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年たてば関東地方では クヌギ, コナラの雑木林 ,8
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確実な畑の雑草,水田雑草を完全に除去する方法,それ
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年たてば 武蔵野台地では シラカシの照葉樹林に遷移

は草を とるのをやめること,耕作を放棄することである.

してゆ く.も う踏むのやめて 1年た ったオオア レチノギ

あれ程農民を困 らせている畑の雑草 も管理を放棄 して,

ク‑ヒメムカシヨモギ群落の中では,あれほ ど強かった

半年ない し 1年たてば夏は25日‑30日で芽が出,生長 し,

オオバ コやスズメノカタビラは姿を消 して しま う. 日本
サb
'
の農民の長い間の性 といわれるような夏の水田の田の草

花を咲かせ,実をみのらせて一生を終 る短期 1年生畑地

8
0日以上にかかる越年生の路傍のオ
雑草か ら生活環が 1

取 り,あるいは梅雨期以降あっとい うまに畑地を被 って

‑
オア レチノギ ク, ヒメムカシヨモギに代 る.さらに 1.

しま うメヒシバ,‑ コベ,イ ヌビ‑などの雑草群落は,

2年放棄 した ままでは多年生のススキ,チガヤ, クズな

もっともや っかいで,手 ごわい相手である. しか し そ

どの草本群落に代 る.そ してあれほ ど農民を苦 しめてい

れは農民が畑をたがや し肥料をや り,作物を作 り,除草

た畑の雑草はまった く姿を消 して しま う.

を している限 り数 1
0
0年間も嫌が られなが らも,農民 と
共存 してきた.作物は毎年植えかえなければならなか っ

雑草群落の動態 こそ,植物的 自然 と人間活動 との様 々
なかかわ りあい,相克 の縮図 といえ よう.

たが畑の雑草は草を取 り,肥料をや る限 り畑の主 として
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存続 してきた.水 田も同様である.もっとも生態学的に
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0月,アメ リカ大使館でパスポー トをもらい う

私がベルギーの地域開発 とその経済地域構造について,

0
月下旬か らで した.
講義の一端を担当 したのは,昨年1

田 明

けた私は,は じめて沖縄の地に足をおろ しました. 日本

講義をおえたあ る 日 ｢非常勤 の方は,かならず "お茶

地理学会の沖縄巡検に参加 したのです.会員は, 2日目,

の水地理〝に随筆をお よせいただ くことになっているの

南部戦跡に案内され ました.20年前の摩文仁岳は残暑 な

です｣ とい う編集委員のお話で した.あれ これ考えたす

おきび しく,山肌は南国の陽にぎらぎらと輝 き,夫地は

A,やは りこ′
のことは,ぜ ひお伝え したい と,一筆加え

焼け,屋台にみやげ物をな らべた老婆 の顔に,かつての

させていただ くことに しました.

戦いのはげ しさが刻 まれていました.戟士を弔 う県碑 も
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年 の春,私は東京女子高等師範学校 の文科に入学

1つ 2つ と, ようや く建立 されは じめた頃で,多 くの洞

しました.東上線の大山駅か ら,女高師寮 までは一面 の

窟が,沖縄戦の戦後を露呈 して い ま し た.すでに映画

焼野原で,寮が駅か ら手に とる近 さにおもわれ ました.

｢ひめゆ りの塔｣に,ふか く心打たれていた私は,きっ

当時は終戦直後,伝統的な全寮制のなご りのために, ク

そ く第 3外科壕跡をたずね,ひめゆ り部隊の女子生徒 の

ラスのほ とん どの方が寮生で した.全国各地か ら集 った

ご冥福を祈 りました.女子生徒 は,私 と同学年で,もし,

才女たちは,それぞれに郷里の生活ぶ りを披露 し,誇 ら

本土が決戦場になっていた ら,私 とて どのよ うな運命に

かに語 りあった ものでした.

遭 ったか もしれない, こんなおもいが よ り身近に彼女 ら

奄美出身のMは,戦前に鹿児島に疎開 した ままで,い

を悼み,ひたす ら ｢ひめゆ りの塔｣へ と私をむかわせた

つ大島に帰れるのかわか らない と嘆いていました.アメ

のでした.石碑に とどめ られた殉死者の女子生徒 の名を

リカ占領下 の奄美大島はもとよ り,沖縄島をふ くむ南西

順に追 って,そ こに私は ｢親泊千代｣の名を見出 したの

諸島の島 じまのことは,皆 目事情がわか りませんで した.

で した.県立第‑高等女学校職員戦死者のさい ごに.一

そんな とき,耳に したのが,沖縄出身の地歴専修の先

瞬,‑ ット胸をつかれ るおもいが しました.た しか女高

餐,その名は親泊千代 さんの ことで した.髪が黒 く, ラ

師寮でお名前をおききした方,その方が‑‑

いはるの
親泊千代 さんのクラスメー ト･辻千鶴 さんは ｢伊原野

るんだ丸い瞳,いつ も手踊 りでみんなを笑わせ,琉球民
謡を うたって くれた人,ひ ょうひ ょうとして屈託のない

に死す‑

人,その方は,いまど うしてい らっしゃ るのか‑‑･
･
.焼

礼 ,1
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年 6月)で ｢化粧 らしいものを全 くせず,やや

夷弾で焼けおちた護国寺寮を心に措 きなが ら,私たち寮

浅黒い顔に濃い眉 と潤んだ ような瞳を した｣千 代

生は,その人の面影を うつ ろに追 った もので した.

