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須磨寺「源平の庭」

平敦盛（左）と熊谷次郎直実（右）像

須磨寺『青葉の笛』音楽碑

唱歌『青葉の笛』

くまがいじろう

一ノ谷の合戦において、熊谷次郎

なおざね

直実との一騎討ちによって討ち取ら

れた平敦盛の最期の姿を語る「敦盛

最期」は、『平家物語』の中でも特

に有名なエピソードです。

美しい若武者敦盛は討たれた時に

腰に錦の袋に入った笛を差しており、

討ち取った後に笛に気づいた直実は

風雅な敦盛の心に涙を流しました。

この場面は謡曲や浄瑠璃、歌舞伎

などさまざまな形で伝えられ広めら

れていきました。

そして明治になると、唱歌『青葉

の笛』が作られます。詞を書いたの

たけき

は『鉄道唱歌』を作詞した大和田

建樹、曲を作ったのは『キンタロ

ウ』『うらしまたろう』の作曲で知

られる田村虎蔵。一番では平敦盛、

二番は平忠度の最期が歌われており、

明治三十九年の『尋常小学唱歌』掲

載時には『敦盛と忠度』という題

だったそうです。

敦盛ゆかりの「青葉の笛」が展示

されている須磨寺には、この歌の歌

詞と楽譜が刻まれた音楽碑がありま

す。隣には曲を演奏できるモニュメ

ントがあり、敦盛を偲ぶ旋律を聴く

ことができます。

－新しく入った本－

（東方出版）

神戸モスク―建築と街と人 宇高雄志
版センター）

ンの時代 石戸信也（神戸新聞総合出

絵葉書で見る神戸―ハイカラ・モダ
出版センター）

西桂 三谷景一郎画（神戸新聞総合

ひょうごの庭園―図絵で読み解く

と現況との相違点など建築物とし

人々やその背景。設計当時の図面

ムモスクの設計・施工に携わった

日本最古で現存する神戸ムスリ

引く存在であった。

レット（塔）を持つモスクは目を

の上に大きなドームと二つのミナ

が建ち並ぶ界隈においても、屋根

昭和十年に竣工した。当時、洋館

通にある神戸ムスリムモスクは、

ませる。写真館と写真師、商館ラ

要点を突き、図柄をより深く楽し

各葉に添えられた短い説明文が

人々の暮らしの貴重な記録である。

れてきた絵葉書は、町の歴史と

の竣工など、様々な目的で発行さ

行事、スポーツ大会、企業、ビル

風景や観光だけでなく、学校

明治～昭和の神戸の絵葉書を紹介。

五千点を超えるコレクションから、

開港一五〇年を記念し、著者の

庭園文化が身近になる一冊。

により異国の雰囲気を漂わせる。

現在では旧ハッサム邸などの移築

楽園」は戦災で主な建物が焼失、

長小寺謙吉の本邸でもあった「相

治天皇の別荘地だった。元神戸市

「旧武庫離宮庭苑」は、かつて明

「須磨離宮公園」として知られる

神戸市内では十四の庭を紹介。

平面図に番号を付して解説する。

を、スケッチ・図・写真を使い、

兵庫県内の日本庭園七十九ヶ所

（白水社）

バー「サンボア」の百年 新谷尚人

異人館街の近く、中央区中山手

てのモスクの検証。そして、戦災

ベルなど、コラム欄も興味深い。
読むパンダ 黒柳徹子選 日本ペンク

野沢敬次（アルファベータブックス

兵庫県の鉄道―昭和～平成の全路線

谷崎潤一郎、古川ロッパにも愛さ

阪・東京に店舗を持つ。かつて、

花隈で 始まり、現在、京都・大

「サンボア」は大正七年、神戸

や震災を共に経験した人々の宗教
戸モスクの歴史を中心に記されて

ラブ編（白水社）

を越えた関わりが、約八十年の神
いる。

)

