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寺村秀夫先生 の思い出
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みな さん, こんにちは｡
今 日は,今少 し気温が下が りま したけれ ども,昼過 ぎまで大変暑 うござ
い ました｡寺村先生 の このお写真は,丁度, あの 日本語教育学会の学会 ニ
ュースに載 ってお りま した写真 と原版 は一緒だろ うと思い ます｡寺村先生
は よ く汗をおか きで して, し ょっち ゅ う‑ ソケチで, こ う,額をぬ く
やって
お られた とい う記憶が ござい ますが, この写真,やは り, あの,心 な しか
私にはおで このあた りに,ち ょっと汗がに じみ出てい るよ うに思 え ます｡
今 日,私が, この場で皆様 に寺村先生 の思い出を語 るとい うことにな り
ま したのは,大阪大学 の先生方の強い患憩 に よるものであ ります｡不適任
を承知 しつつ も,長 い寺村先生 とのおつ き合 いを通 じてのその思い出を語
ろ う, とい うことで,今 日,皆様 の前 に立つ ことにな った次第で ござい ま
す｡
お話 の車で,寺村先生 と言 った り,寺村 さん と言 った りす ることがあ る
か と思い ますが, ど うぞお許 し下 さい ます よ うにお願い します｡
寺村発生は,1
9
6
5
年か ら,大阪外国語大学 にい らっしゃったわ けですが,
私が一番最初 に寺村先生 にお 目にかか ったのは,その翌年 ,1
9
6
6
年 の1
2月
で ござい ました｡丁度,大阪外国語大学 の中国語学 の先生 とお話をす るこ
とがあ りまして,その先生 の研究室に行 ってお りま した ら,今,そんな話
に関心 のあ る方を呼ぶか ら, とい うことで,会議 中だ ったそ うなんですけ
れ ども,寺村先生が,私 の話が終わ った ところにお見えにな りま した｡ こ
の時が,先生 との初対面で した｡私 自身は,1
9
6
7
年,大阪外国語大学 の方
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に非常勤で留学生別科 の仕事をお手伝いに行 くことにな り,翌年 ,6
8年か
ら寺村先 生 と同 じ朋輩 として,留学生別科 の専任 として勤 め ることにな り
ま した｡大阪大学 にい らっ しゃい ます佐治先生は,確か,そ の 1年前か ら,
同 じく留学生別科 にお勤めだ った と思 い ます｡
当時,寺村先 生,それか ら,佐治先生,それか ら私は留学生別科 の中で,
言語派 とで も言い ますか, まあ,言葉 の ことを専門にや ってお りま した も
のですか ら,いろんな ことでお話をす る ことが多 うござい ま した｡私 自身
は,言葉一般をや ってお りましたけれ ども,先 にい らっ しゃい ま した寺村
発 生が, まあ,先程お話があ りま した よ うに,文法 の ことをいろいろお考
えで ござい ました｡それか ら,佐治先生 も国文法 の方をず っと研究な さっ
てい らっ しゃい ました｡
それか ら数年後に,当時は文化庁 の所管であ りま したが,大阪で 日本語
教 育のための現職者研修 とい うのを始め るとい うことで,大阪外国語大学
が当番校 にな りまして,私 どもが講師をお引 き受けす る ことにな りま した｡
その際に,外大 の メンバ ーが講習を分担す ることにな りま して,寺村先
坐,佐治先生が文法をな さい ます ので,私は残 った部分を担 当す るとい う
ことで,時に音韻 にな った り,文字 にな った りいた しま した｡あ とは段 々
語桑 に固 まって参 りました｡そ うい う経緯で 3人がいろいろ分野を選びな
が ら研究 ･教育 の活動を進めて参 りま した｡今 日, こ うして私が,寺村 さ
ん,寺村先輩 の思い出を語 るとい うことは,本当に胸 のつ まる思いで ござ
います｡少 し古い歌で ござい ますけ れ ど も,｢ここほお国を何百里｣で始
まる真下飛泉 の歌が ござい ます｡ あの中に,｢友の塚穴掘 ろ う とは｣ とい
う一句があ りますが,本 当にそ うい う気持 ちがいた します｡
私が着任 いた しま してす ぐで ござい ましたけれ ども,寺村先生が文部省
の在外研究員 として アメ リカ合衆国の カンザスに, 日本語を教 えに行かれ,
そ して,言語の研究 に も携わ られ るとい うことにな りま した｡御渡米前 の
初夏 の頃,寺村先生が廊下 を歩いてい らっ しゃるのを見 ます と,時 々, ア
ド‑を着て廊下をパ ー ッと通 られ るのですが, これが, また とって も様 に
な ってい まして, さすが‑ ワイで過 ごされた方だ と思 い ま したO私 なんか
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もそ うい うものを着た ことがあ るんですけれ ども,寺村先生が着てい らっ
しゃい ます と,本当に 自然な感 じで して, よくうつ りました｡留学生別科
の事務官たち とも,寺村 さんや っぱ りあち ら仕込みだか ら板 につ いて る,
なんて言 って,お うわ さを申 しました｡
この頃か ら,寺村先生は 2年 間にわた って カンザスで過 ごされ ま したが,

