
ロがよく使われています｡一太郎とかワード

とかいうワープロソフ トですoパソコンのワ

ープロからは､もっと簡単にテキス ト形式文

書にできます｡保存するときに､｢テキス ト保

存｣を選択すればすむソフ トでは､そのとお

りすれば一件落着です｡ウイン ドウズ95で動

かしている機種では､ファイルの種類をきい

てきますので､3角のボタンをクリックし

て､ボックスから ｢テキス ト｣を選び出して

保存します｡パソコンの場合は､テキス ト用

のフロッピィを別に用意する必要がないので

便利です｡

とい うことで､どんなワープロでもパソコ

ンワープロでもかまいません｡テキス ト形式

のフロッピィでご投稿下さることだけをお願

い致します｡｢弘法は筆を選ばず｣とい う諺が

あ りますが､編集者はワ一プロを選びませ

ん｡

卒業 50周年に想 う

1997年 10月17日､母校創立にゆかりの深

いお茶の水のガーデンパレスで､私共の卒業

50周年同期会が11名の恩師をお迎えし､114

名の同期生が集まってなごやかに且つ盛大に

行われた｡ここに云 う私共とは､昭和22年3

月25日に母校を巣立った東京女高師の文科･

理科 ･家政科 ･体育科､東京女子臨時教員養

成所 (昭和 16年から23年までの設置)の理

科 ･家政科 ･体錬科､東京特設中等教員養成

所 (昭和15年から7年間戦争未亡人のために

設置され､2年間の修学年限で女学校の教員

となった)の裁縫科の卒業生 ･修了生のこと

で､総数 263名であった｡

当日はロビーで記念撮影の後パーティーの

開幕となった｡私の開会の辞に続き松本千代

栄先生のご挨拶､勝部先生のご発声で乾杯の

後､先生方のスピーチ､文科が中心となって

各科から写真の提供をうけて編集 したスライ

ドは､私共を50年前の日々にタイムスリップ

させてくれた｡動員先の兵器工場での写真､

寮の焼け跡に立つ友､戦後寒い教室を逃れて

校庭の陽だまりで伺った講義､物故された先

生方､戦後復活した第 1回の微音祭のスナッ

プetc.どれも貴重な青春の-コマであった｡
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その後､体育科有志によるフラダンスが披露

