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赤木

健先生 を偲ぶ

石 と和菓子 と人生論‑
‑ 赤木先生 の教えを うけた卒業生諸姉の多 くが,先生を偲ぶたびに思い起す
のは この 3つの話題であろ う.先生はお茶の水女子大に十年余の教職歴 をお持ちであるが,決 して根
っか らの教師ではなか った.第二次大戦後間 もな く東京女高師の講師 として迎え られ る以前は,地質
調査所技 師の1
8
年間 と民間の鉱業開発会社での 6年間,国内国外の地質調査 と資源探査にたず さわれ
てお り,その間恐 らく教壇に立たれた ことはなか った･お茶大におけ る先生の教育者 としての信条は,
長い調査 と研究生活の間に得 られた地質学の素材を コアに,全人問的教育の一端を披渡 しよ うとす る
姿勢 に示 されていた と思 う.
新制大学発足 と同時に,地理学科のカ リキ ュラムの うち先生は 自然地理学の基礎 として重要な一般
地質学 ･岩石鉱物学 ･層位学な どの講義を担当されたほか,一般教育課 程の地学 もうけ持たれた･人
文系志 向の多い学生たちを相手に,やや難解な講義 内容であ ったか と思われ るが,いつ も親 しみやす
い 口調で皆が理解す るまで懇切にお話 しにな った･ しか し試験は厳格で,岩石鑑定 のテス トは学生一
人づつを呼び出 し,一人終 ると別室に待機 させ るとい う方 法であ った.年一回の巡検は一年生を連れ
て秩父長瀞や伊豆大島に行かれ ることが多か ったが,学生達に とって入学後最初 の野外見学旅行であ
った ので,大‑ん印象の深い ものだ ったに違いない. 2泊 3日の 日程 の うち,昼はかな りの距離を歩
いて露頭観察 とルー トマ ップの作成 の実習,夜は宿所で見学事項の復習のかたわ ら人生 とは何かの訓
話が始 まる. この時先生の人間教育の真骨頂が発揮 され る.お酒を全 く噛まぬ先生は,女子学生には
甘い物を とい うわ けで,羊糞や大福な どの和菓子を皆に ご馳走す るのが常だ った.そ して体験をつ う
じて の人生論が学生たちの心を打つ.人生論 とい って もゆ きつ く所は女性の幸福 とはの命題で,お話
は 明治生れの頑固一徹 さに貫かれていた. よき師 よき友 さらに よき配偶者に恵 まれ ることがあなた方
の幸せの元であ りますか らとい う教訓を,中には笑 って聞き流 した人があるか も知れない.今にして
思い当る者 もそ うでない者 も, ともか く懐 しさは消えないであろ う.
先生の小柄でスマー トな肢体,けわ しい山道を軽 く踏み歩 く身の こなしを,調査や登山に先生 と同
行す るたびに拝見 した･卒業生 の有志の人達 と黒部峡谷か ら立山越えをした折, 日暮れて遠い闇の路
を懐中電煙た よりに下山 してい ると,先生は黙 々と枯枝を集めてたばね, 1メ一 日 レもある大 きなた
い まつを掃えた･熊を追振 うためだ とお っしゃる･常念岳か ら雨中の沢下 りの時 は,案内人を雇 うと
云おれるので,そんな ことを しな くて も大丈夫でし ょうと申し上げ ると,若い者は黙 っておれ と強い
お 叱 りを うけた･ このあ と増水 した沢 の下流で腰 まで水につか りなが ら,見失 った夏路を先導につづ
いて歩 く難行 とな り,同行者一同危 く遭難を免れた･先生 の先見の明と決断力に敬服 と感謝 の思いを
いた した.今先生のあ りし日のお姿を回想す ると,は るか戦前戦中の時代に東南 アジアの山野を歩か
れ ていた頃の,小 さ くて能率的な‑ ソマ‑を手に,筆記用具の矢立て と採集用 の布袋を腰に,石を見
つ めて コツコツと休まずに歩かれたであろ う光景が,なぜか鮮明に 目に映 る気がす るのであ る.
昧ネ クタイがお似合いで少 しお酒落な先生,や っと古稀におな りくらいか と信 じていた先生 ,天寿
とは云え突然 の計報に接 し,心か ら愛惜の念にたえない.
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