97
0年を ピー クに して, 日本全体 の大
丁度,その寺村先生 の外遊 の時に,1
学が学生運動で荒れ る とい うことが ござい ま して,寺村先生はそれを興 国
か ちながめ られ るとい う立場にい らっしゃい ま した｡私 どもの大学は,そ
んなにひ どい荒れ方ではなか った んですけれ ども,それで も留守を してい
た者に とっては,いろんな辛 い経験が ござい ま した｡
この近 くの南千里 に,通産省関係 の特殊法人 であ る海外技術者研修協会
関西研修 セ ンターとい うのがあ りまして,そ こで,寺村先生は 日本語を教
えてい るスタ ッフた ちの相談 にの った り,新 しい教材 の編集をす る時の ア
ドバ イスを した りなさってい らっしゃい ま した｡
寺村発生が渡米 され る時に,先生 の代わ りを私が引 き受け ることにな り,
時 々関西研修 セ ンターに通 うことにな りました｡ この ことは等村先生 と私
を結 びつけ る一層大 きな鉾 にな った と思 い ます｡私個人 として も, ここで
は随分多 くの ことを教 え られ ま したO大学院入学者を教 える外大 とは また
別な,本 当に海 外の第一線 の労働者 または中堅 の技術者たちに 日本語の基

0
0時間だ
礎を教 える所 です｡ 日本 に来て工場研修を受け る人達 にわずか 1
け 日本語を教 えて,工場であ る程度技術 を習得 して もら う,そ うい うため
にで きた研修 セ ンターなんです｡そ こで 日本語を本当に ミニマムに しぼ っ
て教 える とい うことの苦労を講師 の先生方 の体験を通 じて知 りました｡ こ
こは,寺村発生 の プランもあ っただろ うと思 い ますが,大阪外大 の講師 の
方 もい らっしゃい まして,いろいろア ドバ イスをな さってい らっしゃい ま
したが, 日本語 スタ ッフを中心に しまして ,単に教 え るだけでな くて, ち
っともっといろいろ 日本語 の深い知識あ るいは体系的な知識 とい うものを
求めてい く,確かめてい くとい うことが大事だ とい うことで,研究会 とい
うものをや ってお りま した｡月 1回ほ ど りっぱな先生方をお招 きしてお話
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を開 く会を開いてい ま した｡本学 の名誉教授でい らっ しゃい ます国語学 の
池上禎造先生,それか ら英語学 の毛利可信先生 に もお運びいただいた こと
が ござい ます｡先程,お話に出 ました三上章 さんのお話を うかが った こと
もあ ります｡で,半官半民のセ ンター としては非常に アカデ ミックな雰 囲
気を もっていた ところであ りま して,そ うい うアカデ ミックな性格がで き
てい った のは,それ までにい らっしゃったいろいろな先生方 , 特に寺村 さ
んの功績が大 きか った のではないか と思 い ます｡
現在各国の言語に翻訳 されて評判 の高い 『にはん ごの きそ』 とい うシ リ
ーズが ござい ますが, これは教師指導書 もついてお ります し, グロッサ リ
ー もつ いてお りますが, これ の元版 な どの企 画 ｡立 案な ど寺村先生 の発想
にな るものが多い ん じゃないか と思い ます｡ また, ここは 『研修』 とい う
月刊 の磯 閑話を出 してお りま したが,それに毎号数ペ ージ ｢日本語研修 の
現場か ら｣ とい うペ ージが与 え られてい ま したO 日本語 の先生方 の教室作
業 の中か ら, あ るいは,その延長線上で考 え られた小 レポ‑ トが掲載 され
て きました｡｢よ うだ｣｢らしい｣｢だ ろ う｣｢みたいだ｣ の違 い とか,各 国
の人 の名前 には ど うい ういわれがあ る, ど うい う傾 向があ るとかい うよ う
な ことが載せ られ ました｡
寺村発生は 2年 間の研究を終 えて元気 に帰 って来 られ ました｡先生 紘,
発程 のお話 に もあ りま した よ うに,非常 に人なつ っこい ところが ござい ま
した｡そ して,三上華氏の ところに行かれ ま した｡本 当に大変短 い期間で
したけれ ども,深いつ きあいをなさい ました｡そ の後筑波 に移 られてか ら
ち,三上 さんの郷里が広 島県で したので,広 島県に友人 と一緒 にお墓 も う
でに行かれた とい うよ うな ことまであ りまして,本 当に僚倒 し,敬慕 され
てい ました｡ この よ うなおつ き合いは,学者 同士,研究者仲間だけ の こと
では ござい ませ んで して,本当にそ うい う友人があち こちにい らっしゃる
と思い ます｡私が断片的に存 じあげてい るだけで も,例 えば,研修協会 の
斎藤 さん,本 の出版をな さってい らっしゃい ます三友社 の中森 さん, こ う
い う方 とは本当に哲学論議を した り,人生論議 を した り,社会論議を した
りとい うことで,時間があれば研究 の時間を割いてで も親 しくお話 に うち
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興 じる とい うふ うな一面が ござい ました｡今 日こ うしてた くさん, この席
にお見えになってい らっ しゃる中に も, そ うい う寺村先生 との深い御交誼
を大切 に し,寺村発生 との別れがたい別れを告げ にい らっしゃった方がた
くさんい らっしゃると思 い ます｡
私 どもは,寺村発生がお帰 りにな って後, しば ら くして, 丁度 1
97
2年,
昭和4
7
年 ごろか らで ござい ま したけれ ども,学習研究社 のプチか ら大阪外大
の方に要語が ござい まして,青 田弥寿夫先生を中心 に専任 スタ ッフ1
0
人が

