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前 田 富 頑 教 授 近 影

前 田富 祓先生 の御退官 にあ た って

二〇〇 一 ︵
平成 一三︶年 二月末日を以 て︑前 田富 祓先生 が大阪大学を御退官 になる︒

矢

真

郷

する研究 の他 に︑文字 ︒文字史 の研究 が加 わ ること にな った︒ さら に︑衣食住 の語彙 など の研究を基 にし て︑極 めて広 い

五 同︶など︑国語 の語彙︑特 に国語語彙史 に関 するも のが中 心 であ る︒共編著等 は多 いが︑そ の中 に︑国語語彙史研究会
国語文字史 の研究﹄ 貧 九九 二２ 同︶があ
国語語彙史 の研究﹄ 盆 九 八〇２ 和泉書院︶ があり︑また︑前 田富 祓編 ﹃
編 ﹃
る︒現在︑国語審議会 にお いて︑委員 とし て︑表外漢字 の字体 の検討をされて いることも合 わせ︑語彙 ︒語彙史を中 心と

ととも に設立 された研究会 であ って︑会 の運営 など に特 に力を尽くされた︒他 にも多 く の会 の委員等 を務 められて いる︒
国語語彙史研究﹄ 盆 九 八五 ︒一〇 明治書院︶をはじめとして︑奥様紀代 子
先生 の御著書 は︑博士学位論文 でもあ る ﹃
幼児語彙 の統合的発達 の研究﹄ 貧 九九六 ・
幼児 の語彙発達 の研究﹄ 貧 九八三 ・一二 武蔵 野書院︶︒﹃
氏 と の共著 であ る ﹃

奈良教育大学教授 ・同︶両氏
神戸大学教授 ︒当時 ︶・山内洋 一郎 ︵
られて いる︒ とりわけ︑国語語彙史研究会 は︑根来司 ︵

そし て︑国語学会 では︑先 の五月まで理事 ︒大会運営委員長を務 められ︑国語語彙史研究会 では︑現在代表幹事 を務 め

れること にな ったが︑ この二四年間 にわたり︑文学部 ︒大学院文学研究科 にお いて︑学生 の指導 と御自身 の研究 とに尽力
され︑ とりわけ︑多 く の︑ か つ︑幅広 い研究者を育成 し て来 られた︒

教授 として御着任 にな った︒そ の後︑教授 に昇任 され て︑ また︑大学院重点化 により大阪大学大学院文学研究科 に所属 さ

昭和五 二︶年 四月︑大阪大学文学部 に助
城学院女子大学専任講師 ︑同助教授︑東北大学教養部助教授を経 て︑ 一九七七 ︵

先生 は︑東北大学文学部を卒業 され︑同大学院文学研究科修士課程を修 了︑同博士課程を単位取得 の上退学 されて︑宮

蜂

御関心 のもと に︑言語文化史を構想 されて いる︒御論文等 は数多 く︑本輯掲載 の業績目録 は実 に 一五頁 に及んで いる︒

甚 だ私的 な ことで恐縮 であ るが︑先生 と私 は誕生 日が同じ八月 二六日 であ る︒まさ に御縁 としか言 いようがな い︒思 い

返 せば︑先生 に初 めてお目 にかか った のは︑第五回国語語彙史研究会 ︵
京都大学楽友会館︶ の折 であ ったろうか︑そ の際

は二人 の研究発表者 のお 一人 であ った︒ そ の時︑ この研究会 で会う多 く の人 が ここに参加 した ことに ついて ﹁
前 田先生 か

ら の御案内 で﹂ と言われる のを聞 いて︑実 に広 い人脈を お持 ち の方 だと思 った ことであ った︒以来︑先生 には何 かに つけ

て大変 お世話 にな ってきた︒そし て︑そ の中 で︑あ の広 い人脈 は先生 のお人柄 のよさ によ ってあ るのだと いう ことを︑徐 々

に知 ること にな った︒そし てまた︑ お見受 けするのは稀 であ ったが︑筋 の通 らな いことに対し て厳 し い意見を お っし ゃる

方 であ ることも知 った︒御研究 はもとより︑広 い人脈も︑幅広 い研究者 の育成 も︑結局 は広 い関心と厳 し い追究 のもと に
あ ると︑改 めて思う こと頻 りであ る︒

そ の先生を︑今︑御停年 と いう定 め によ ってお送 りしなければならな い︒大学院重点化 は果 たされたが︑独立行政法人

化をめぐ って今後 の展望 が明確 でな いと いう現状 にお いて︑大阪大学 が今後 ど のよう にな って行 くか極 め て困難 な局面を

迎 え て いる︒そ のような時期 に先生 のお いで にならな いことは誠 に不安 な ことであ るが︑願わくば今後 とも御叱正を賜 り

つつ︑ それを克服し て行 く ことが残 されるも のの責務 であ ろう︒今 は︑先生 の今後 の御多幸を お祈 りす るのみであ る︒

本輯 は︑大阪大学 にお いて先生 に連 なる幾人 か によ って︑先生 の御退官を記念 し て国語学 に ついての特輯を編 むも ので

あ る︒本来ならば ここに執筆 す べきであ る人 はこの他 に多 いのであ るが︑種 々の事情 でやむをえず これだけ に限らせて貰

う ことにな った ことを お断 りし ておく︒な お︑本輯 とは別 に︑国語語彙史研究会編 ﹃
国語語彙史 の研究﹄ 二十 が︑第 二十

集記念 ならび に前 田富藤教授退官記念 の集 とし て刊行 される予定 であ る︒また︑大阪大学 にお いて先生 の御指導 を受 けた
人 々が こぞ って別 の論集 ﹃
珈帥誌認識難日本語日本文学 の研究﹄を企画し て いる︒合 わせて御覧 いただくならば幸 いであ る︒

