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著書 

なんで英語やるの?（午夢館、1974 年） - のちに⽂春⽂庫より出版。 
呼吸と⾳とくちびると（午夢館、1975 年） 
異⽂化のはざまで 英語と⽇本⼈の周辺（毎⽇新聞社、1976 年） 
再びなんで英語やるの?（⽂藝春秋、1978 年 7 ⽉） - のちに⽂庫化。 

 こども・外国・外国語 ある⽇とつぜん英語になってしまった⼦ 
（⽂藝春秋、1979 年 11 ⽉） 

 ⼦どもに外国語はいらない 地球時代の井⼾端会議 
（⽂藝春秋、1981 年 5 ⽉） - ⿃飼玖美⼦との共著 

 異⽂化のはざまで 英語と⽇本⼈の周辺（三修社、1983 年 12 ⽉） 
 ⺟国考（情報センター出版局、1984 年 9 ⽉） 
 未来塾って、何? 異⽂化チャレンジと発⾳（朝⽇新聞社、1986 年 1 ⽉）•
 But とけれども考（講談社、1988 年 5 ⽉） 
 ⾵のシカゴ シェリダン・ロード物語（情報センター出版局、1989 年 11 ⽉） 
 英語と運命 つきあい続けて⽇が暮れて（三五館、2005 年 12 ⽉） 
 声を限りに蝉が哭く（三五館、2010 年 8 ⽉） 

 
  



本書は著者が 78 歳の時に書いた『⾃伝』である。 
 
『これから 30 年間、これほど熱い『英語と⽇本⼈』の本はもう登場しない』 
 
まさに、戦いの⼀⽣であった。 
幼少期の超虚弱体質で、⾵邪やすり傷などの軽微な傷病でもベッドを離れるまで数カ
⽉を要するといった⽣活の中で、⾃分はなぜ弱いのか、⾃分の体はどうなっているの
か、と問い続け、誰も答えてくれないので、その答えを⾃分で⾒つけようと考え続け
たことが、彼⼥の軸をつくったように思える。 
⽶軍の電話交換⼿になって、英語の発⾳で⽂句をつけられないように、アルファベッ
トの発⾳を習得しようと、地獄の特訓をくぐり抜けたこと。 
朝鮮動乱の中、情報の最前線拠点となった『福岡特電局』はもう⼀つの戦場だった。 
アメリカに留学したが予定が狂い、新しい道にまいしん。 
アメリカの中の差別、ユダヤ⼈とは何か、などをみる。 
結婚し、⼆児と夫とともに帰国。岩⼿県に住む。 
⽇本の英語教育に驚き、英語の基礎教育を探る後半⽣が始まる。 
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プロローグ 好奇の虫 

 
 平成⼗五年、七⼗⼋歳になった。 
 ⼤正⼗四年秋、福岡市で⽣まれたが、こんなに⻑⽣きするとは思っていなかった。⺟の話
によると、⽣まれて三週間⽬に急性肺炎で仮死状態になったのだそうだ。医者がもうダメだ
と⾔ったので⽗が⾚ん坊⽤の棺桶を探しに町に出て、棺と共にもどってみたら、まだ⾍の息
で⽣きていた。 
 医者が｢死んだとあきらめてまかせてくれたら、最後の⼿段がある｣と⾔って、⼤⾄急で
｢冷⽔｣のたらいと｢からし熱湯｣のたらいを⽤意させ、チアノーゼで紫⾊になった私をかわ
りばんこにたらいに漬けた。メッチャ乱暴な話だが、私は息を吹きかえし、なんとか⽣きの
びた。 
 こういう体験が新⽣児の体にどれほどの痕跡を残すものなのか、その⾒本例のような状
況で私は⼤⼈になった。とにかくめったにないと⾔われるほどの虚弱体質は、⼤正から昭和、
そして戦争、敗戦という時代に、治療薬もないまま時間がすぎていった。 
 まず肺炎の後遺症として、百パーセント呼吸器が弱い。そよ⾵にあたっても扁桃腺が腫れ、
四⼗度の熱が⼗⽇はつづく。やっと三⼗⼋度の下がったと思うとそれっきり、平熱の三⼗七
度に下がらない。⼀ヶ⽉ぐらいぐずぐずしてやっとリンパ腺が腫れていたことに気がつく、
という順序で、完治してトコトコ歩きだすまで数ヶ⽉かかった。 
万年カルシウム不⾜でまともな⻭は少なく、その上、⽩⾎球が少ない体質だとかで、ほんの
ちょっとのかすり傷や⾍さされ、蚊にくわれたあとは必ず化膿した。化膿した場所に⼀番近
いリンパ腺が付きあいよく腫れて、また三⼗⼋度の熱が⼀か⽉はつづくというありさまで、
私は旧制の⼩学校、⼥学校(現在の⾼校)に在学中、⼀度もまともに秋の運動会に参加したこ
とがなかった。 
 ⼤正から昭和初期にかけては、ペニシリンもなければめぼしい他の薬もほとんどなかっ
た時代だったが、その頃の⼗年を私は⽗の勤務地、シベリアのウラヂオストックで育ってい
たから、⼆重三重の意味で条件が悪かった。 
 呼吸器の弱い⼦供がシベリアで暮らすとどうなるか？これまたその⾒本みたいなもので、
私は年中熱を出して寝こんでいた。ウラヂオストックには⽇本⼈の医師も病院もなく、ロシ
ア⼈の医師たちは⽇本⼈に関わるとスパイ扱いされるとあって、相⼿にしてくれなかった。 
 結果として、私のような⼦供はひたすら外出を控え、発熱しないように気をくばり、ちょ
っとでも体が熱いと思うとすぐにベッドに⼊り、氷枕を当てておとなしく天井を眺めてじ
っとしているほかはなかった。 
 両親のしつけがきびしかったことと、いくら駄々をこねても熱は下がらないし、病気はよ
くならないという現実に気づいて、無駄な抵抗はやめることにしたのである。 
 しかし全⾯的に病気に降伏したわけではなく、天井を眺めながら、病状が許す範囲内でど
うやって⾃分がやりたいことをやり通すかという策を練ることに熱中した。 