1年近 くかけ まして 『新 しい 日本語』《
J
apane
s
ef
orToday》 を作 ること
にな りま した｡ まあ,英語国民用 の 自習 日本語教科書で して , 2人ず つ組
にな りま して,青 田 ･寺村 ･佐治 ･玉村 ･倉谷 ･大倉 ･酉出 ･山 口 ･岡田
･春名 の1
0人で作業を始め ま した｡ これが大変楽 しい場で ござい ま して,
オ リジナルの,外大で使 ってお りま した 《
Be
gi
nni
ng J
apane
s
e
》 とい う
ふ うな教科書や 《
I
nt
e
r
me
di
at
eJ
apane
s
e
》 もござい ま したけれ ども,市
販す るとい うことで ござい ましたので,多角的な ニーズに応 える とい うこ
とで, いろいろ工夫 もいた しま した｡ この編集会議 とい うのは, ち ょっと
した研究会 の様相を呈 してお りま した｡毎回楽 しい会議で ござい ました｡
ただ, これがで きましたのが ,1
973年,昭和 48年 の秋 口で ござい ま した｡
丁度その頃,お互 いに誰 も知 らなか ったんですが,同時進行 してお った こ
とがあ ります｡その頃佐治先生は学部 の方 の国語学 の担 当に移籍 されてい
らっしゃったんですけれ ども,大阪女子大学 の方か ら移籍 の話があ り,私
の方に も非常勤で行 ってお りま した同志社大学 の方か ら丸 ごと移 ってほ し
い とい うことが ござい ま した｡それがた また ま同 じ時に決 ま りま して ,1
9

7
4
年 の春 に 2人 とも動 くとい うことにな りま した (
佐治先生 の方は外大 の
事情で,半年遅 くな りました)｡ これは寺村先生 には大変 シ ョック だ った
だ ろ うと思 い ますけれ ども,人事 に関わ る ことで ござい ました ので,蓑任
者以外にほお話を してい ませ んで した｡本決 ま りにな って,寺村先生 にお
話 した時は,｢そ うですか ‑｡
｣ とお っしゃった き り,あ ま り何 も言 わ れ
ませ んで した｡大変 力を落 とされたん じゃないか とい うふ うに思われ ます｡
しば ら くしまして,大阪外国語大学 の大学院に 日本語学科が設 置 され ま

