ワープロ・パソコンと原 稿 用 紙
雑誌﹁文学界﹂二月号で
す・・﹂私も同感︑この対
書家︑石川九楊氏が芥川賞 立の構図は時代錯誤と思っ
作家の平野啓一郎氏等を例 ている︒
短歌︑俳句︑詩の人たち
に挙げて﹁ワープロで書い
た小説は疑似小説だ﹂と批 は思考過程がわからないか
判し問題を醸し︑続いて︑ らワープロは使わないとい
同誌四月号では作家︑評論 う︒どういう意味か分から
家一四〇人にアンケートを なかったが︑要は消したり︑
とった︒四月号を手にいれ 推敲した後が残らないので
たが︑二月号は無理だった︒ 手書きという︒これは使い
その一四〇人のうちワー 方で解決できる︒短歌︑俳
プロ派が六十六人︑手書き 句等を作るのに山のなかに
派が四十七人︑あとは併用 は機械が持ちこめないので
である︒作家のイメージか 併用が良い︒
ら︑併用を含め大勢はワー
三︑四人は手書きで推敲
の後ワープロで浄書という︒
プロで書いている︒
手書き派は①ワープロを 私は否定後述する︒田辺聖
触ったこともない︒②ワー 子等︑絶対日本語は縦書き
プロは使ったがどうしても という作家もいる︒我々が
なじまないの二つに分かれ 見る墨跡は横書も多い︒ま
ている︒石川氏の論につい た︑縦書きのソフトがある
てどう思うかという設問に ことを知らないらしい︒
ついて︑後者に石川氏の賛
私は十五年前にパソコン
同者が多い︒
を導入した︒私がワープロ
しかし︑大半のワープロ というときはパソコンの
派は無視している︒そのな ワープロソフトをいう︒
か︑笙野頼子氏は﹁ばかば ワープロ専用機は使わない︒
かしい﹂とし︑﹁いいじゃな 当時のワープロソフトはお
い別に︑呉服屋のミニスカ 粗末な限りであったが︑現
亡国論みたいなもんだから﹂ 在使っている﹁一太郎﹂の
と紹介している︒また︑森 最新版は頭が良く熟語の登
内俊雄氏は﹁何故︑手書き 録はほとんど必要ない︒先
派とワープロ・パソコン派 の論で﹁漢字︑熟語が思う
を対立させるのでしょうか︒ ように出てこない﹂という
そのような発想は十五︑六 否定論が少くなかった︒佛
年前なら成立したかも知れ 教用語を多く使う私でさえ
ませんが︑今日では最早通 も一回目を正確にいれる︑
じません︒創作のの現場で あるいは登録すると後に問
は︑手書きとワープロ・パ 題はない︒私のソフトでは
ソコンが併用︑共存の場面 ﹁ぶっきょう﹂を変換すると
もあり得ることを視野に入 ﹁佛教﹂となる︒
﹁仏教﹂と
れて考えるべきだと思いま するには二度手間になる︒

かくして使いこめば使いこ
むほど私専用のソフトにな ﹁知性を疑う先輩官僚も﹂
る︒それでも﹁使い込めば﹂ 三月二十八日︑東大の学
となるところが機械だ︒根 部卒業式で蓮実重彦総長は
気よく︑妥協せず直してい ﹁先輩が官僚として知性を
くと︑疑似文学などとはい 疑われることもないではな
われない︒
い﹂とキャリア官僚の批判
ワープロは考える機械で
を
行った︒
もある︒文章というのは考
日本の官僚は従来優秀と
えた結果をいかに残してい いう︒が︑最近世界では日
くかだ︒文がまとまらない 本の学歴だけでも世界の先
のは考え方がまとまらない 進国に比して悪い︒むろん
ことだ︒この考えとこの考 教養の程度は最悪だ︒世界
えを切り離す︑あるいは
の官僚には博士号︵ＰＨＤ︶
ひっつけることの繰り返し を持つ官僚は多い︒それは
の連続だ︒人はそれを推敲 人生の途中で大学に帰って
という︒くりかえすと編集︑学問をやり直す︒その学問
校正はできている︒先の ︵理論︶でもって仕事に就
ワープロで浄書というおか く︒キッシンジャー博士︑
しい︒ある人はワープロの ライシャワー博士等大学の
なかにそのときテーマとな 教授︑こんどの台湾の内閣
る言葉をいれる︒それを展 は元大学教授が数名︑韓国
開して一つの文に仕上げる︒の閣僚も大学教授経験者が
これもワープロならではの いる︒政治家もクリントン
こと︒決められた字数に合 大統領のようにアメリカの
わせるときも便利だ︒多く 弁護士資格を持つものは全
の作家はそのときはワープ 員大学院課程卒である︒日
ロを使うという︒
本も技術系の研究職の官僚
同じようでも出発点が違 は博士もいるが︑行政職は
うと結果が違う︒私は悪筆 ごく少ない︒日本は公務員
だからペンの代わりだ︒元 第Ⅰ種試験に通ってしまえ
当山執事服部徹龍師は私の ば所謂キャリアとしての階
本誌原稿を和文タイプで本 段をのぼる︒その間︑ちや
誌を打っていた︒それから ほやされて自分に振り返る
出発の彼はワープロは網掛 ことなどない︒先般の中田
け︑白抜きと仕上げがきれ 某が徳島県警の本部長だっ
いだ︒本誌はさらに印刷用 た頃︑彼を知る何人かは異
のソフトを使う︒これはパ 口同音﹁酒ばかりであっ
ソコンでないと無理︒森毅 た﹂と︒私でも﹁監禁され
氏のように﹁ワープロ・パ た少女が発見された﹂とい
ソコン使わんのでわからん︒う深夜のニュースを聞いて
それぞれやればええやない 飛び起きた︒それほど歴史
の︒なんでそんなこと大仰 上まれな大事件だった︒飛
にかんがえるのん？﹂とい んでいくのが普通だ︒教養
うのが本当のところだ︒
のかけらもない︒