きでたまらな く,ひ と りでいる時 も千代のことをおも う

ひめゆ り部隊 ･親泊千代の霊に 捧 ぐ｣(
交陽

,

‑ 85‑

,｢好

お茶 の水地理

第26号

1985年

と胸が熱 くな り,顔がほてって くるよ うな｣ と千代 さん

れています.に もかかわ らず,私が ここであ らためて親

のあ りし日を しのんでいます.その千代 さんの喪にふ く

泊千代 さんにつ いて記すのは,私たちの先輩に第二次大

し,喪を語 った この書物は,千代 さん とともに行動 した

戦 の捨 て石にな られた方がい らした こと,そ して,戦後

第一高女生, また,傷病兵 とその看護 の女子生徒 をけな

4
0
年,いまや防衛費 の G.
N.
P.
比 1%枠問題がゆれ るな

げに指揮 しっづける千代 さんを ｢悲母観音｣ と讃えた三

かで,沖縄戦が風化 しようとす る とき,ひめゆ りの塔か

村上等兵,その彼をシテ役に して沖縄戦の最後を精徹 に

ら親泊千代 さんは,なにを叫び,なにを さし示 している

措 き,焦熱地獄 のなかでもが き苦 しみ死んでいった第三

のか,あ らためて 自分 自身に問いかけ,考えなおさなけ

外科壕 ｢ひめゆ り部隊｣の乙女たちの鎮魂を歌いあげて

ればな らないか らにはかな りません.

い ます.

(
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辻 さんは,第 2回 目の沖縄訪問記 を桜蔭会報に よせ ら

セ イ シ ェル の マ ー ケ ッ トで

岡

田

久美子

先年,東 アフ リカへ の途次,た った一 日だけ立ち寄 っ

清澄な空気は健康な食欲を誘 うが,それを充た して く

たセイシ ェルの印象が未だに鮮かなので,そのことを少

れ るのは,地元 クレオ‑ル料理. これは素材,味つけ共
に 日本人の舌に快 よい.魚介類 と果物 の豊富な食卓に満

し述べてみたい.
資料には "
地上最後の楽園〝云 々 と, うたわれている

足 し,主婦本能 に基 いて,主都 ビク トリア最大のマ‑チ

セイシ ェルの島 々.過度の期待は 自ら失望 を招 くもと,

ッt
l
を覗 いてみ る.魚の売場 には,驚いた ことに氷 もな

との危供 はあって も,未知 の土地へ の憧れは次第 に膨 ら

ければ冷蔵庫 もない.早朝水揚げ した魚は午前中に売 り

衣 ,BA…‑ネスバ ーグ行 きにいそいそ と乗 り込む.

捌 いて しま う由で,逆にいえばそれ くらい しか獲 って こ

夜景 きらめ くホンコソと,蘭の花 々に溢れた コロンボ

ないのだ. しか し独特 の,かな りの臭気が鼻をつ く.大

を経 由した磯は,照明の乏 しい,至 ってお粗末な空港に

きな太刀魚に似た魚が,簡切 りに されて紐 を通 して吊下

着陸.そ こで期待 の第一歩を出迎えたのは,何 と迷彩服

げてある.小鯛 の よ うな魚は,数匹 まとめて菓つ きの小

に小銃 の兵士 の姿 であった (この少 し後 に クーデター未

枝に通 し

遂騒ぎ).

ている.

暑い.それ もひ どく,尤 もここは南緯 4度の小 さな島,

これ もそのままぶ ら下げて帰れ るよ うになっ

日用雑貨 の売場に行 ってみ ると, 日本な らどんな少額

蒸 し暑いのは当然 として も,今は真夜中.教室で ｢熱帯

の買物で も無雑作に入れて くれ る ビニールの白い袋,め

では年較差は小 さいが 日較差なむ しろ大 き く, 日中に比

れが ここでは立派な売物に.す りこ木状 の棒があったの

べて夜は涼 しくなる｣な どとしゃべ っていた ことがそ ら

で,す り鉢 は ?とキ ョPキ ョロしていた ら,店番が愛想
よ く英語で話 しかけて きた. 日本人 と分 る と,彼 の持ち

恐 ろ しい.
ゆ っ く りと廻 る天井 吊の扇風機 の下 で,ゆ っ く りとし
た空港作業 員の仕事をただひたす らに待つ,忙 しく暑い

合わせている 日本 の知識 の全 てを披露 して くれた.日 く,
｢ホンダ, ソニー, ヒロシマ｣考えてみ ると, この取 り
合わや,中 々ど うして意味深 いものがある.

≠楽園〝 の夜であった.
ところが翌朝.外が明る くなって限覚めてみ る と,砂

セイシ ェルには,花尚岩 の山 々と粥 湖礁が織 りなす変

としたイ ン ド洋が眼下に拡が り, リーフ特有 の透 明なエ

化 ある地形 ,Af気候に育て られた巨大 な ココデ メール

メラル ドグ リーンがキ ラキ ラと踊 っている.郁子の菓越

や 象亀,複雑な植民地支配 の名残 りか ら, ゲルマン系 と

しに こぼれ る朝 日は,繊細な黄金 の縞模様を措 き,水平

ラテ ン系の交錯す る風俗等 々見 るべ きものが多い. しか

線 の裏 白な雲は,碧 い空をます ます碧 い ものに している.

し私は,先 の言葉を現住民か ら直接聞いた ことだけでも,

そ して この広い広い浜辺に,人影が無い‑

.郁子の

この島を訪ねた意味があった よ うに思 う.

木 と木の問に吊った‑ ソモ ックに揺 られ,湖 の香 と鳥の

地理学の徒 は,他 のことは倹約 しても旅費に貯えを投

声 の中で ブ‑ゲソビリヤの花を愛 でれば,昨夜の ことど

じたい. この当然の ことを,いま改めて このマーケ ット

もは雲散霧 消,今はまさに "
楽園〝 に遊ぶ心地 である.

の強烈な勾いの中で認識 したのであった.
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