もを ってい る くらいだか ら是非見たい と思 っていたo ところが今の季節では早朝でない と見 られ な
いので, 至るべ く南に移動 した時 と考えて最南端の イ/パーカー ギル市の宿 に泊 った 日の翌朝 4時
に 日ざま LL
へ時計で起 き.東の空のそれ とおぼ しきあた Dに十字星を発見/,何の こ とはな く既 に
空高 く昇 ってお り,やや偵たお しの姿勢だがその とな Dの ケンククルス座の a, P星 と共にさんぜ
ん とまたたいている′
､それ よ9なお異様 であ り圧巻 なのは ,カ t
)オン座が北の空 に完 全にさかさま
にそ って (当前 だが)かか り,三つ星をその方向にの ば した先 に大犬の シ T
)ウスを経て南十字星が
せ します ということもわかった｡ 地球のせるさ を観念でな く実感 として味わ う思いが して, しば し寒
さ も忘れて 戸外に立ちつ くしたO (ニ1‑1
}‑ ラン ド,オ ーク ラン ドにて )

11月 23 日

西 ドイ ツ の 女 子 学 生

式
ミュン‑ ンでの私の生活を豊か に した原因の一つは

正

英

学生達 と付 き合 う機 会 を持 てた ことである.

大学では私の研究 テー マと希 望に従 って, 教官達が フィール ドを代る代 る案内 して くれた ので,随
分 と啓 発され る ことが多か った｡ ゼ ミや講義 に も参加を許 され ることが あ D,私 が紹介される と学
生達は机を左の こぶ Lで‑せ いに叩いてみせ た〕拍手では覆い この動作 に初め何事か と思ったが,
これが歓迎の意志表示だ と知 って安心 したO どの講義室で も女子学生は 4分の 1位の数だった様 に
思 う. 教官のスケジュールとは 別に. この学生達が実 に能 く面倒 を見て くれ たので ある.
ル イーゼは地理の 3年生,朗 らかで世話好 きで, とて も好 く気の付 く娘 で ある｡ 彼女は私のペン
/ン ドの ウ‑ 1
)
シオ ンか ら歩いて 5分位の所にあるテング通 Dに面す るアパー トの 5階に,ボーイフt
ッヒと住ん でいた｡ クー リッヒも地理 2年の学生で,学力の優れた好青年で教師志望である｡階段
をあが 9つ めた最上階の彼等の住居は,大 きを部屋が 3つ も 4つ もあって一 家庭が住 ま うの忙充分
である. キチ ン,浴室, ロビーは共用だが,個室は夫 々別けてい る0 日本では余 り考え られ夜い生
活様式 だが,結構 うま く暮 している様 V
C思われ た. ウー リッヒは彼女の亡 く在 った父親はマ ックス
ブランク研究所に勤 めていた物理学者で あ 9,彼女を尊敬 してい るの で結婚 したい ともらしていた
が,ル イ‑ゼは当分結婚する気は夜い と云 っていたO
学生食堂 (メンザ )はテ一 ･‑ー (工科大学 )v
C所属 してい るのが,ル イーゼ ン通 Dの地理教室
‑ 58‑

か らは鼻の先 にあ 9,大学関係者は 自由に 出入 bで きるの で, よ く利用させて もらったO 安価 で栄
養豊富を昼食 にあ 9つ くには恰好で あった｡ 初 めは セル フサー ビスの一般学生向 きとサー ビス付 き
の上級食堂に分かれ ていたが,滞 在 中の後 半V
Cは,全部が セル フ ･サー ビス‑ と変化 した｡ ウー リ
/‑ゲ
ッヒとル イーゼの案 内で. ドナ ウ川北岸のシュワービ･
･
,シェ ･7ル ブに ドライ グした時 昼食はt
ンスブルグ大学の メンザで摂 った. この大学は市街地 に 旧キャ/パスが あるが,現在,新 しいキ ャ
ンパスをそ の 南部に建設 中である｡ 超 モダ /夜講義棟 を ど目をみはる程の立派を施設で, メソザの
内容 も見事で あったO そ して何人 ものル イーゼの知合いの学生 に会ったが, セ メス ター毎に転 々と
で きる制度のため,学生間の交際範囲は きわめて広 く融通が き く様で ある｡ 大学制度 とは コ ミュニ
ケー シ ョンの場 と も云え ると思 うので, ひ き くらべ てみて羨 しい ことで あった｡
ルイーゼの都合の付かない時は代理に レナ‑テが フォルクス ワー ゲンを調達 して来て案 内 して く
れた｡ レナ‑テはカー ラや ドリスを誘い, 皆でオ リン ピック ニトルムに登 った bしてか ら, もっと
もババ リア風 だ とい うビアホールで乾杯 した bして,愉快 を休 日を過 ご したo 私を含めて皆で割 り
勘だ った ことも,楽 しい思い出の原因 とな っている｡

(19 73年 11月 )

東 京の ス カイ ラ イ ン

正

井

春

夫

去年 (1972年 )の 6月に,現在の文教育学部本館が完成 してか らは,研究室の窓外にすぼ ら
しい東京の スカ イラインが展 開 してい る｡ もっ とも, スカ イラインとい って も自動車の名前ではを
く,都市景観がつ くっている地平線の シル エ ッ トの こ とで あるがo
第 2次大戦が終 って間 もない頃は, この大塚 あた Dの高台か ら都心 の方を望む と,議事堂ばか り

が圧倒的な高 さで立 っていた ことを思い 出すO 当時, 地上 か らの高さが 64mに達す る議事堂は,
日本最高の建 物 として よく知 られて お り,政治が 中心 で あった時代の象徴的 を景観 としての名残 り
を よ く示 していた ものであるO
ところが,東京 タワーに象徴され る ような高い鉄塔 がい くつ も東京 のスカ イラインをに ぎわす よ
うにを 9,議 事堂の圧観は急速にお とろえてい った｡ とはい って も,れ っ きとした建物 としては議
事堂の雄姿は他を圧 していたので ある.

1 59‑