四万八千日
ろうそく祭 り

７月 ９日
10 日

中津峰山如意輪
中津峰山如意
輪寺
徳島市多家良町中津峰
TEL088‑645‑0008FAX645‑0508
http://www.nmt.ne.jp/ nyoirin
nyoirin@nmt.ne.jp
阿波三峰
バス便、４
バス便、
４／１６、 ４／２９、５
、 ５／３、 ５／５、 ５／２１ ９：
９：３０アミコ前発
親子の鐘の中津峰
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旧制高校では人生とはな するとき︑多様な考え方の葛 功徳がえられる︒かくし
んぞや︑天下国家はいかに 藤︑人間関係等々に悩むとき て︑五月は全国津々浦々で
当山のような法会の他︑い
と酒を酌み交わしながら大 に解決を導くものである︒
ろいろな方法の大般若会が
いに議論した︒それだけの 五月の佛事暦
行われる︒徳島県西部では
時間的精神的余裕を与える
小字ごとに或いは辻々で一
教育制度であった︒だが︑
正月︑五月︑九月は魔性
巻ずつ読誦するとも聞く︒
今の受験制度が続くかぎり︑
の
多
い
月
︒
昔
か
ら
五
月
に
は
教養を身につけるところは
二千年紀記念大修理
大
般
若
経
を
読
誦
し
︑
魔
性
を
ない︒その基本となる古典 撃退する唐の高僧︑玄奘三
︵仁王門を中心として︶
も傾向と対策によって細切 蔵は都長安︵現︑西安︶か
本誌正月号に掲載したよ
れ︑断片でしか読まれない︒ ら西域を経て北インドへ佛
フランスは若いうちから国 法を求め長い旅に出た︒孫 うに二千年の今年︑記念事
を代表するエリートを養成 悟空の﹁西遊記﹂はこのと 業をはじめます︒二千年と
いう節目の年に我々が生き
する︒そのためには充分な きの物語である︒
ていた証を三千年に向かっ
教養と識見を身につけさせ
北インドのナーランダ佛
て遺そうというものです︒
三十代でも国代表した仕事 教大学で教え︑かつ学ん
事業は仁王門解体大修理
をする︒教養を身につける だ︒三蔵は帰路にあった︒
のはもっと若い︑青年期を そのとき孫悟空でも手に負 と諸堂の痛みの激しい尊
いかに過ごすかによって決 えないほどの魔性がやって 像︑各所塗装︑その他を総
まる︒子供の頃から読書の きた︒玄奘三蔵はこの経典 合的に補修しようというも
習慣を身につけさせ︑人格 をとりあげ大声で読誦︑魔 のです︒
仁王門は屋根が老朽し︑
形成の最も重要な青年期に 性はお経の功徳によって降
古典より学ばせることが大 伏した︒その故事から大般 もうすでに木部まで腐食が
切である︒これは一見生活 若経を読誦するときは大声 進んでいます︒これ以上放
のための学問と別のようだ を出す︒また︑パタパタと 置すると原形が保てなくな
が︑実は新しいことに挑戦 経をめくると一巻読誦した ります︒屋根も今のまま瓦
葺きと原形通り復元しま
す︒場所は図面のように変
一冊の本 ﹃これを英語でいえますか﹄ 更し︑基壇を造成︒そこに
講談社インターナショナル編 千二百円 お名前を彫りたいと思いま
す︒幸い仁王様はご健在で
断歩道等々︒食事と料理の 修復の必要はありません︒
英語︒調理法︑味︑野菜︑
施工は地元の宮前建設を
肉︑寿司屋のネタ︑日本料 元締めとし基壇の土木工事
理︒遊びの英語︑鬼ごっ
は山麓の日新建設︑瓦は大
こ︑かくれんぼ等︑スポー 麻町の春本製作所︑石工事
ツ英語︑相撲を英語でいう はぶつだんのもり︑重機工
と︒キャンパスの英語︒
事は港運送︑そうして文化
キャンパスライフから︑教 財上級認定棟梁の竹内秀夫
科︑教育用語等︒ビジネス 棟梁があたります
マンの常識︒会社の英語︑
工事はご開帳開あけ早々
社会の英語︒病気と身体の 日を選んで土公供︵地神鎮
英語︒とっさの一言︒日本 壇の法︶を行い︒まず︑現
の諺と四字熟語︑英語の発 場の木々の移転よりはじめ
想で言えば︒日本の文化を
︵
電
柱の変更は終了︶基壇
英語でどこまで話せます
の
造成︑移築という手順に
か︒等々単語︑単文を体系
な
ります︒
的にまとめた本︒英語が楽
また︑勧募は五月からは
しくなる本である︒
じめさせていただきます︒

