厨川白村博士の横顔
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イルドを嫌われたことに関しては︑矢野峰人氏も教室に於け

る博士を追想して︑コ央一詰青年﹂第五十巻第二号に次のよろ

に語っていられる︒﹁英吉利の文人中︑ザイルドは先生の最

も忌む所となっていた︒伎の名が出る度に﹃よ佼ど気障な男

私達が博士から与えられた講義は女学概論でるった︒この

だったに違︑いない﹄と口癖の様に一言われた︒﹂

に握められて﹁苦悶む象徴﹄と題して出版された︒若しも天が

講義はその一部分が後に﹃改造﹄誌上に現われ︑博士の残後

笠

成程︑広島と長崎とに投ぜられた原爆の惨状は︑実に名状

F﹀
丘町︒ HOぬ判
とがある︒その中には山宮允氏がその編著 EKロ
︒内 22司関口mU円明日同︿耳目︒ 3を︑特に稔卒の豪華本に仕立てて

る︒私は震災後即ち博士の死後にその旧議書を幾冊か得たこ

ることの一つは︑震災に基づく野川白村博士の不慮の死でる

邸の廃嘘に立って︑そぞろの思いに暮れて居るとき︑土掻き

十月の秋日和の目︑厨川の奥様と矢野君と私とが︑先生の別

同氏は同じく巻末に次のように追憶していられる︒﹁鎌倉の

鑑賞の力とが︑不思議た融合をつくっていた先生の講壇に於

二氏は次のように記していられる︒﹁深い造詣とふくよかな

r に更に齢いを貸していた去らぽ︑この一巻の論文は﹃近
博工

k克

災の悲しい記憶は︑私達の心から消え失せるということはな

博士に贈呈したものも含まれていた︒同詩集の誤植に一

の人口北部プラウ γ ・ベエパアの一包を探り出して︑私たちの

であろうにと今更らしく思うのでるる︒同蓄の巻末に山本修

明に筆が加えてあるのには︑博士の九帖商さが偲ぽれでたっ

ところに持って来た︒それがこの﹃苦悶の象徴﹄の原稿であ

代文学十講﹄のよう友堂々たる体裁を具えて︑世に送られた

かしい思いがする︒博士の議警には何れも蔵書票が貼附さ

った︒﹂博士が私達に与えられた講義の草稿もまた︑褐色の

い︒毎年九月一目︑関東大震災の記念日が廻って来る度に︑正

れ︑且つ署名して書物入手の一年月が記してある︒燕誉棄に措
かれた博士の横顔を見ては︑﹁オスカブ・ワイルドなんて気

の紙包みは︑私達部常に教卓の上に眺めたそれではたかった

祇包みに牧められていた ο吉日村舎の跡から揺り出されたか

ろうかと︑妙に果敢たい想像を還しうしたことがある︒

u

ける面影は︑わやかに本警の中に残っているのみだよな治︑

と言い言いされた様子を想い起す︒このようた時には私は博

惇た奴でずよ︒ここに居合わせぽ殴りつげてやるんだが o﹂

午前の一とき暫し歎酵を捧け訟がら︑しみじみと思い出され

し難いものではあったが︑このために大王十二年の関東大震

梅

士の不自由た足を傷 kしそうに眺めたものでるる︒博士がワ
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衣