 描きかけの絵を好みの⾊で仕上げたいとか、読みかけの本の最後の⼀章を読んでしまい
たいとか、着せかえ⼈形のベルトを⾃分でしめたいとか、今すぐ冷たいミルクが飲みたいと
か、やりたいことは無限にあった。しかし、⾼熱が続くと、体⼒も失せ、声が出なくなり、
まるで⼈形のように横たわっていた。 
 結局、私が最後にたどりついたのは「いったい私はどうしてこうなるの!?」という、⾃分
の状態についての強い好奇⼼と疑問追及の世界だった。疑問だけでは暗くなるかもしれな
いが、根本的な「なぜ、こうなるのか？」という好奇⼼は私にとってたいへん重要なポイン
トで、次から次へと⾃分の病状を地図に描くようにして調べた。「なぜ、熱が出るのか？」、
「なぜ、のどが痛いのか？」「なぜ？」「なぜ？」と天井を眺めながら果てしなく⾃問⾃答を
くり返し、その答えを探るのは私に許された最後のゲームで、これだと⾃分⼀⼈で⾃由に出
来た。 
 少し病状が回復すると、近寄ってくる⼤⼈たちをつかまえて質問を浴びせまくり、本棚か
ら『家庭医療全集』を持ってきて、ふりがなをたよりに⾴をめくった。 
 ⼩学校の低学年の頃は、医学⽤語をまったく理解できなかったが、むしろそのためにパズ
ルゲームで遊んでいるような感覚で⾃分の症状に似た病気の名を探すことが⾯⽩かった。 
 両親の知り合いでたまたま⾒舞いにやってきたおばさんが突然、 
「⼈間ってだれでも⼦宮を持っているの？」と、五歳の私にたずねられてお茶にむせた、と
いう話は、あとあとまで私の変⼈エピソードのネタになった。 
「あまり⻑⽣き出来そうにない⼦は、やっぱり変⼈になってしまうんだネ」 
と皆は納得していたが、両親はあまりユカイではなかったようだ。 
 私には⼆歳年⻑の兄がいたが、これがまたまれに⾒るほどの健康児で、⽊から落ちてけが
をするなどの外傷のほかは⾵邪もひかず、腹もこわさず、病気とはさっぱり縁がなかった。
同じ家の中に暮らしていても、お互いに異なった星に住んでいるみたいで、私はほとんどベ
ッドの中、彼はほとんど毎⽇屋外に出て遊び暮らしていた。 
 健康優良児の彼は、快活で明るく、愛想がよかったので、⼤⼈も⼦供も含めて友だちづく
りの名⼈だった。七、⼋歳の元気な男の⼦の世界からは、熱にうなされながら⼀⼈で天井を
眺めている妹の世界はまったく無縁のものであったにちがいない。私もまた常に外に出て
いる兄の⽇常は想像すらできなかった。 
 私の病状のひどい時は、兄と⼀〜⼆週間顔も合わせたことがなく、声すら⽿にすることが
なかった。シベリアの気候は九州育ちの⺟にもきびしく、看病疲れでときどき寝込むことが
あった。そんな⺟を⼥中のマルシアがよく助けてくれていた。⽇本領事館の現地通訳だった
⽗は、早朝から深夜まで働いていたから、病⼈の世話まではとうてい⼿がまわらなかった。 
 ⼩学校三年⽣の頃のある時、「⼤⼈というのは、いろいろなことを聞いても、あんまり正
直に答えてくれていないのではないか？」という疑念を持ったのがきっかけで、次第次第に、
⼤⼈に質問するのを控えるようになっていったが、それと反⽐例するかのように、「どうし
てこうなのか？」を知りたいという私の好奇⼼の⾍はいよいよ活発に動きだし、とどまるこ



とがなかった。 
 昭和初期の当時、⼤⼈の書物や雑誌の多くがふりがなつきだったので、⼩学校⼆年か三年
までの間に、私は家中の出版物に⼿をのばして読みふけった。⺟の雑誌「主婦の友」や「婦
⼈の友」、⽗の「改造」や「⽂藝春秋」等、その他にもオレンジ⾊の布製の表紙のついた『明
治・⼤正⽂学全集』の⼗冊を読み、ますます好奇⼼のかたまりみたいになった。 
 ⼋歳から九歳だった私にとって、完全な⼤⼈の⽂学全集を読んだといっても、決して理解
出来たわけではなく、知らない語彙や⾔いまわし、漢字、いろいろとわからないことだらけ
だった。そのわからない⾔葉の⼀つひとつを「何だろう？」と考え、「こうかもしれない」
と⾃分で答えを⾒つけ、⽂章を何⼗回と読み直して、「ホントはこうだったんだ」と想像し
て、いちおう頭に記憶しておく。 
 いったん「なぜか？」と考えはじめると納得ゆく答えが⾒つかるまで、何カ⽉も何年も待
った。どんなに⻑く待つことがあっても苦にならなかった。その間のいろいろな想像や⼯夫
や、考える道筋がたのしみであった。 
 好奇⼼を満たすために湧いてくるエネルギーの強さは、私の体の病弱さとはまったくち
がっていた。 
 その⼈並み以上の好奇⼼の強さの原点はどこにあるのかと改めて考えてみると、思いあ
たるのはやはり⽣後すぐに受けた冷⽔とからし熱湯の洗礼である。それは⽣まれてほやほ
やの私の体を肺炎から救ってくれたと共に、私の脳を強烈にゆさぶり、どこかにひそんでい
た「好奇⼼の⾍」を叩きおこしてしまったのではなかろうか。 
「なんでこんなことするの？」 
 ⾍は憤然として起きあがり、たちまち「冷⽔とからし熱湯⾏⽔の理由」について考えはじ
めて、以来活動を⽌めることなくそのまんま現在に⾄っているような気がしてならない。 
 