6

して,それで,私 もお手伝いに行 ってお りま した｡あ る時,寺村先生か ら,
｢ち ょっと相談があ るんだけれ ども｣ とい うことで呼び止め られ まして,
それで,相談 を受けたんですが,その時,寺村発生 は非常に深刻な面持 ち
で して,実は大阪大学 の方で 日本学充実のために講座増設を申請す る,そ
れで,名前を貸 して くれ と言われてい るとい うことで した｡名前を貸 して
くれ とい うことは, 申請がパスすれば移籍す るとい うことですか ら, ま,
大阪外国語大学を離れ るとい うことにな ります ので,寺村先生は,大変,
重大 な ことに考 えてい らっしゃい ま した｡当然であ りま して,私が出て行
普,佐治先生が出て行かれ ま して,その後 に若い方がい らっしゃった こと
はい らっしゃったんですけれ ども,寺村先生は正 にその大黒柱 の よ うな存
在 で ござい ま した ｡ ｢ど うだろ うか｣ とい うことをお っしゃったんで,私
は 自分が先 に出て行 ったので,個人的には先生は残 って下 さるのが一番い
い と思 うけれ ども,それは身勝手過 ぎることですか ら,率直に言 って これ
は寺村先生が 自由な意志で選択,決定 な さるのが一番いい とい うふ うに申
し上 げ ました｡ ま,それは不発弾 に終わ りまして,そ の後 ,1
979年 に筑波
大学 の方に移 られ ることにな りま した｡それは, 普,筑波 の方で大学 の新
しい学科作 りに献身 され るとい う,御希望や御抱負があ った ことだ ろ うと
思い ます｡実は,その前,お母様 が高齢で御病気で ござい まして,大変御
家族が御苦労な さってお りました｡寺村先生 と,それ か ら特 に奥様 には,
本当に御苦労が多か った と存 じます｡ とい うの も,お 母様 のお世話を寺村
先生がず っ とな さって ま して,そのお母様が東京 の方 の御兄弟のお家 に移
られてか らお亡 くな りにな りま した｡確か筑波 の:
射こお移 りにな ったのは
そ の後だ っただろ うと思 い ますが,筑波大学では新 しい学科作 りに随分御
努 力があ った と思い ます｡
そ して,筑波大学 にい らっ しゃってか らは,お仕事 ･御活動 の範囲 も拡
が り,随分お忙 しくな られた よ うで して,先生は よく夜更か ししなが ら論
文 を書かれた んだ ろ うと思 い ます｡私 はす ぐに眠気に襲われ る方ですけ ど,
寺村先生は, ここで寝て しまった らも うだめだ, と思 って また勇気を奮 い
起 こして起 き上が ってや るんだ とい うことを外大では よ くお っしゃって ま
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したけれ ども, 普,そ うい う御無理が, ひ ょっとして体 の方に大 きな負担
を強い る とい うことにな った んではないか と思 い ます｡
しか し,寺村先生があち こちの講師を引 き受け らj
t,会合 にいろいろお
運 びにな ったのは,実は,弟子の勤め先を開拓す るためで した｡顔を広げ
ておかなければな らないんだ, とい うことをお っしゃってい ま した｡非常
に弟子思いであ りまして,かつ,学会 の事業 な どに も, あ ま り欠席 さ涼
7
,
ず
に本当に献身的にあた って こられた とい うふ うに思い ます .関西にお りま
す と, あ ま りそ うい うことを直接肌身で感 じることはないわけですけれ ど
ち,首都圏にお住 まいの研究者は,本当に, 日本語教育 とか 日本語が脚光
を浴び るよ うにな りまして,負担が とて も大 き くな って きていた よ うです｡
そ うい う中で,寺村発生は本当に尊い犠牲にな られたん じゃないか とい う
ふ うに思い ます｡