は︑沙翁学者でもあった故ロシパ I F教授が英詩の講義に用

いられた参考書でるり︑また︑博士と矢野峰人氏との編纂に

足の不自由た博士は女子学生が穿くような︑ボタン蛍めの
簡単た作りの短靴を穿いていられた︒場所は同志社大学構内

四郎教授が採用された教科書であった︒伝え聞くところに拠

たる

士と︑仙台の二高及び東京大学を通ヒて同窓の友であって︑

批ぽ︑同教授は東大名誉教授︑東京女子大学学長︑斎藤勇博

3は︑故嶺岸

に於ける︑赤煉五の致遺館階下の小教室でるる︒博士のため

るのが如何にも大儀そうに見えた︒百円︒口問︒ と黒板に記し

構ではあるが︑その度に立ったり坐った︑りされるのはまこ

面影が︑まざまざと浮んで来る︒板童日をして頂くのは本当に結

りません︒エレシ・カイと読むのですよ o﹂と︑注意された

ては大をた教卓に身体を支えたがら︑﹁エレン・クイではあ

のように様々の砂利の形が︑紙面に印された同室聞を披見する

に︑この後者の英詩集も含まれていて︑同書にはどうしたこ

った私のみではあるまい︒私が得た白村博士の旧戴書の中

教授の不幸た早世を悼む者は︑特にその恩顧を少−なからや蒙

学生時代化は同博士と輪麗を争われたものだそうである︒同

二年九月と一一日えぽ︑丁度前年の七月にシエリの百年祭を催し

ロマンテイサクた最後が痛切に回想されるのである︒大E十

時︑私には不思議にもかの大震災の惨状が聯想され︑博士の

とか︑挨っぽい若干の砂利が各頁の聞に挟まっていた︒痘痕
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詳々と講義を続けられたが︑板蓄をする度にや tuら立上られ
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に特に便利た階下の教室が選ぽれていた︒常に椅子に坐って

刊

とに治気の毒たことだと︑心窃かに思った者は私のみでは
E叶 HHO司己ぬは守ぺ切であった︒︒巴ω
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友かったであろう︒次に私達が与えられた博士の講義は︑
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だと注意され︑巻頭の引用勾をも取上けられて︑﹁

期せやしてスベチャ湾患に於げるシエリむ遭難を想い起させ

はガールスワ Iシーではたく︑ゴールズワ lジと発音するの
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J にあります
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詳細に説かれる懇切さであうて︑私達のためにその麓蓄を傾

たのであった︒

年﹄第五十巻第二号に掲けられている︒子煩悩た博士の半面

花︑鎌倉から送られた博士の葉警は絶筆とたって︑﹃英語青

第二学期の授業に間に合うように一足先に帰洛した令息達

たぽかりの時である︒ー海輔の厄に遭遇された博士の許音は︑

倒された︒博士の講義は実に平明暢達であって︑離横自在に
から︑新らしく油然と湧き出る観があった︒博士の深遠た魂

豊富な語匂を駆使され︑しかもこれ等の言葉は博士自身の心
の躍動せる講義を聴くことは︑当時の私の喜びの一つでるっ
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もよく室を清潔にして勉強すぺし︒﹂当時京都府立コ一中の四