 戦争時代には「病⼈」まったく邪魔者であった。だからといって、突如頑健になれるはず
もなく、「ハイお先に失礼」と⾔って死ぬわけにもゆかない。相変わらずフニャフニャ体の
まんま、⼥⼦挺⾝隊の⼀員として⾶⾏機⼯場でボルトやナットを削っていた。 
 その頃は毎⽇のように男性の⼯員が召集されて前線に出て⾏って、⼯場は⼥性と⽼⼈と
旧制中学の男の⼦たちで⼀杯だった。⽶軍機の空襲もはげしくなり、爆弾が⼀発直撃すれば
病⼈も健康⼈もあったもんじゃないという時代を迎えて逆に、私はじわじわと丈夫になっ
た。当時は⽇常的な⾷糧不⾜で、農業従事者以外はほとんど飢餓⼀歩⼿前の状態だった。 
 戦後数年経った頃にふと思い出して、 
「あの頃の飢餓状態が、私の体にある種の断⾷療法みたいな効果をもたらして丈夫になっ
たのかしらね？ どう思う？」 
 と⺟に聞いてみたら、沈思黙考のあとに、 
「ふつうならね、栄養失調になって当然だったと思うけど、あんたは変わっているから、よ
くわからないわねェ」 



 と⺟は答えた。 
 ⺟親にさえよくわからないうちに⼈並みの体調になった私に、昭和三⼗⼋年(⼆⼗⼋年で
しょう 前⽥)アメリカ留学の話が舞いこんだ。⼀ドル三百六⼗円の時代で、しかも私費留
学なんて簡単に出来る頃ではなかったが、私のもっとも⼼配だったのは⾦のことより体の
ことだった。 
 それでも私は昭和三⼗⼀年渡⽶した。そして、やりたいことをやり、昭和四⼗年、⼗分に
好奇⼼の⾍を満⾜させて帰ってきた。体調はおかげ様でなんとかもちこたえた。 
 七⼗⼋歳の現在もふつうに⽼化の道を着々と進んではいるが、幸い⼿⾜と頭はまだ動く。 
 ただし⼗三年前に発症した狭⼼症とは否応なくきびしいつきあいをつづけている。発病
した時、「⼼臓が動脈硬化で病気になっている」と聞かされて、ア然とした。 
 ⼩さい時から⺟に、 
「あんたが肺炎から、からし熱湯と⽔の⾏⽔を浴びて助かったのは⼼臓がとても強かった
からだってお医者さんが⾔っていた」 
 聞かされていたので、⾃分はとくに⼼臓が強いのだと⼼から信じていたのである。 
 ないかの医者にそう⾔うとあっさりと、 
「⼼臓よりもずっと強⼒なストレスがつづいていたんでしょうな」 
 と⾔われてしまった。 
「狭⼼症というのは体内に病気の⼼臓という爆弾を抱えて暮らしているようなものですか
ら、決してムリをしないことです。病気の⼼臓に負担をかけない範囲の中で⽣活してくださ
い」 
 こんこんと医者からさとされた時、これはいつかどこかで聞いたことのあるせりふだな、
と気づいた。そういえば、⼩さかった頃からいいかげんの歳の⼤⼈になるまで、無理をしち
ゃだめ、熱が出ない範囲ならいいけどね、とくり返し⾔い聞かされた⽂句によく似ているで
はないか。 
 
 私の体調はめぐりめぐってまた、昔の「要注意体調」にもどっていったわけだが、改めて
⾝辺を⾒まわしてみると、そうなって当たり前のような状態になっていた。 
 アメリカから帰国後、⾜かけ⼗年間留守にしていた⽇本の変貌ぶりに、私の好奇⼼の⾍が
強烈にめざめてしまったのである。 
 ⾒まわして⽬に⼊るもの、⽿に聞こえてくるもの、ことごとく「なぜ？ どうして？」と
追いかけている中、答えを⾒つけるために塾を開き、本を書き、あちこちで⼈に意⾒を聞い
てもらい、そのうえ夫と⼆⼈の⼦供たちの⾯倒を⾒る、という多忙さからのストレスが原因
の⼀つになっていた。 
 今や私の暮らしは、いかにうまくやさしく好奇⼼の⾍をなだめ、だまして静かにさせるか、
ということが中⼼になってしまった感じである。「狭⼼症の⼼臓」という王様につかえる召
使いみたいで⼤いに気に⼊らない。だが、じっとしているのは退屈だ。 



 そこで、ペンをとることにした。 
 私の中のガムシャラ好奇⼼の⾍は、良くも悪くも私の⼈⽣をにぎやかにかきまわしてく
れたので、こぼれ話のタネはたくさんある。 
 今でも⽬をカッと⾒開いて起きあがってきそうな、その⾍をだましだましペンを⾛らせ
ているうちに、うまいこと寿命がつきて「ジ・エンド」にならぬものか？ 
 
 
第１章  初期の音 

 
 三歳からの⾜かけ⼗年、⽗がウラヂオストックの⽇本領事館の現地通訳だったので、領事
館の敷地内の職員住宅に住んでいた。領事館本館ビルの⼀隅に領事館で働くロシア⼈、中国
⼈、韓国⼈の運転⼿や、ボイラーマン、料理⼈その他の職種の⼈々が家族とともに住んでい
た。彼らの⼦供たちが私のもっとも親しかった幼なじみだった。 
 ⼦供たちは全部で７⼈，リーダーは９歳のロシア⼈の⼥の⼦、おとなしい弟６歳、妹４歳、
私も４歳。ほかに中国⼈の男の⼦５歳と弟３歳。韓国⼈とロシア⼈の混⾎の男の⼦４歳。⾔
葉はリーダーのロシア語が中⼼、それにチョコチョコっと中国語と韓国語がまざる。⽇本語
はなし。⼦供たちはそれで意思が通じていた。 
 ⼩学校の⼊学式の数⽇前に、両親は私がロシア語でしか数を数えられないことに気づき、
愕然となった。⼥中のマルシアが焼いたクッキーを、私の広げたハンカチにロシア語で数え
ながら置いてくれたのだった。 
 ⺟は仏壇に向かって⼿を合わせ「般若⼼経」を唱えるのが習慣だった。毎晩聞いているう
ちにすっかり覚えてしまった。何もできずに寝ているだけなので、ありとあらゆる⾳を⽿の
奥にため込んだ。 
 ソ連の兵⼠が移動するときは必ず夜半過ぎで、⻑い隊列を組んで⾏進していった。彼らは
更新の際には必ず合唱したのである。23 年後、シカゴで貧乏留学⽣をしていた時、中古レ
コード売り場で「ソビエト⾚軍合唱団」のロンドン公演を実況録⾳したレコードを⾒つけた。
視聴してみると、「カリンカ」「もみの⽊」「雪」が⽿の中によみがえった。 
 「⾳の蓄積」に最も貢献してくれたのは⺟だった。⺟が枕元で縫い物をひろげ、⼿を動か
しながらくちずさんでいた唄は、全部おぼえていた。 
 ⺟は幼い頃から⽇本の伝統芸能の稽古にはげんでいて、くちずさむものが、「⼩唄、⻑唄、
端唄、詩吟、⺠謡、筑前琵琶」と多岐にわたり、さらに、⽇本舞踊と剣舞の師範免状を持っ
ていた。 