1
9
8
5
年 ,丁度今か ら 5年前 の ことですけれ ども,11月の中頃に,私 に一
度集 中講義に来て くれ とい うお話があ りま した｡それで , 1週間ばか り筑
波 に出向 きました｡その時は,初 めて寺村先生 のお宅 にお招 きを受け ま し
て,御馳 走にな りま した｡それか ら,休みの 日には,奥様 の運転で筑波 山
まで連れて行 っていただ きま した｡筑波 山に行 きます と, ガマの膏 とい う
のを売 ってお りま して,寺村先生が, ｢これ は珍 しいo軍 中膏, ガマの油
だか らお土産 に ど うですか｡
｣ と私 に買 って下 さい ました｡お宮 さん の と
ころ まで行 きま した らば,丁度剣道 の奉納試合をや ってお りま して, ｢息
子が剣道をや ってい る｡ これは一緒 に連れて釆た らよか った な あ ｡
｣ とお
っ しゃって ました｡筑波 の一帯は,古 くか ら開けた ところの よ うであ りま
して,歌垣 (擢歌)をや った跡があるので,案内 しよ う, と言 って,お宮
さんの裏 の方を登 って行 きました｡寺村先生はや っぱ り汗をぬ ぐってお ら
れ ま した｡少 し平坦 な ところに田 ます と,幌 幕なんかが引いてあ りました｡
そ こが,音 ｢新治

筑波を過 ぎて

幾夜か寝つ る｣ とい う,あの,古事記

に も出てお ります歌 の舞 台であ った と教 えて もらい ま した｡その 日,帰 り
に,つ くばセ ンターのテラスの ところでベ ンチに腰掛けなが ら 1時間ばか
り夕焼けの空を仰 ぎなが ら, 日本語学 の話や,あ るいは大阪大学 に新 しい
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学科が増設 され る話な どを しま した｡今,思 い ます に,筑波大での集 中講
義 の数 日, と りわ けつ くば セ ンターでお話 した,あの時問が,いちばん寺
村発生 とゆ っ く り,いろいろな ことが話 し食 えて,なつか しい,忘れがた
い もので ござい ます｡そ の後,寺村先生がお倒れにな りました｡寺村先生
が上野駅で倒れ られた, とい うことを聞いてたい‑ん驚 きま した｡ぜ んた
い,寺村 さんは,いろいろ細かい ところに温かい気づかいを され る先生 で
した｡人 間, も う少 し野放 図で鷹揚であ った ら, こんなに早 くお別れをす
ることにはな らなか った ん じゃないか と思われ まして,残念でな りませ ん｡
そのあ と,寺村先生は絶対安静 とい うことで ございま したけれ ども, 日
に 日に健康 を回復 され ま して ,1
988年 に こち らの大阪大学 の方 にお移 りに
な りま した｡大阪大学 にい らっ しゃってか らも,私が時 々講義を してい る
日に,早 く出かけて来 られてお話をす ることが ござい ましたけれ ども,め
ま り長時間お話す る とい うことは ござい ませ んで,たいてい,お手紙か電

988年 の春 , 4月,京都外国語
話で用件をす ませ るだけで ござい ました ｡1
大学 で 日本語教育学会 の研究例会が催 され,その後,懇親会を近 くの ピザ
･シ ョップでいた しま した｡その時は,少 しゆ っ く りお話がで きま した ｡
そ して,実は ,8
8年 の 7月に中国の 日本語教育学会 の方か ら, ｢シンポ ジ
ウムをや るので寺村 さん と玉村 さんを呼びたい,奥 さん同伴でおいで下 さ
い｣ とい うことで,寺村先生は, これに大変乗 り気でい らっしゃった よ う
で,私 もそれだ った ら一緒 に と思 っていたんですけれ ども,直前 にそれ ぞ
れ の方に事情が生 じまして,参れな くな りました｡それで,代わ りに徳川
先生 と仁 田先生が上海 に行かれ る とい うことにな りました｡先程 もお話 し
ていたんですが, もし, これ,行 って らした ら,暑い炎天の中国で とて も
御健康 に さお ったのではないか, とい うふ うに思 い ます｡代わ りに行 って
下 さった先生方には悪いんですけれ ども, これ は御一緒 しな くって よか っ
たのではないか とい う気が します｡
そ のあ と,寺村先生 とは葉書 のや りと り,手紙 のや りと り,電話でお話
す るとい うだけで ござい ました｡昨年私は丁度秋 に
川こ4日か 5日続けて こ
ち らで講義をす るとい うことが ござい ましたけれ ども,その時 も丁度お体