は卒中でよ衣をぬぐ事を知っていたか両親が帰らたい前で

し︑論敵への応酬に﹁再び恋愛を説く﹂﹁一二たび恋愛観に就

愛観﹄を東西の両朝日紙上に連載して轟

見出されて思わや心が暗くたる︒大正十年の秋︑﹃近代の恋

の筆にたる﹁左脚切断﹂には︑みヒめた重苦しさが多分に

されることとなり︑同氏も麻布中学校に転校されたが︑平安

で言う﹂の二篇を重ね︑更にこれ等を一巻として世間に問う

kたる反響を喚び起

て来る︒博士の不慮の死を楼として遺族の方々は東京へ転住

年生であった︑長子の丈夫氏の事 kしい姿が私の記憶に珪っ

神宮の東側に在る博士の旧邸の傍らを通り合わせる時︑私は

このよう友傷ましい半面があったのかと︑今更のように﹁左

脚切断﹂を読み返したものである︒たな︑その最後の一節に

ては洛陽の紙債を高め︑晩年比較的華やかでるった博士にも︑

博土は己が容貌に関して次のように述べていられる︒﹁外の

書斎に於ける博主の姿︑をふと心に措くのである︒そして関西
f 間違えられて
の不在中に来一一尽を伝えたところ︑芥川龍之介 3一

学院大学教授の芥川潤氏が未だ学生時代に︑たまたま︑博士

ことは兎に角︑容貌かトりして先や顔る平凡だ︒美男でもたけれ

をさけている︒勿論その目たるや︑学生時代に或男が八方視

ぽ︑さりとて別に醜男でも一ない︒横目竪鼻の何の奇もない面

みの抱摸だと評した位に多少ぎよろついて︑豆︵彩を放っては

しくたる︒また︑平安神宮の裏通にゐ辰稲荷という社があっ
て︑その前を電卒たどで通過する折には︑妙に博士の名前の

歌待の用意乞された︑持話が思い出されてゐのやから微笑ま

辰夫が聯想されるのである︒一嘗て京都大学に開催された日本

大王国年に於ける博士は三十六歳であったから︑私達が文学

い︒九一議なるものも亦日本人には珍らしい段ど高くて︑気障
た鼻眼鏡が安全にかかる位のものだ︒﹂脚部切断の年︑即ち

英文学会第六回大会に於て︑東京から馳せ参じた丈夫氏の実
に堂

kたる講演を聞いて︑地下の博士と共に喜び且つ意を強

うした者は︑果して博士の門下生のみであったでるろうか︒

概論の講義を聴いた大正九年には︑博士はE に不惑を過ぎる
J

こと一歳であった訳である︒思えぽ文学博士の学位を受けら
れた丁度翌年に相当する︒

講演後父博士よりも遺かに 背が高く成人した域爽たる同氏を
指して︑山本修二氏は﹁本当にも晶父様によく似てい︑交すよ︒﹂
と︑如何にもわが事のように嬉しけに語られたのを想い起
成瀬無極博士の﹃東山夜話﹄所載の﹁断腸記﹂は︑博士独

分女性的という感じであった︒女性的たのは不幸にして足が

私が博士から受けた第一印象は︑貴公子的でるると共に幾

特の軽妙酒税た諾誇が縦横に識込︑まれていて︑却って断践の

て聴講生の一人が博士の所説に対して︑常軌を逸した質問の

悪いので︑自由に運動が出来たい故であろうとも解した︒嘗

J30

思いをすること一なく寧ろ安易た心持で読まれるが︑白村博士
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矢を按った時︑博士はやや色をなして皮肉た調子で︑寸私の