4 歳も終わりの頃、私の強いたのみに負けて、筑前琵琶の 1 曲を演奏してくれた。⺟の声
がロシアオペラの歌⼿の声に似ていてすばらしかった。さらに筑前琵琶の⾳⾊にうっとり
となった。⺟は 8 歳から筑前琵琶を習いはじめ、25 歳で何かのコンテストで優勝し、師範
にもなっていた。私はさっそく、⾃分にも教えてくれと申し⼊れた。 



 「それはだめ！」と⺟は⾸をふった。 
 ⽗はなぜか「歌・舞・⾳・曲」つまり⽇本的芸能の種類がすべて⼤嫌いで、⺟と結婚す

るとき、「⼀切、⾳曲と舞踊をやってはならぬ」と命令したそうだ。 
 4 歳半だった私が、⼩学校に⼊学して最初の夏休みが来るまでの 1 年 8 カ⽉間、ためら

い迷う⺟をしんぼう強く説得しつづけた。⺟は正直な⼈で、禁じられていることを隠れて実
⾏することに強い恥の意識を持っていたので、説得はたやすくなかった。⽗に知れぬように
どうやってお稽古するかを⺟に教え、マルシアに頼んで⽗の不意の帰宅に備え、等々ありっ
たけの知恵を動員して、やっとのことでお稽古が実現した。 

⺟と私のお稽古は、5 年⽣でウラヂオストックを去るまでずっとつづいた。内容も、琵琶
歌、詩吟と範囲をひろげ、⺠謡、⼩唄、新内までうなるようになった。 
 
 
第 2 章  九十平とウメ 

 

九⼗平(つくへいと読む)とウメは、私の両親の名前である。 
 
九⼗平は徹底的な男尊⼥卑の信奉者で、「唯我独尊」が服を着ているみたいな⼈間であっ

た。 
「⼥は⽣まれつき愚かであるから、男が監督する必要がある」 
というのが⽗の信条で、わが家はすべて⽗が統治する独裁専制家庭であった。ヒトラーにく
らべると少々スケールは⼩さいが、⽗は常に⾃分の意図どおりにすべてを動かし、もしそれ
が通らなければ怒り狂って暴⼒をふるった。 
 私が 1 歳半の頃、⻭が⽣えそろいはじめたむずがゆさにめそめそ泣いていたら、いきな
り「泣くな！」と叫んで顔をなぐったそうだ。1 歳半の私は空中を⾶んでタンスにぶつかっ
て着地した。その打撲で⾸の⾻に異常が起き、私は 17 歳になるまで「うがい」が⾃⼒で出
来なかった。頭を後ろに傾けると⾸が頭を⽀えられずにバタンと体ごと倒れてしまうので
ある。しようがないので⺟がいつも背後から抱きかかえるように⽀えてくれていた。 
 ⽗のカンシャクの破裂の仕⽅に「すじみち」があんまり⾒られなかった。つまり、「こう
いうことをしたらなぐられる」という法則がはっきりしていなかったから、彼の独裁制の下
で 30 何カ条もあった「やってはならないきまり」は、⽗の機嫌次第でくるくる変わった。
そしてもっと悪いことに、⽗の暴⼒はカッとなってやるので、⾮⼒の相⼿にも⼿かげんは⼀
切なく、しかも相⼿が恐怖にかられて逃げようとしたり、悲鳴や泣き声をあげたり、涙をこ
ぼしたりすると、暴⼒は三倍ぐらいにはねあがるのだ。 
 結果として私と兄は、⼩学⽣の段階で、どんなに殴られても不動の姿勢をくずさず、涙⼀
滴こぼさず、沈黙の⽯のようにじっとしている⼦供に仕上がった。 
 



 ⺟ウメは明治 16 年福岡で⽣まれた。⺟の⽗は早くから薬屋に奉公し、やがて店を⼀軒持
ったことから、今⾵のチェーンストア式の薬局を数カ所、福岡市内に開いて成功を収めた⼈
物だった。⺟は七⼈兄妹の末っ⼦で、市内の本店で育った。 
⼩さい時から、踊り、⻑唄、筑前琵琶、詩吟を習い、裕福な娘時代を送っていたが、ある時
⼤失恋をして⼈⽣の転機を迎えた。 
 明治のその頃、⼤変に珍しくかつこんなだった「産婆」(助産婦)の国家試験合格をめざし
て猛烈な受験勉強を始めたのである。周囲の者たちが、よもやまさかと半信半疑でいた間に，
２年かけて⺟は合格した。 
「合格者が九州地区で千⼈くらいいたんじゃないかと思うけどね、その中で上位から３番
だったから、うれしかった。それに私の⽗さんが 10 番以内で合格したら、産婆を開業する
資⾦を出してやるゾ、と約束していてくれたからねェ」 
 ⺟は⽗の助けを借りて、28 歳で福岡市内で「産婆」を開業した。 
 それまでの歳をとった「産婆さん」のイメージとはガラリと異なった、年の若い「産婆さ
ん」は⼈気を呼び、⺟の仕事はたいへんに繁盛して⽗が⽤⽴てた⺟の開業資⾦も間もなく返
して、⺟はやがて⼥ながらに⼀⼾建ての家で仕事に邁進しはじめた。明治のその頃、⼥が⼀
⼈⽴ちで何か仕事をするというと「髪結いさん」しかなかった時代に、⺟はそれなりの教育
と訓練を受け、試験に合格した⼥性専⾨職だったのである。 
 ⽗は⺟の外出を極端に嫌い、「⼥は外に出るべきでない」と主張した。ウラヂオストック
の在留⽇本⼈社会では、⽇本⼈の医者はもちろん看護婦さえもいなかったから、助産婦の資
格を持つ⺟の存在は隠しても隠し通せるものではなく、あちこちから「来てくれ」とお呼び
がかかることが多かった。 
 ⽗はそれも禁⽌していたが、領事館の職員や、外交官の家族の問題になるとそう断るわけ
にもいかず、ときどき⺟は⿊い診察かばんをさげて出かけて⾏った。帰ってくると⽗ははは
にあたりちらした。 
 