寺村秀夫先生の思い出
の方が悪 くって,初夏の ころの御病気はお治 りだ ったんですけれ ども, 普
た調子が惑 い とい うことで,入院 中でい らっ しゃい ました｡ こ うい うこと
で,あ と,御退院にな りま してか ら葉書をいただいた り電話 でち ょっと一
言二言お話 した りとい うことだけにな って しまい ま した｡
寺村先生は,言語について も非常 に執念深い と言 っていい ぐらい,集 中
力 と言い ますか強い関心をいつ も持 ってい らっしゃい ました｡私 もその点
では同 じよ うに負けず劣 らずだ と思 うんですけ ど, この点については寺村
先生には兜を脱がなければ しかたがない と思い ます｡ まあ,その分,時 々
コロッと忘れ られ る時があ りまして,私 もこの頃 コPッと忘れ ることが増
えて きた んですけれ ども,あの‑,寺村先生 ,｢今 日は会議だ った｡
｣ この
｢た｣ とい うのは発見の ｢た｣ と言 うんですが, まあ,寺村先生はわ りあ
いそ うい うことがあ るんですけれ ども, しか し,言語について, この,気
にな ることとい うのは,いいかげんにせず に徹底的に,たずね るとか考 え
るとか調べ るとか｡えー, これ は フランス語では言い ますか とか, これ は
ど うい う意味ですか とか, 中国語だ った らど うだ とか, とい うふ うな こと
を私 もたびたび聞かれ ま した｡学生諸君 もそ うい うふ うに開かれたんだろ
うと思い ます｡ この ことが単に,あの‑,関心 とい うだけでな くて,いろ
いろ体系化 され, また,教材 とい う形で具体 的に活か され る とい うことに
な った と思 い ます.
それか ら,先程 申 しました よ うに非常に友情 に篤 い方です｡いろいろな
方 に深いおつ きあいをな さる｡で,それか ら気性が非常にお優 しくって,
対立的感情 とい うのを持たれ る とい うのが大変お嫌であ った よ うです｡万
事 ソフ トに人 に按す るとい う優 しい ところがあ った とい うふ うに思い ます｡
そ して,弟子思いであ る｡それか ら,あの, また, こ う,温か くって,健
康 なほのぼ の とした,そ うい う雰 囲気が好 きで,貧 しくて も 『名 も無 く貧
し く美 し く』 とい う,そ うい う映画が ござい ましたけれ ども,寺村先生,
山本周五郎の書 き物 の世界がたい‑ んお好 きで して, 『青べか物語』 なん
か, よく読 んでお られ ました｡浦安 のあた りとか,ああい うところを舞台
に した庶民の温 かい心 の交流があ る,そ うい うところがお好 きでい らっし
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やった よ うです｡そ うい う先 生が まだ まだ本 当に研究 したい と, あ るいは
後進 を指導 したい と,御 家族 の ことも強 く心 にあ った ことで し ょう｡い ろ
い ろな ことが 中途 の ままで,他 界 され て しまい ま して, さぞや無念 の思 い
で い らっ しゃる ことだ ろ うと思 い ます｡
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年 ,6
7
年頃か らのおつ きあいで ござい ま した ｡そ
寺村先 生 と私 は ,1
して また, あ る時は少 し離れた ところか ら, あ る時は非常 に近 い ところか
ら寺村先生 をながめ, また,先輩 として後 につ いてい くとい う立場 で ござ
い ま したけれ ども,寺村先 生 の偉大 な業績 と, それ か ら温 かいお人柄 とい
うのは,我 々の脳裏 か ら永 久 に消 え ることは ない と思 い ます ｡

大変 断片 的 で寺村先 生 の思 い出 とは言 えない と思 い ます けれ ども, これ
で お話 を終わ らせていただ きます ｡最後 に私 ち ょっと,寺村先生 の御仏前
に 3首ほ ど,挽歌 を詠 んでおお く りいた しま した｡そ の うちの 1首 を御披
露 して私 の思 い出の結び に したい と思 い ます｡

ことのは の

学 びにかけ し 命 い ま

み空 にあ りて

子 らを見守 る

あ りが と うござい ま した｡

(同志社大学文学 部教 授)

【付記】

以上の文章は, 1
99
0年 5月1
2E
=ことり行われた 『
寺村秀夫先生を偲ぶ会』におい
て,｢
寺村秀夫先生の思い出｣と題 してお話 しいただいたものである｡
(
編集部記)

