌で相撲（を）取る」ように映るかもしれませんが、この編集創作意識が伝播すれ
ば、既存のことわざワールドに一石を投じることが期待できるでしょう。
また、仕立て直しの目先を変えてみると、譬えが用いられたことわざを三段謎に再編する
愉しみが待っています。
「サッパリした人と掛けて青竹と解く」
、
「その心はどちらも清々し
い性格を有しています」といった具合に、解きと心の言葉遊びに変身させることができます。
このように考えてくると、子どもたちがことわざや謎解きに夢中になるのは、両者間を自在
に往来できる家族的類似性があるためではないか、との仮説が現実味を帯びてきます。
最後に、
「ことわざ学入門」を総合講座の科目として開いていた当時のレポート課題例を
紹介しておきます。
「①譬えことわざを創り、その句を謎に変換してください。②小学 4 年
生が譬えことわざを創り、謎へと変換できるよう、適切な説明文を添付してください」。 
興味のある方はお試しあれ。
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第９章 短い沈黙ののち（記憶に残ることわざ２題）
第 9 章 短い沈黙ののち（記憶に残ることわざ２題）
芳川 雅美
1．卸さない問屋
化学品総合メーカーだった会社に勤務していた 1970 年代の前半３年間を、新潟営業所
で過ごしました。いわゆるルートセールス、代理店（問屋）の営業マンと一緒に販売店や
工事業者さんを回って会社の製品を売込む仕事でした。その日の同行者は本社が東京にあ
る大手建材問屋の、まだ新潟に赴任してまもない若手営業マンＫでした。初めに訪ねた販
売店の交渉相手はベテラン番頭、Ｋを“新参の若手”と見てか、かなりの無理難題を吹っ
かけます。理屈っぽくて向う意気の強いＫはまんまと相手のペースにはまり「リングの中
央で足を止めてグラブを打ち合ってしまう」展開に。そして劣勢を意識してほとんどキレ
そうになったＫは、苦しまぎれに叫びました。
「そ、そんな条件では、絶対に問屋は卸さないですよ！！」…
「そうは問屋が卸さない」の諺の語源を地で行く彼のこの発言に、隣で聞いていた私は
ぶったまげましたが、激論中の当の二人も一瞬それに気づいたようで、短い沈黙ののち誰
からともなく笑い出したのです。それを境に折衝は和やかさを取戻し、歩み寄りに向かっ
ていきました。問屋と販売店の関係は無事に安定が保たれたのです。
店を辞し、Ｋの運転する車で次の店に向かう途中「Ｋさん凄いなぁ、とっさにあんなに
見事に諺を商売の中で使うなんて」と云うと彼は照れくさそうに答えました。
「いや、思わ
ず出ちゃってから気づいたんですよ、これってことわざの語源そのものだなぁって。
」
２．異床同夢！？
1976 年から約 20 年間は、事業本部で下水道管の事業企画を担当しました。社内報の特
集記事で、ある新製品の開発プロジェクトに携わるメンバーを集めて座談会をやることに
なり、司会役が回ってきました。個々人がこの新製品にかける夢や意気込みを語る、とい
う切り口で座談は進み、若手の技術者Ｇに順番がまわってくると彼は、
「じつは初夢で見たんですが」
と前置きし、夢の中身「新製品を光ファイバーケーブルと連結させた下水管システム」
を図解入りで滔々と説明しました。彼の話が一段落したとき、ずっと黙って聴いていた年
配の技術サービスマンＳが遠慮がちに口を切りました。
「実は私もそれとそっくりの夢を見ました。Ｇ君ほど細かく覚えていませんが、基本的
な原理は全くそっくりです！」…
一同は驚いて顔を見合わせました。こんな事ってあるんだ、新製品にかける“技術者魂”
がそうさせた偶然の一致！…短い沈黙ののち開発プロジェクトリーダーのＹが云いました。
「
“同床異夢”ってのは聞いたことがあるけど、今のＳさんの話は、なんていうか“異床同
夢”だなぁ！」
「イショードーム！？面白いなぁ、創作熟語が出来ましたね！」すかさず突
っこむＧを満座の笑いが包みました。私は内心、彼らの豊かな感性に感服していました。
「よし、この新製品はきっと当たるぞ！！」
座談会から約 35 年を経た現在、この製品は事業本部の基幹製品の一つに定着している
と聞きます。
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