私の⺟は、ウラヂオストック時代に 2 回、⽗の暴⼒とカンシャクに耐えかねて、離婚を覚悟
で逃げ出して、⽇本⼈会の役員に助けを求めた。誰もが逃げだすのが当然だと納得出来るケ
ースだったので、誰も仲裁に⼊らず⺟は着のみ着のままで⽇本⾏きの連絡船に乗るはずだ
った。ところが 2 回ともあきらめてもどってきた。原因は私だった。 
 最初は⼩学校に⼊ってすぐだった。私は⺟がいなくなるとすぐに下痢と嘔吐で⽔も薬も
吐きつづけ⾷物など全く受けつけず、夜も眠れず、ただ⼀⽇中、⽯のようにじっと丸くなっ
て寝ていた。２回⽬は 4 年⽣になっていたのだが、⾼熱で意識がもうろうとして何⼀つ記
憶になかった。 
 ⼥中のマルシアが看病していたが、彼⼥が困り果てて⽇本⼈会の世話役のだれかに訴え
たか、⽗があやまりに⾏ったのか、よく知らないがとにかく⺟は泣く泣くもどってきた。 
 昭和 17 年頃だった。以前から、聞いてみたくてしょうがなかった質問をある⽇ぶっつけ



てみた。 
「お⺟さんは産婆さんでちゃんと独⽴してやっていたのに、なぜまた、うちのお⽗さんのよ
うな暴⼒男と結婚したの？」 
 ⺟の答えは⼤変率直で正直だったが、私には⽣まれてはじめてと⾔っていいほどの社会
の⾚裸々な実態がそこで語られていた。 
 ⺟が⽗と結婚したのは 38 歳、結婚に際して、⽗の側からの要求は「産婆に限らずあらゆ
る仕事から⼿を引くこと」という⼀つの条件だけだった。 
「それにとっても感激してしまったものだから、ついほかのことをよく調べもせず承知し
てしまったのが、私の落ち度だった」 
「いったい何に感激したのヨ？」 
⺟の説明によると、明治から⼤正にかけての男社会で⼥が⼀⼈でしかるべき利潤を得て仕
事をしている、という姿は社会的に⾮常に不⾃然に受け取られ、別に本⼈はその必要を感じ
なくとも周囲がうるさく世話を焼き始めるのだそうだ。⾃ら希望する者、適当な知りあいを
紹介するもの等々、とにかく「婿⼊り希望者」が群がってやってくるようなありさまになっ
た。 
「私本⼈の意思とか⽣き⽅は関係ないのが男社会なのよ。男が決め、⼥のかせぎは男がとり、
男が楽をする社会なのよ。くやしいけれどそれが実社会だとわかった時、私はやめる決⼼を
したの。⼥房のかせぎを⽬的に結婚する男にロクな⼈はいないし、普通の男の⼈は仕事をや
めてくれ、というのが当たり前。うちの⽗さんはとくにきびしく仕事から⼿をひくことと、
⽗さんの⽉給の枠内で暮らすことを望んできたので、信頼出来そうだと思ったの」 
 
 
第 3 章  不協和音ブルース三代記 

 
 九⼗平の親や親せきの話で、英語と関係がないので省略 
 
 
第 4 章  ボルシチ語とみそ汁語 
 
 ⼤使館の庭で遊ぶときは、ロシア語、中国語、韓国語のごった煮のような⾔葉を使ってい
た。両親とは⽇本語で話すように気を付けるが、⾷べ物をはじめほとんどのものがロシア製
なので、ロシア語抜きとはならない。 

⼩学校では、帰国する⽇本⼈が増え、⽣徒が減って学校以外では顔を合わせることも少な
くなると、⼦供集団も、⾔語的にはバラバラになっていった。 

⼦供によっては、⽇常ロシア語だけで暮らしていて⽇本⼈学校に来た時だけ⽇本語にな
る⼦もいたしいろいろだったが、⼀つの共通点は、ときどきヘンな⾔葉になることだった。



そしてその「ヘン」状態が⾃分ではわからないのである。 
「ヘン」か、「ヘンでない」かを決めるのはいつも周囲の⼤⼈たちで、⾔葉をあれこれ直さ
れることが多かったが、⼦供同⼠の遊びではそんなことにかまっていられない。ヘンのまま
平気だった。それが後で重⼤問題になりかねないのだ。 
 ⼦供同⼠で遊ぶとき、つねに周囲に⼤⼈がいるかいないかチェックするくせをだれもが
本能的に持っていたように思う。⼦供たちだけでいると遠慮なく使いやすい⾔葉や感情を
むきだしに出来る⾔葉を使った。ロシア語ベースのボルシチに⽇本語の⾔葉を適当に放り
込んだものか、⽇本語ベースの味噌汁にロシア語のあれこれを混ぜたようなものか、これら
のどちらかであった。遊びながら、無我夢中でしゃべりまくる時、⼦供にとってもっとも使
いやすい⾔葉を並べると結果としてごちゃまぜボルシチ⾵になるのである。 
 しかし、このボルシチ後は、「⼆重⾔語(バイリンガル)」ではない。単なる合成語である。 
 