されてお開きとなり､クラス会-移行 したの

である｡

私が入学したのは戦局にかげりが見えはじ

めた昭和18年のことであったが､まともに勉

強ができたのは 1年間だけで､2年生の夏に

は動員令により各学年各学科それぞれに定め

られた場所で勤労に従事した｡私共のクラス

は板場師の造兵が動員先で､夜勤もあるかな

り苛酷な労働であった｡昭和20年 5月25日

の空襲で寮が焼失 し､その後しばらく付属高

女の教室で寝泊まりしたあと動員された群馬

県の農村で終戦を迎えたのである｡

授業が再開されたのは秋も深いころであっ

たが､その時の期待と不安のいりまじった気

持を今もまざまざと思い出す事が出来る｡

私共の時から戦時中実施されていた半年間

のくり上げ卒業が廃止されて3月卒業となっ

た｡文部省の指示に従って全国各地にちら

ぼった同級生であったが､やがて年に一度の

クラス会を持つようになり､1月15日に泊り

がけで集まって語 り明かすのが常であった｡

この語らいの中から戦時中の体験を風化させ

たくないという意見が出て､構想を練 り卒業



後30年たった1978年に､"女子学徒たちの敗

戦一東京女高師文科生の記録"とい う小冊子

を出版 した｡読み返すとしみじみとなっかし

く､若さと､よい意味でのエ リー ト意識があ

の困難にうち克つ原動力となっていたことを

感 じる｡

元家庭経営学科教授の湯滞薙彦先生は､二

度にわたって卒業後 50年を経た先輩方の実

態調査を行い報告書をまとめられている｡第

1回目は "お茶の水出の50年一高学歴女性の

生活史と老後生活"との表題で1975年に出版

された｡第2回目は補佐員の古谷恵子氏との

共著で､"戦時女高師卒業生のライフコース

ー教育と戦争の影響を中心に-''とい う表題

で1996年に発行された｡この調査対象は私の

3級上から1級上までの3学年の人達で､新聞

などにも取 り上げられたのでご記憶の方もあ

ろうかと思われるが､その骨子は下記のよう

なもので､これは私共にもそっくりあてはま

るのである｡

･勤務年数が長い｡平均24年60%以上が15

年以上勤務 し､平均年齢 70.1歳の現在も

25%が就業｡

･結婚率87%､平均96.4%を下まわる｡

･90%以上が経済的に自立､子供の援助にた

よっているのは僅か4%｡

･独 り暮らし20%､夫婦のみ41%で子供夫

婦との同居率47% (平均)と比較して自立

度が高い｡

･向学心､勤労意欲がつよく､90%以上が健

康に自信をもっている｡

等々聞きとり調査をした学生たちをして､

｢70才は老人とは云えないのではないか｣ と

云わしめている｡

このあた りで私の50年にふれてみたい｡卒

業の直前北朝鮮に抑留されていた父の死が伝

えられた｡ウソであってほしいとの願いも空

しく時が経つにつれてそれは現実のものと

なった｡卒業 と同時に地理学教室の助手と

なったが､当時の助手は嘱託で給料も少な

かったので､1年間共立女子職業学校の講師

をした｡これが唯一の教職経験である｡昭和

お茶の水地理 第 39号 1998年

57年に退職するまで35年間､女高師から新

制大学へ､そしてさまざまな変革を経験した

が､私にとって地理学教室はまことに居心地

のよい職場であった｡その間に結婚もし､2人

の娘にも恵まれた｡私は子供が3才くらいに

なるまでは在宅で育てたい希望をもっていた

ので､中々ふんぎりがっかなかったが､同居

していた姑が"私が見てあげるから産みなさ

い"と励ましてくれたので決心した｡

57年3月に退職 し､5月から(財)地図情報

センターの非常勤職員 となった｡これは当時

渡辺光先生が理事長をつとめられていたから

でもある｡また在職中から役員をつとめてい

た桜蔭会の松本喜美子会長の御下命で､急速

"お茶の水女子大学百年史"の桜蔭会の章を

執筆した｡昭和59年に浦和家庭裁判所の調停

委員になった｡このことについては第27号に

欠かせて頂いたので省 くが､多くの貴重な体

験をつませて頂きこの3月で定年を迎える｡

また昭和61年に桜蔭会の会長に就任 し6年間

つとめた｡その間に2人の娘も結婚 し､はじ

めて夫婦水入らずの生活となった｡我々夫婦

のモットーは､お互の立場を尊重し干渉しな

いことであった｡夫は退職後イン ドネシア語

を学び､NGO活動に夢中になり毎年インドネ

シアに出かけていたが､平成6年肺ガンで亡

くなった｡

一人暮 しも早3年半になる｡勿論淋 しいが

この頃では淋 しさと引きかえに自由を与えて

くれたと思 うことにしている｡夫の病が篤い

ときに退職 した地図情報センターに平成7年

の秋復帰し､機関紙 "地図情報"の編集を担

当している｡一昨年桜蔭会の役員を定年でや

め､埼玉支部長 となった｡現在は週に一度支

部の事務局に出かけ､会員1200名の支部の運

営に当っている｡

人間たるもの 10年後のヴィジョンが語れ

ないようではいけないと云われるが､古稀を

すぎて 10年後のヴィジョンを語ることは

中々難 しい｡しかし仮 りに10年後生命を長ら

えているとして､やはり社会との接点をもっ

て生きていたい｡とても公表できるようなも

- 89-



のではないがささやかなヴィジョンをもって

いるので､それに向って進みたいと思ってい

る｡

私が現在まずまず恵まれた老後を送ってい

るのは､偏に母校に学び､且つ長期にわたっ

て勤務したお蔭であると思 うとき､亡き父母

や姑､夫に対する感謝の念を禁ずることが出

来ない｡

ソグネフィヨル ドを訪れて

小 池 と み 子

1996年夏,ハーグで開催された国際地理学

会に参加 した後,デンマーク,ノルウェーと

北欧の国々をまわる機会を得た｡オスロでレ

ンタカーを借 り,山越えでソグネフィヨル ド

を目指した｡ノルウェー最大のフィヨル ドの

谷間の暮 らしの瞥見を報告 したい (地図参

照)0

<フィヨル ド-の旅の始まり>

オスロから北-E16号を進む｡道路はU字

谷に沿っていて,時々氷河湖が現れる｡山が

ちな地域に入っても道はそれほど急にはなら

ない｡少し平地が開けてくると畑が現れる｡

大麦らしい｡スプリレン湖のほとり,ネスで

小休止｡このあたり,じゃがいもの花が咲い

ている｡たまにスプ リンクラーが回ってい

る｡バス停はあるが,バスはほとんど見かけ

ない｡あちこちキャンプ場になっている｡た

まに牛の放牧を見かける｡

氷河の谷はだんだん険しくなる｡切 り立っ

た崖,周 りにU字谷,圏谷がよく見える｡ヴ

アンの対岸の山にはじめて氷帽を遠望する｡

山地の高いところには羊が放牧されている｡

4時頃ボルグンの木造教会に着く｡1150年

頃建立されたというノルウェー最古で最も美

しいといわれるもので,世界遺産にもなって

いる｡さすがにここには観光バスが2台来て

いた｡まわりは小さな木板をぎっしり張り巡

らし,するどい屋根の線が天に向かって伸び

ている｡内部は簡素で祭壇があるのみ｡なか

なかとは思ったが,二人で 100クローネ

(2,000円)はあまりにも高いoノルウェーの

木造教会はキリス ト教が広まるとともに13

- 14世紀頃南部の山間地-移住 ･開拓 した

人々によって建てられたもので,19世紀後半

生活の厳しさから彼らの半数近くはアメリカ

-移住してしまった｡山間地に今もいくつか

が残ってお り歴史的記念物になっている｡

道はレールダールの谷に沿って下る｡よう

やくソグネフィヨル ドの西端に着く｡ここを

フェリーで対岸に渡 り,フィヨル ド観光の中

心地ソグンダルを経て-ルマンスベルクに宿

を取る｡ホテルは半島部を占拠 していて視界

ぐるっと海,暮れなずむフィヨル ドの海はま

るで幻想の世界である｡はじめてフィヨル ド

に立っことができた｡

<ソグネフィヨル ドというところ>

ここでソグネフィヨル ドとこの地域の経済

に つ い て 文 献 に よ って 調 べ て み よ う

(John,1992他)｡ソグネフィヨル ドは長さが

175km,最大水深 1,300m,水面からそそ り立

つ山々は600-700m,谷幅は最大でも5km以

下でノルウェー最大のフィヨル ドである｡沿

岸沿い,特に日向斜面の北岸に中世からの村

や集落がある｡

次にノルウェー農業についてであるが,耕

地は90万ha(1994)で耕地率は2.8%にすぎ

ない｡経営面積は10ha以下が77% (1972)を

占め,小規模農家が多い｡作物は､表にみる

ように干し草が圧倒的に多く牧草が最も重要

な作物である｡主な農業地域は,沖積層があ
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