平成１
平成
１２ 年 ５ 月 １８ 日 発 行

我々が日常使っている
日本語を英語でいうとど
うなるか︒学校で教えて
くれない身近な英語表
現︑現在八十万部突破し
たという︒こんな決まり
文句︒数や図形の英語︒
算数︑数学︑幾何の英語
︵これらはだいたい習っ
たように思うが︶和製英
語︑ホントの英語をご存
じですか︒自動車︑野球
の和製英語とほんもの︒
英語よりも英語らしい
︵？︶日本語等︒日用雑
貨︑例えば爪切り︑ほう
き︑雑巾︑日用品︑事務
用品︑街角の信号機︑横
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首相交代︑ 別な視点 ニ彼ュはー﹁スことのし事て件はが珍日し本く発︑の よってしか発表されなかっ
た︒さらに政府首脳が開き
﹁朝日新聞﹂の論壇に米 ワシントンのメディアや知 直と無視で答えようとする
国ブルッキングス研究所︑ 識人たちの関心を集めた︒ ことで︑日本の政治の透明
しかし︑米国人に首相交代
性と説明責任の欠如を物
北東アジア政策センター
の経緯を説明すればするほ 語って余りある︒この二つ
局員研究員の須川清司氏
ど︑彼らの持つ日本のイ
こそ健全な民主主義の前提
が今度の首相交代のいい
メージが低下いくことに気 条件と考えられるものであ
加減さを見かねて投稿し
ている︒概略を紹介する︒ 付き複雑な気持ちになった︒ る︒おかげで日本の民主主
ジョセフ・ナイ︵ハー
義に対する信頼は著しく失
バード大学ケネディ・ス
墜し︑日本の魅力は大幅に
クール学長︶が近年積極的 低下してしまった︒結果︑
仁王門移転地
に提唱している﹁ソフトパ 森総理の連休中の外国訪問
ワー﹂という考え方がある︒ にもおおきく影響をするだ
軍事力や経済制裁を通して ろうという︒
行使される﹁ハードパワー﹂
に対して︑強制によらず︑ 川上博明氏ご逝去
魅力によって何かをなしと
当山総代で多家良公民館
げる能力のことである︒従
来の常識では国力の直接的 長の川上博明氏が四月二十
構成要素とみなされなかっ 日急逝された︒氏は旧制徳
た文化︑法律︑会計制度な 島中学から予科練を志願︒
ど他国に対して十分魅力的 終戦で復学︑ＧＨＱ徳島本
であることで国家の影響力 部から神戸に転職︑六年間
の源になりうると信じられ 米軍の通訳を経て帰郷︒み
るようになってきている﹂ かん作りで第一人者とな
という︒一番に共産主義が り︑その後加工農協の役
イデオロギー的にも経済的 員︑川上英語塾をされ︑そ
にもアピールしなくなりソ の間多家良地区の道路建設
フトパワーを失ったソ連が をはじめとする環境整備に
米国との競争に敗れ去った︒ 貢献され︑二年前から公民
日本もかって経済力だけで 館長︒
仁王門修復予定図
信仰の年篤く︑わたしが
なく︑東アジア経済成長の
奇跡を可能にした日本型経 住職に就任と同時に総代に
済モデルや非核・平和主義 就任していただき︑今日の
のソフトパワーで一定の国 輪奐の美を整えるに率先し
際的発言力があった︒最近 て勧募に勤労奉仕にあたら
は台湾︑鎮水偏氏の総統就 れた︒私的には中学高校と
任である︒台湾を民主主義 泊まり込みで英語を教えて
国家とみとめ台湾を支持す いただいた師弟の関係︒故
る米国民が飛躍的に増えた にいつも私の相談相手とし
て助言を頂いた︒
例をあげる︒
享年︑七十三歳︑まだま
さらに彼は小渕前首相の
入院が二十二時間発表され だ平均寿命を満たず︒私と
なかった︒虚偽の当日の行 は二月末︑紅灯の巷をさま
動発表︒官房長官が首相か よったのに短期間の病で逝
ら臨時代理に指名された事 去された︒氏の性格から
実関係の不透明性︒病状が もっともふさわしい大往生
だった︒哀悼︒
医師団ではなく政治家に