著者は北新地サンボアを開いた

れたというバーの名店である。

関西初の鉄道が開業した。その後、

人で、過去の案内状、企業誌、聞

明治七年五月に大阪～神戸間に
ナー、映画監督、パンダウォッ

兵庫県内各地にも鉄道が次々と敷

小説家、キャラクターデザイ
チャーなど各界のパンダ愛好家と

き取り、記憶などをもとに歴史を

遡っている。創業者・岡西繁一に

設されていった。
本書は、県内を通る各路線の歴

歴代飼育員によるエッセイ集。
元上野動物園飼育員の話では、

本書をまとめたのは、新たな情報

ついての記録は少なく、開業から
現役路線を取り上げた「国鉄・

が寄せられるのを願ってのこと。

史を、主に昭和期に撮影された懐
れから四十五年間、試行錯誤しな

ＪＲ」「私鉄・公営鉄道」の章の

著者が薫陶を受けた店長やお客

日本で初めてパンダを迎えたとき

がらの日本のパンダ飼育の歴史が

他、淡路島の鉄道線や姫路市営モ

様方への敬意、「サンボア」を名

昭和時代を知る人が減っていく中、

まとめられ、謎の多い生態や赤

ノレールといった廃止路線も全て

乗ることへの誇りが伝わってくる。

かしい写真とともに振り返る。

ちゃんパンダ誕生秘話が明かされ

掲載されている。

の興奮と驚きが伝わってくる。そ

る。もちろん王子動物園の話も収録。

－新しく入った本－

チョコレート物語―一粒のおくり物
化 阪神文化交游会編集・発行

阪神間から伝えたい―人・まち・文

〓その他の新刊〓

エイプリル・フール

恐ろしき四月馬鹿 横溝正史ミステリ

短篇コレクション１ 日下三蔵編（柏

書房）

を伝えた男 佐 和 み ず え （ く も ん 出

神戸とコーヒー 神戸新聞総合出版セ

で、神戸のミッションスクールを経て、10歳のころ母国

イギリスに留学します。ラグビーやクリケットなど本場

仕込みの技とスポーツマン精神を身につけ、大正3年(1914)

に帰国。休む暇もなく父が居留地に興した貿易会社エブラ

阪神文化交游会は、生涯学習と

さなえさんのて―神戸空襲とわたし

ジョーイ・エブラハムは、神戸市中央区の中山手生まれ

版）
ンター編集・発行

参考：『神戸スポーツはじめ物語』髙木應光（神戸新聞総合出版センター2006）

人々の交流を目的に発足した。本

有名で、神戸を愛し神戸に愛された人物と言えるでしょう。

チョコレート菓子で知られる

した彼は日本名を箙譲衛と名乗り、おしゃれな紳士としても

の人生 石野早苗 小城智子 杉本安

でのラグビーの発展に寄与しました。昭和14年(1939)に帰化

お布団はタイムマシーン 木皿食堂３

一中対二中の定期戦をはじめ、長く審判も務めるなど、神戸

書は『阪神間からの贈りもの』に

後もコーチの草分けとして関西の学生の指導にあたり、神戸

「モロゾフ」の名を世に広めた男

訪日した際に実現したプリンス・マッチにも出場。選手引退

希絵（神戸平和マップをつくる会）

で華々しく活躍します。大正11年(1922)には、英国皇太子が

木皿泉（双葉社）

日本画家や文楽太夫など各分野

随想のテーマは、昭和三十六年

運動神経抜群の彼は神戸レガッタ＆アスレチッククラブに所属し、ラグビー

次ぐ第二弾にあたる。

ハム商会に参加しました。

とその家族の物語。男の名はワレ
ンティン（通称ワーリャ）という。

コレート店を開く。チョコレート

の神戸の豪雨災害の記憶や趣味で

神戸市

の専門家を迎えた講演の記録と、

を溶かす日本の猛暑、経営をめぐ

始めたピアノについてなど様々で、

写真・参考：『神戸っ子』36号、129号、131号（月刊「神戸っ子」編集室）

モロゾフ一家は、ロシア革命を

る日本人協力者との決別など、幾

会員たちの多彩な活動を覗くこと

会員の随想が収録されている。

多の困難を乗り越え、ワーリャは
ができる。

逃れ、大正の終わりに神戸でチョ

チョコレート作りに生涯をかける。
つ く も

た べ もの 九 十 九 高 山 な お み （ 平 凡

亡命直前に食べたチョコレートを
忘れることができなかった彼は、
社）
ビ出演など、幅広い活躍をする著

料理や食についての著作、テレ

みんなを幸せな気持ちにするチョ
コレートを作り、多くの人に届け
続けた。小学生向け。

者の最新エッセイ。五十音順に並
ぶ四十三の話題は多種多様だが、
けんちん汁やコロッケなどでは母、
祖母との思い出がにじみ出る。ま
た二年前から神戸で一人暮らしを
始めたため、「そばめし」など
ローカルな話題も顔を覗かせる。
近年は絵本も手掛ける著者。相
棒である絵本画家に習ったという
自身の挿絵も魅力的。

