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大美孝博 Lと 自筆万葉歌碑

犬 養 孝 教 授 の退官 に際 し て

和

比

古

初 から こんな具体的な目標をも って いる奇特 さ に私 たち は驚 いた︒ そし て森本さ ん
とば
の
こ
通
り
を
恐
ろし い情熱 で貫き通
してき た男︑ 万葉 と いえば︑ はかはみんな忘れ てしまう男︑ それが犬養 君な のであ る︒
′
卒業 は昭和 七年 二月︑今 日ではち ょ っと想像 でき ま いが︑組文 以来？ の不景気 の中 へわれ われ はほおり出され た︒ 犬養
海 の見 え る丘 に住 んでいる﹂ と いう︑ 君らし いたよりを貰 った︒ おそらく そ の頃︑夫
君 は横浜 一中 に就職 し︑ まもなく ﹁
人 と結ば れ た のであ ろうが︑ 私 は山 の方 に住 んで いて︑ いきさ つを詳 か にしな い︒
それ から の十数年 はお互 い暗 中模索 の時代 であ った︒研究 に︑職務 に︑ そ の上戦争 の外 圧が ひしひしと加わ ってく る︒
赤紙 と赤 だすきが街を交錯す る︒ こ の間 にも 君 の論文 は数多く記録され て い った︒ 私 はと いえば︑続 々と子供を生産 して︑
それを養 う のに苦 しむと いう自組自縛 に陥 って いた︒
犬養 君 は戦時中︑台湾 高校教授となり︑そ こで現 地召集を受け たそうだ︒ ︱︱ 戦争 は終 った︒晴 れ初 めた砲煙 のすき間
から帰還者 の顔がぽ つぼ つ見 え始 めた︒彼 は台湾 から引き上げ て来 て大阪高等学校 に迎えられ た のであ った︒同 じ年 私も
大高 に来 た︒ 二人 は十 五年 ぶり の再会を堅 い握手 で祝福 し合 った︒聞けば書物 や持 ち物 は全部と り上げ られ︑ 長 い棧 橋を
病気 の夫人を脊負 って帰還船 に乗込 んだと いう︒ 再帰後 の活動が それ から始 ま った のであ る︒ ︵これら の活動 に ついて は
世 間周知 のこと でもあ り︑ 私も前 に纏 めてお いたも のがあ る のでそれ に譲 る こと にす る︶
﹁人 の短 をあぐ る勿 れ︒ 己れ の長 に誇 る勿 れ﹂と いう教えがあ るが ︑ およそ︑ これ の最高 の該 当者 は彼 であ ろう︒長年

昔 々︑今 から四十年も の昔︑ 東大 ﹁山上御 殿﹂と いわれ た所 で 国文学科新 入生歓 会が あ った︒ 五高 から来 た長髪 長
迎
身︑ 黒び かり の顔 の男︑それが犬養 君 の初印象 であ った︒森本治吉 さ ん の紹介 の辞 で ﹁
万葉 地理をや る﹂と いう︒ 入学当

林

の つき合 い中︑彼が 人をそし った のを聞 いた事が な い︒私 など大声 で人 の悪 口を いうが︑彼 はち っとも お こらな い︒ 人が

き いて不快 の種 にな りそう な事 は い っさ い口にしな いのだ︒ 万葉 の恋愛歌 は精細 に分析す るが︑ 現代 人 の心 には無関 心か
と思うとそう ではな い︒ ち ゃんと分 って いる のだ︒ しかし心 の不快 は︑それを腹 でじ っと こらえ︑ 百倍 の エネ ルギ ーに再

生 し︑仕事と して表 わしてく る︒ それが犬養 君 の騎 士道だ︒ や はり彼 は雲 の上人︑貴 種 の流れ であ るらし い︒
一方︑ 人 にはよく勤 める︒師 に︑ 教え子 に︑友人 に︒ど のような他 に対 しても︑ いんぎ ん礼を厚く して応 え る︒紳 士と

い った のでは足 りな い︑ や はり騎 士 であ る︒ 夫人が病気 の時︑それ は長 い期間 にわた ったが︑ そ の温 い心遣 いは︑ と ても

常 人 のまね のでき るも のではな か った︒ 阪大吉 田内科 の方 々の手篤 い長期 の加療 で︑さ しも の難病 から夫人が奇跡 的 に全

快 され た︒ これ は結局犬養 君 の人柄が そう いう結果 をも たら したも のと思う︒愛情と い ったら甘 い︑ む しろ至誠と いう べ
き であ ろう︒ 学生 に接す る のも これ であ る︒彼等が随 喜賛仰す るのもう べなり であ る︒
読者 は私 の文章 を よまれ て相当う んざ りす るかも しれ ぬ︒全然知 ら ぬ人が よんだら︑楽屋ぼ めだと思う かも しれ ぬ︒由

来︑人を は める のも︑ 人が ほめられ て いる のを聞く のも︑ そ んな におも しろ いも ので はな い︒ 私も何 か悪 日の種が無 いか
と頭を ひね る のだが︑ ち っとも見 つからな いから ふしぎ だ︒ しかし彼 を知 る人 はみな同じ感 じをも つにちが いな い︒
これが犬養 君 の特徴 であ り︑ 人柄 だと思う︒

君 は老来 いよ いよ元気 であ る︒飛鳥保存 でも随分働 いた︒ タイ ミ ングも よか ったが︑ 君 の熱 心が なければ政府もあ んな
に早く ついて来 な か ったかも しれな い︒ 人徳 のいたす所 と いう ほかはな い︒益 々自愛︑世 のた め︑人 のた め活 躍され ん こ
とをお願 いした い︒

長年 にわた って の君 の活動舞 台 であ った阪大を定年退職 され た に際 し︑ 語文編集者 から求 められ るまま に︑ 君 に対 す る
感 謝 と祝福 の辞 を草 した次第 であ る︒