 ⼩学校⼀年⽣の頃の私は「⽇本ではこういう」「⽇本ではそんなふうに⾔わない」と⾔わ
れつづけてウンザリだった。 
 そういう私を最初にゆさぶったのは⼀年⽣の終わり頃、⽇本から転校してきた⼀⼈の男
の⼦だった。なぜだかわからないがその⼦とさっぱり話が通じなかったのである。私として
は普通の⽇本語でしゃべっているのに、男の⼦はポカンとしていた。 
「へえ！ わからないんだ！」 
 その時、私は驚いただけで深刻に考えなかった。 
 次のショックは 3 年⽣になってすぐの四⽉に⽇本からやってきた⼥の⼦だった。彼⼥が
何か話しかけるのだが、私にはわからないのである。 
 問い返すと彼⼥はぽかんとして私を⾒つめた。私も彼⼥を⽳のあくほど眺めながら困っ
て突っ⽴っていた。この⼦が理解出来るのは、⽇本⼈学校の先⽣だけのようであった。私は
真剣に考えこんだ。 
「両親や先⽣の⾔うとおりに⽇本語をもっと勉強しなければ、⽇本に帰ったとき困るかも
しれない……」 
 という、⽣まれてはじめての⽣の危機感を抱いたのである。 
 それまではただの好奇⼼で読んでいた、家じゅうの出版物をすべて再読しはじめた。私が
⼩学校三年⽣のアタマで考えついた⽇本語の勉強とは、ありとあらゆる本を読んで⽂字や
漢字を覚え、その意味を覚え、チェックすることだった。⽗が購⼊して本棚にならべていた
「明治・⼤正⽂学全集」「世界⽂学全集」「ロシア⽂学全集」や「世界童話名作集」なども次
から次に念⼊りに読み直した。当然意味の分からない⾔葉だらけで 1 ⾴の中に理解できる
⾔葉は⼀つしかない、という惨憺たる状況だった。そこから脱出できるまで 1，2 年かかっ
たが、なんとかその⽅法を⾃⼒で開発した。 
 しかし、これで⾝につくのは書き⾔葉である。話し⾔葉を習得できる相⼿はいなかった。 
 



昭和 12 年初め、⽗をあとに残して⼀⾜先に帰国した私たち⼀家が住みはじめたのは、福岡
県北部の寒村だった。私は村の⼦供と共に⼀時間歩いて⼩学校に通った。当時の⼦供たちは
歩くのが当然だった。中にはズックではなく藁ぞうりの⼦もいたし、⽊綿の筒袖の和服の⼦
もいた。 
 私のように、帽⼦、洋服、靴下、靴と、上から下まで洋装⼀式の⼥の⼦は⽬⽴つどころか
⽬ざわりに近かった。そしてその⼥の⼦が突然、⼤⼈の書いたような⽂章をしゃべりだすの
である。⽂章の中の単語も⼤⼈のもので、ときどき奇妙に⽂学的な描写にあふれているので
周囲の⼈々は最初ポカンとし、次に眉をしかめ、⾸をふった。 
 婉曲話法が全くできないのである。 
 
 昭和 50 年頃の秋だった。あるテレビ局が企画した対談の席で、お互い初対⾯のあいさつ
が終わるや否や、渡辺淳⼀⽒はにこにこしながら⾔った。 
「いやぁ中津さん、あなたの御本、とても⾯⽩かったですよ。しかし、それにしても⽇本語
がすばらしくお上⼿ですね」 
「え？」 
と私がきょとんとすると、 
「中津さんはとても⽇本語がお上⼿な外国⼈ですよねぇ」 
 その場に居あわせたメディアのスタッフも私も共に再びきょとんとしたが、渡辺⽒は相
変わらずおだやかな笑顔で説明をつづけた。それによると、 
「⽇本では、英語を勉強するのになぜか？ と誰も改めて考える必要もないほどその理由
がはっきりしている。⼊試や学歴や就職などがその理由だが、それからさらにつっこんで、
いったい⽇本⼈が何のために、どういう英語をやるのか？ という根源的な疑問を持つ⽇
本⼈は恐らくだれもいないし、その必要も感じないだろう。中津さんのように、こうした疑
問を持つ⼈は発想の根が外国にあるのではないか、と思う」 
 彼はにこにこしながら、改めて私を眺め、 
「̶―――だから、あなたを、⽇本語が上⼿な外国⼈だと考えるんですよ」 
 その対談の席で結局、何を話したのか、何もおぼえていない。ひたすら記憶にきざみこま
れたのは、渡辺⽒のにこにこ顔と、 
「⽇本⼈は決してなぜ英語をやるのか？ と考えない」 
「をれを、なぜか？ と聞いたあなたは外国⼈である」 
 という２つの彼の意⾒であった。 
 
 
  



第 5 章  メシの種 

 
 そもそもよく考えてみると、私と英語の出会いほど、メチャクチャなものはなかったよう
な気がする。いま記憶を掘りおこしてみても、その思いは変わらない。 
 私にとってロシア語は、それで育ったために⼼の根幹を⽀えるほど⾝近なものであった。 
 ⽇本語は、⽇本⼈としての⾃分を証明するために全⼒傾倒して学んだ。とくに戦争中のや
たら神がかりで何かもののけに憑かれたような⽇本語はすべてが意味不明だったが、とに
かく頭に必死で叩きこんだ。それが当然だった。 
 しかし、英語はそのうちのどれにもあてはまらなかった。強いて⾔えば、メシの種だった。
それだけだった。しかし、それが故に徹底して猛烈に勉強したような気がする。 
 昭和１４年に私は旧制⼥学校に⼊学したが、英語の授業ではアルファベット⽂字をおぼ
えただけで終わり、 
「英語は、憎き敵性語である！」 

という具合に⽬の敵にされっぱなしで、いつしか消え失せ、私の記憶からもすっぽりぬけ
てしまっていた。 

ところが、昭和 20 年 8 ⽉ 15 ⽇を境に、英語が占領軍と共に怒濤のごとく押寄せてきた
のである。 

⽇本の国⼟の津々浦々を⾛る、道路のほとんどに英語で書かれた標識がならび、鉄道・バ
スの駅、主要な建物(たとえば学校、幼稚園、役場 etc)にも英語の標識がくっついた。 

８⽉ 15 ⽇から 25 ⽇までの間は、敗戦の事実がまだ住⺠の間に知れわたっていなかった
し、⽶軍機の空爆も数機単位でまだ⾏われていた。その空爆がやんだと思ったら、今度は次
から次に、⼤暴⾵⾬だの本格的な台⾵などが襲ってきて、その対応に⼤あわてで、⼈々は占
領軍が上陸したら何をするのか、などと具体的に考える暇がなかった。 

