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林 和 比古 教 授 の退官 に因 ん で
林和比古教授 は本年 四月 一日をも って停年退官される こと にな った︒

教授が︑大阪府立浪速高等学校と共 に本学教養部 の前身をなす官立大阪高等学校 に着任された のは︑昭和 二十 一年 のこと であり︑新制大

学 にな ってから は教養部 に所属され︑ かたわら︑文学部大学院 の講義も担当され て︑ 二十数年 の長き にわたり励精 して来られた︒

教授 は︑元来︑橋本進吉博 士 の流れを汲 んで︑国語学︑特 に文法学 の研究をされ た︒昭和 二十 六年頃ま でのご論文 は︑主としてそ の方面

の成果と お見受けするが︑教授 の語られ る所 によれば︑本学 において国語学 のほかに国文学 の講義も担当された ことが︑枕草子と避逓され

る機縁となり︑研究以前 に気質的 に清少納言 に対 し強 い共感を持 たれたよしであ る︒個性的な触れあ いがあ ったと いう こと であ ろう︒

枕草子ご研究 の成果 は︑昭和 二十 六年本誌所載 の ﹁
清少納言 の精神機構﹂を皮切 り に次 々と発表され︑論文 目録 によると︑特 に昭和三十

年頃 から は堰を切 った如く に発表され ていて︑ いかに枕草子 に打込まれたかが察 せられ る︒それと共 に次第 に文学 のほう に傾 いて来 られた

こと は否 めな いが︑ しかし国語学 から全く離れられ たわけ ではなく︑ いわば国語学と国文学と の双方 にわたる視点 のもと に枕草子 に立向 っ

て来 られたと いえるだろう︒それら のご論文が のちに大著 ﹃枕草子 の研究﹄ に結晶 した︒教授 の志向 は︑芭蕉や近代文学 のそれ これ にも向
けられ ているが︑研究 の上 では今や枕草子 一本槍 の観がある︒

教授 は︑ど ちらかと いえば小柄 なほう で︑ 四十数 キ ロの軽量 であられ る︒剣道をたしなまれた ことがあ るよしで︑自称 ﹁一段半﹂ であ る︒

某野球監督流 にいえば︑ ﹁
超初段﹂と いう こと であ ろう︒挙措敏捷 で︑歩き方が速 い︒何 かの用事 のためにご 一緒 した時だ ったと思うが︑

小柄なく せに二十 キ ロ近く教授 に差を つけ て諸事緩慢な私 は︑ ふう ふう い った︒息を はず ませながら︑ ふと思 った︒ これ は教授 の学問とあ
なが ち無縁 ではなさそうだぞ︑と︒

中古文学会など で発表者が お説 に触れる ことがあ ると︑あと で教授から鋭 い質問な いし反駁が飛ぶ︒自信 に満 ちた実 に威勢 のよい発言ぶ
りで︑爽快感さえ覚 える︒

教授 は細心精到な分析 をされ るけれども︑ トリビ アリテ ィーと は裏腹 で鋭 い判断 に つなが り︑他説 に対 しては賛否 の意を明言され︑自説

︒
︑
を立 てる のもまた直裁明快 で︑何事 にも解決を目ざ して曖味低回を容れず そ の率直な表現 は勢 のあ る文章とな って生動 している 教授 の

著作を読 まれ た向き のつと に感 じておられ る所 であ ろう︒
︑
枕草子研究 の推進 にあ また の貢献をして来 られた教授 は︑ ここ数年来さら に歩を進 めて枕草子本文系統 の研究 に没頭しておられ 界本原

︑
︑
態論と でも いう べきご見解を提唱され つつあ る︒ この見解 は先段がな いわけ ではな いけれども 感想的寸言程度 にとどま ったよう であり

︒
かほどまでに精細な分析調査を経 て論断 した のは︑教授をも って晴矢とする︒現代 では教授独自 の見解と いう に近 い 孤高 の説と でも いう
︒
︑
べきそ のご見解 の証明 に努 めておられ︑そ の盛 んな研究意欲 の持続 には 衷 心敬意を捧げ た い

︑
私が教授 に親 しく お願 いす るよう にな った のは︑ 一昨年 の春︑ こちら の教養部 に転 じ来 て以来 のこと であ り 日はまだ浅 いと しなく ては

︑
︑
なるまい︒人 ひとりを知る こと のむ つかしさ はさる ことながら そ こま で全き理解を望む よりも っと手前 の所 でい ってさえ 私 は教授 のご
︒
︑
性格をよく知 ると はいえな いかも しれな い︒ このたび︑ ご退官記念 の 一集を編む企画があ り 編集関係 の方 から送別 の 一文を求 められ た
︑
︑
っ ︑
っ ︒
それ は︑大体私が平素教授 に最も近く身を置くゆえであ ろうと は察 せられたが 真 に最適任 かどう か 省 みざ るを得なか た と い て
︑
︑
研究室を共 にさせて頂 いていて︑ 日頃親久 している のだから︑辞退す べき理由 のあ る道理 はなく お引受けした のであ るが 記 して至らぬ
所多 い思 いである︒

本

奨

︑
教授 には今後共ご誘核下さ ることをお願 いす ると共 にお変 りなく いつまでも お元気 でご研究を進 めて頂きたく 本文系統論 の完壁な構築

柿

︒
を達成 せられ んことを祈念す る次第 であ る︒幸︑ お宅 は本学 に近 い︒どうかしば しば研究室 にお元気な お姿をお見 せ下さらんことを
昭和四十八年 二月