講演者の退屈な講演に依って︑堅苦しくたった満場の空気を

はどれ程禿け上ったか聞きたいもりだ︒﹂と大声に尋ね︑前の

ったが︑先十額の広い博士の山内像を眺めて︑﹁その後君の額

一掃された︒三高の書庫に学生達を案門しては︑外国文学の

と応酬されたが︑その際にも博士白眼が多少でも︑変にぎよ

書架のいつの前に立って︑﹁野川君の﹃近代文学十講﹄の理

著作を全部読んだ上でたいと質問する資格はるbませんよ︒﹂牛

い知性の光忙輝いていた︒透かに異彩を放って沿ったのは︑

ろついたようには思われたい︒博土の眼は寧ろ豊かな限りな

代に弄そんだ﹁家挨合せ﹂と称ずるカルグに︑﹁大学教授花

義の際に何かの比時一に挙けられた言葉であった︒私が少年時

ある︒即ち負け惜しみの強い博士は実際に一民が禿けていて

た回答を与えられた︒﹁少しも禿けてい友い︒﹂というので

倉篤太郎氏が立上り︑自村博士に代って滝川氏の質問に奇抜

友傍若無人振りである︒氏の講演が終ると直ちに司会者の板

輪高﹂という札があったのが愉快に思い出される︒八方脱み

も︑恐らく否定されるであろうと愉快に答えられた︒博士の

本はこれだよ︒！一と放言された︑滝川氏の栢変らやの無邪気

と言えぽ古紙書票に措かれた博士の横顔の眼はE に八方眠みで

負け惜しみの強さもさることながら︑博士の皮肉は実に辛疎

である︒﹁私の鼻には︒ハンス・ネエが掛りまナ︒﹂とは︑講

るる︒古代エジプトの壁画に見る人物の横顔の眼である︒蔵

且つ痛快を極めていた︒嘗て文学を以て露骨に思想善導の兵
に供しようとするかのようた︑所謂実利的文学者が時勢の推

高誼た思慮の深さを思わせる博土の広い額と華人事た高い鼻と

一一古票のベンで措いた無数の抑恨の花と蓄積の花とに固まれた︑

移と共に現われたことがあるが︑若しも博士が在世されたた

わたカ L

広い額と高い鼻の博士の横顔には︑華々しい文芸の戦士の面

らぽ︑﹁文学を浪花節と間違えては困るよ︒﹂と︑博士独特

影が偲ぽれる︒
昭和十年十月︑京都在住の博士の知己門弟達が発起人とた

第サ五回日本英文学会大会は東京の法政大学に於て開かれ

の皮肉を浴びせ掛けられたことであろう︒

つ英語の先生の想い出

たが︑その際大内兵衛総長はわざわぎ草稿の用︑意をして︑

友会館忙博士の十三回忌記念講演会を催したことがある︒確

b︑東京からわ宮わざ嗣子の文夫氏を招いて︑京都大学の楽
か山本修二氏が開会の辞を述べられたように記憶する︒その

絵の肖像は冶同氏の声を吹き込めぽ恐らく口を関かれたこと

たが︑壇上の E面に掲けられた躍如として真に迫る博士の泊

いで熊本の五高生時代には︑﹃沙翁全集﹄の浅野情虚との宍訳

山風居土︑永田秀次郎氏が先や英語の先生として現われる︒次

れた︒大内総長の淡路島に於ける削本の中学生時代には︑青

L と題ナる特別講演を興味深く試みら

際交夫氏の戸が父博士のそれに酷似していることを指摘され

であろう︒コ一高時代の同僚の滝川規一氏も講演者の一人であ
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のようた話題を取上怜る者は殆んど無くたった︒大内総長の

たのは︑既に過去の語り草として忘れ去られ︑今夏らしくこ

代の白村博一汁に援せられ︑藤尾のそれが蝶子夫人に喰えられ

する︒政石の﹃虞美人草﹄に措かれた小野のモデルが青年時

所謂﹃学者﹄が︑蓄積されたままで不消化状態に在る知識を

威を借る事無くしては何一つ語り得ざるが如を所謂﹃教授﹄

く事既に久しい︒これは︑一つの作品に就いても他からの権

に大学に於ける文学の講義が面白くたいという批難の声を聞

学﹄の解説の一節に︑次のように喝破していられる︒﹁一般

矢野峰人氏は太田三郎氏訳のハ I Y 文学論集﹁人生と文

緊樟一番ずべきことを教えられた賜物ではたかろうか︒

愉快た思い出話によれぽ︑五高生としてのこちたき熊襲の子

羅列する一撃により︑文学の研究を装飾的たらしめたためであ

者︑姑封︑戸沢E保氏と共同払︑若き日の厨川白村博士が登場

階の障子に映る宍妻の影を認めては︑博士の声音を真似て夫

孫宍は︑新婚の夢まどかな博士の夜の宿をしぽしぽ襲い︑二

﹂
ある︒負サ惜しみの強い博士が﹁出藍という言葉がるるよ c

は︑博士のそれよりも教え子の方が︑透かに上廻ったそうで

を同じくされることとなったが︑政府から支給される費用

されたのである︒たまたま︑これも外遊中の大内総長と宿舎

て不幸にも左脚を切断され︑その後不自由な身をもって渡米

肉の矢玉を雨震の如く被ったという︒博士は外遊を前に控え

散々小突き廻され︑したたか油を搾られては︑辛錬極まる皮

切友るものがある︒また︑博士は高踏的に昼しく研究室に盤

は︑私の心を強く捉えたものでるって︑博士を思う念に転た

る︒このように博士が文芸へ寄せられた関心の広さと深さと

や︑歌曲が無視されていることを指摘して歎かれたことがあ

に際して︑同室田が歌詞を徒らに纏めて一巻としたものに過ぎ

集﹂を編纂したことがあった︒博土は私とのた︑またまの談話

省文芸委員会が全国にわたって︑広く但謡を採集して﹃但謡

立場から如実に説かれたことを回想する︒大正の初年に文部

のものとたし︑真の文芸とは如何たるものたるかを︑独自の

﹂今にして私は博士が日本文学に対ナーる深い理解の輩固た
るo

と︑大内総長に語られたかどうかは残念たがら聞き捜らした︒

顕して︑時代の潮流に押流される得学者とは全く選を異にし

基礎の上に立ち︑外国文学を完全に阻場玩味して自家薬鐘中

慶応義塾大学教授︑文学博土︑厨川丈夫氏も聴衆の一人でる

ていた︒博士はいさぎよく象牙の塔を出て︑あまねく一般民

が︑翌E英語の教室に出席すれぽヱヘ罰観一回にて︑一一同の者は

ったが︑持たらぬ身の大内総長は知る 回もたく︑若き日の白

人の名を呼ぽわり︑聞に粉れて逃け失せたのである︒ところ

村博士の横顔を︑天真潤漫に大きく写し出したのである︒大

一路の文芸の巡礼者でもるったのでるる︒

衆とも伍し︑時

E

内総長が今日あるのは︑博士が講義の時間毎に教卓の上に置

K刻︑河転変極まりたい十字得頭を往く︑真実

かれたという︑光栄るる恩賜の銀時計をつくやくと眺めて︑
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