まさかそれから３年後に、⾃分とは無縁と考えていた英語を使う仕事につき、給料をもら
って⾃⽴の⽣活をする、ということになろうとは、予想だにしていなかった。 

さらにその延⻑線上でアメリカに渡り、⾜かけ 10 年を暮らして昭和 40 年に帰国後は、
「英語発⾳訓練塾」を開いて 30 何年つづけるとは、さらにさらに想像を絶することだった。 

まったく、⼈⽣ってわからない。 
 
 昭和 22，3 年のある⽇、我が家に現⾦がとぼしくなったので、福岡市に職探しに出かけ
たが、街のほとんどは焼け野原だった。⼈通りもまばらで、まともな仕事はありそうもなか
った。歩きくたびれた私は、焼けおちた１軒の住宅のただ１本残った⽴派な⾨柱にもたれて
しゃがみこんで休憩していた。 
 しばらくじっとしていて、次に⽴ち上がった時、背中と⾨柱の間でかさこそ⾳がするので
ふりかえってみると、そまつな紙がそまつなひもで⾨柱にくくりつけられていた。 
 当時、紙はダイヤなみに貴重品だった。 



 紙不⾜で新聞も雑誌もなく教科書すら危なかった頃だから、 
「何、この紙？」 
 とていねいにひもから外して、しわを広げてみた。質がやたらに悪いワラ半紙に、薄い墨
汁で何か書いてあった。 
「電話交換要員急募」 
 というのが第⼀⾏で、それから⼗⾏ほど⾬ににじんだようにぼやけてわからない⽂字が
つづき、最後に和⽂タイプの⽂字で、「福岡電報電話局」とあった。 
 電話交換⼿の募集だ、ということはわかったが、当時電話そのものが普通の家庭にはなか
ったから、交換という仕事の内容がよくわからなかった。しかしキャバレーよりはいいのじ
ゃないかと⾃問⾃答した結果、私はそこからまっすぐ電話局に⾏ってみることにした。 
 ほかにも希望者がいて列を作っているものと想像していた私を驚かせたのは、ほかにだ
れもいなかったことである。 
「ヘンだな？」 
 と思う間もなく⾯接室に連れて⾏かれて、そこではじめて愕然となった。⾯接の相⼿が、
⻘い⽬の 40 歳ぐらいの⽶軍将校だったのである。遅まきながら、 
「これ、英語の交換⼿募集だったんだ！ 道理で応募者が少ないのだな」 
 とわかって次の瞬間、 
「私、英語なんかできないヨ！」 
 と叫びかけたがそのヒマもなく、温厚そうなおっさんは、私の⽬の前にアルファベットの
⽂字表をパッと広げて、 
「A」 
 と先に唱えた。そして私を指さし、 
「今度は君の番だ」 
 というゼスチュアをした。 
「A」 
 と私が叫ぶと⼤いに満⾜して、次に B、つぎに C と移ってゆき、とうとう終わりまで⾏
ってしまった。O を過ぎる頃には、私はロシア語の発⾳を思い出し、それほどドキドキもせ
ず⼤⼝あけて発⾳していた、 
 アルファベットの次は数を 1 から 10 まで⼤声で叫んだ。ロシア語発⾳でやるとどうして
も声が⼤きくなる。 
 最後にその⻘い⽬のおっさんはにこにこしながら、 
「声が⼤きくてはっきりしている。すばらしくいい声だ」 
 と、不思議なほど、誉めまくってくれた。 
「ウソじゃない？」 
 と半信半疑でポカンとしているうちに合格採⽤となり、さっそく現場に連れて⾏かれて
またまた愕然となった。 



 そこは市内の焼け残ったビルの中で、広い部屋に⼗数台の、旧タテ型の交換台がならび、
東洋系、⽩⼈系の男⼥とりまぜて⼗数⼈が働いていたが、部屋全体がグワ〜〜ンといううな
りのような⾳響を発していた。⼀分もたたぬうちにその「グワ〜〜ン」の正体が全部英語で
あるらしいと気づいて、私はまた、 
「英語出来ないんだよオ！」 
 と絶叫しかけたその⽮先に、 
「ハーイ」 
 と⽬の前に降ってわいたように出現した、むき卵に⽬⿐を描いたような美⼈が、 
「レッツゴー！」 
 と私の腕に⼿をかけて引っ張った。そのむき卵にひっぱられて、ビルの外に出て、正⾯の
⼤きな通りを横切って、向かい側の豪壮な旧⼤名屋敷が半分だけ焼け残ったような建物の
中に⼊っていった。 
「ユー、コンヤ、ここに泊まる。OK？」 
 むき卵嬢は英語と⽇本語の合成語で私にそう⾔った。 
「えっ？」 
 びっくり仰天した私を⾒て、彼⼥はちょっと考えてから、建物の奥に向かってなにやら叫
んだ。 
 それに応えて出てきたのは、中年の⽇本⼈の男⼥だった。 
「ああ、今⽇採⽤された⽅ですね」 
 と電話局の庶務課だというおっさんがあいさつしてくれて、次に、 
「今夜から泊まるってのはムリだね」 
 寮⺟さんだというおばさんがそう⾔った時は、私は安堵のあまり⼆⼈に抱きつきたくな
った。 
 ⼆⼈の説明によると、福岡電話局は占領軍関係の部署を「特別電話局」として、本局とは
別に事務を進めている、という。 
 交換要員としては、占領以来⽶軍の通信隊の兵⼠と、アメリカやカナダから昭和⼗五年か
ら⼗六年前半にかけて⽇本に帰国していた⽇系の⼆世や三世のグループが働いているが、
出来る限り⽇本⼈の交換⼿を⼊れて訓練して、⼀⼈前に仕込もうとしているところなのだ
そうだ。思ったより応募者が集まらないのは残念である、とおっさんがボソボソ⾔った。私
は内⼼、そりゃ英語に⾃信がないんだから当たり前で、私だって迷っているヨと⾔いかけた
が、おっさんが⾒せてくれた初任給の⾦額をたしかめたとたんに、 
「よし、働くぞ」 
 と決⼼した。この時から英語がメシの種となった。 
 家に帰れば⾦なんかない。だったら稼がなきゃあ、話にならないよ、と私は単純明快にそ
う思ったのである。 
 ⼆⼈の説明では交換業務は三交替制になっているので、市内に住んでいなければ通うの