明治 29 年(1896) ～ 昭和 49 年(1974)

あんな人こんな人

ジョーイ・エブラハム Joey Abraham
箙 譲衛 えびら・じょうえ
その ⑬

神戸

す。石室は包丁型で、羨道の延長線

しており、遺物は多種に及んでいま

刀・鉾・鉄鏃、耳環・須恵器が出土

金銅装十字文楕円形透彫鏡板付轡や

あったといいます。中宮古墳の遺物

ウィリアム・ゴーランドとも面識が

く 、 日 本 考古 学 の父 とも いわ れ る

行なった人物です。歴史に造詣が深

師遠藤茂平を伴い、いち早く調査を

記録は、神戸市の六甲南麓における

ます。『古墳址記』に記された調査

とは、ほとんど分からなくなってい

地化により、かつて古墳があったこ

その多くが消えていきました。市街

神戸開港以来、市の発展につれて、

こんどうそうじゅうじもんだえんがたすかしぼりかがみいたつきくつわ

上にあるとの記載から、片袖式石室

を調査するため、当時京都帝国大学

古墳調査としては、早い時期の事例

ランダム・ウォーク・

で、埋葬場所が袖部ではないことが

の梅原末治が半井氏のもとを尋ねて

として貴重なものです。古墳の場所

なかみや

中宮古墳と『古墳址記』

じかん

神戸市中央区山本通五丁目、相楽
分かります。馬具や須恵器などから

います。後に、梅原氏は京都の鹿谷

を示す石碑は、往時に古墳があった
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てつぞく

園から西へ五分ほど歩いたところに、
見て、六世紀中ごろの古墳と考えら

古墳について、絵図面を東京帝国博

ことを示す証人として、今もその場

イン・コウベ

「古墳碑」と刻された石碑がありま
れます。玄室長五ｍを越える規模は、

物館から取り寄せて、論文を書くこ

所にひっそりとたたずんでいます。

ます。実際『神戸市史附図』にある

『古墳址記』山口力編集・発行

せ ん どう

す。これは、大正時代に建てられた
大型石室といってよく、この地域の

と に な ります が 、 そ の絵 図 面 製 作

こ ふ ん し き

もので、自宅の敷地内にあった古墳
盟 主 墳 のひ と つ と 考 え て よ い も の

者・半井氏にこの時に出会っていた

す。この古墳は現存しており、昭和

黄金塚古墳があると記載されていま

『古墳址記』の文中には、近くに

た。

点が、京都帝国大学に寄贈されまし

後、大正十一年に、台付き壺ほか五

目に触れた中宮古墳の須恵器はその

ます（
『古墳址記』所収）
。梅原氏の

とその遺物」という一文を記してい

物を調べた梅原氏は「神戸中宮古墳

ことになるわけです。中宮古墳の遺

すえじ

をとりつぶすことになった際、当時
です。

その消失を惜しみ、記念として建て
たものです。

大正十五年発行の『古墳址記』は、
山口氏が編んだもので、漢文で刻ま
れた碑文の内容、発掘前の古墳の写

この古墳から出土した発掘品は、

「武庫地方遺物遺跡分布図」には、

『神戸市史 附図』
（神戸市）

六十三年には発掘調査も行われてい

ています。古墳は中宮古墳と呼ばれ

京都の半井氏に預けられ、考察を依

多数の遺跡が六甲山南麓にあるとさ

真、古墳調査の経緯などが収録され
るもので、このあたりがかつて中宮

頼されました。半井氏というのは、

『ガウラ ンド

なからい

と呼ばれる村であったところから来

れており、多くの古墳があったこと

日本考古学の父』

京都府寺社係の半井真澄のことで、

（朝日新聞社）

な から いま す み

ています。玄室長五．三ｍ、幅二ｍ

が示されています。しかしながら、

ろくや

京都府鹿谷古墳の遺物出土の際、絵

発掘品写真（『古墳址記』より）

と記録されています。古墳からは、

「中宮村古塚」『神戸覧古』若林秀岳（明治34年）
貴重資料デジタルアーカイブズより

の土地の所有者であった山口力氏が、
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