は無理だそうだ。遠距離居住者は⼊寮することになっているから、今夜は帰宅して荷物をま
とめ、明⽇の午前中までに⼊寮⼿続きをすませ、午後はさっそく現場で働くことを申しわた
された。 
 帰宅途中の汽⾞の中や、駅から歩いていた間、私が何を考えていたのか、まったく何もお
ぼえていないが、その夜、両親に事の次第を告げた時の⼆⼈の驚愕の表情が忘れられない。 
 電話局要員であろうとなかろうと、当時世の中の⼈々からいやがられ、恐れられ、嫌われ
ていた占領軍の中で私が働くことに、両親は強い抵抗感と不安感をもったにちがいないが、
⼝に出さなかった。ただ、⺟は⼼配のあまり、次の⽇は私について寮の⽞関まで送ってきて
くれた。 
 ちょうど私たちが寮の⽞関に⼊って⾏った時、⽞関の間では壁に貼られたスケジュール
表をなかに四⼈の⼆世嬢たちが、つばを⾶ばして、激しい英語の議論をガンガンやっていた
ので、⺟はまた驚愕して、⼩さな声で私の⽿に、 
「⼤丈夫かい？」 
 とささやいた。 
「たいていこんなふうなんだから、⼤丈夫」 
 と私は笑った。 
 後ろをふり返りふり返り帰ってゆく⺟を⾒送っていると、だれかが私の肩を叩いた。ふり
返ると、昨⽇のむき卵嬢だった。 
「ユーのおかーさん？」 
 と奇妙な発⾳で聞いた。意味はわかるので、 
「うん」 
 とうなづくと、⾃分の顔を指さして、 
「おかーさん、オーイタケン」 
 と⾔った。少しずつ親しくなってみると、彼⼥はなかなかいい⼈間であった。ペギー・カ
トウという名前で、カナダのバンクーバー⽣まれの⼆世だという。 
 昼⾷後はさっそく現場で研修がはじまった。 
 はじまる前に、私に向かって、 
「英語はどのくらい出来るか？」 
「単語はいくつ知っているか？」 
 などとだれかがチェックするはずだと期待していたが、そんなことは⼀切なく、いきなり
ヘッドセット(イヤホーンとスピーカーがいっしょになったヤツ)をつけられて交換台に座
らされた。背後にはモニターセットをつけたペギーがぴたりと寄りそい、交換台に明りがつ
くと、明りの下の⼩さな⽳にジャッキを差し込み、キイを倒して、 
「フクオカ オペレイター」 

と名乗る。 
 相⼿がナントカカントカ、ペラペラっとしゃべるとペギーはサンキューと⾔ってどこか



へつなぐ。 
 そんなふうの作業の段取りとその途中にさしはさまれる英語を丸ごと暗記することをペ
ギーに要求された。説明ぬきである。しかし、ペギーに英語で説明されたところで私のほう
はお⼿上げだし、ペギーの⽇本語は三、四歳児並みでもっとわかりにくい。結局、作業⼿順
とせりふを、ベタおぼえする以外ないとお互いに理解しあった時点から、⼀対⼀の研修は軌
道にのった。 
 ペギーの教育は、YES と NO と、サンキューとホワイ？を私に叩きこむことからはじま
り、最後はビコーズ(なぜならば)という説明をすることに集中した。 
 研修第⼀⽇⽬は、戦争中の空爆をあちこち逃げまわっていた時の何千倍もの疲労でへと
へとになり、ペギーと共に寮に帰ってきてそのままベッドに倒れ込んだ。 
 翌朝はペギーから、 
「ヘイ ウエイカップ！」(起きてよ)！ 
 とゆさぶり起されて⾷堂にひっぱって⾏かれるまで夢も⾒ずに眠っていた。 
 こんな調⼦であっという間に⼆、三週間が経ち、やっと仕事の段取りがアタマに⼊って着
はじめた。職場はもちろんだが、寮に帰ってきても、カナダやアメリカからの⽇系帰国⼆世、
三世が絶対多数だったので、まわりは英語だらけで否応なく上達した。⽇系⼆世の彼⼥たち
は新しい交換⼿を⼆⼈か三⼈しこむことに成功すると、ウソかホントかもといた国に帰る
ことができる、ということで、みんなはヤタラ教えることに熱⼼だった。 
 ペギーと私の努⼒が運よく⼀致して、私の仕事能⼒はアップし、電話局からの最初の給料
ももらうことが出来て、「私の⼤事なメシのタネ」が確定したわけだが、しかし量の⼀室で
寝ころがって汚れた天井を⾒ていると⼼の底では「⼤丈夫かな？」という不安感が湧いてく
る。 
 
 
 
 
交換⼿の仕事はまず軌道にのったようだ。 
 
しかし、⾯接官についてアルファベットを読んだが、⾃分の⾳と⾯接官の⾳はかなり違った
ようだ。アルファベットの⾳を正しくしたい。 

 
アルファベットの⾳を習得したい。 
教えてくれる⼈はいないか。 
 
寮の談話室で、「アルファベット⾳を正確に覚えるべきだ」と話す⼈に出会う。 
局の専属通訳、ジェイムス・⼭城である。 



アメリカで農業に従事していた⽇系⼆世。⽇⽶開戦直前に帰国。 
 
⽣徒 8 ⼈を 4 ⼈ずつの 2 組に分けて授業開始。 
 
⽣徒は先⽣に向かって『A  B C 』と発⾳する。 
英語の⾳に聞こえれば OK。⾳がだめなら NO といって A からやり直し。 
初⽇は『A』の⾳だけで終わってしまった。 
 
昭和 24 年春から 25 年春まで 1 年間続いた。最後まで残ったのは私とヘレンという⼆世だ
った。6 歳で帰国したので英語に⾃信がなかったとのこと。 
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