１００年ぶりである。「漂巽紀畧」の
中に万次郎を読み解くキーワードが２
つある。１つは万次郎が書いた「漂巽
紀畧」の英語のタイトルの中の言葉。
もう１つは河田小龍が描いた捕鯨船の
船尾に書かれたラテン語の言葉だ。こ
の２つの
キーワー
ドから、
万次郎の
心情と海
外体験の
意味、そ
して現代
に通じる
万次郎の
メッセー
ジを知る
ことがで
きる。
小美濃清明歴史研究家：万次郎が帰
国して何を誰にどのような影響を与え
たのかを見てみたい。坂本龍馬はもち
ろん、多くの人々に「漂巽紀畧」によ
って世界の様子が伝えられた。
このあと、大津本とキューリン本の
違い、どの本が先に書かれたものか、
アメリカの州の数や名称の間違いなど
の違い等細かな表現についてパネリス
ト４人による討論が行われた。
（詳細は特別編参照）

永国淳哉相談役
この程本会が、山本一力先生に一書
お願いしたところ、「土佐人気質」と
書いて頂いた。会長はじめ幹部の皆さ
ん「会の宝物ができた」と大喜び。本
年の総会から、「漂巽紀畧」シンポジ
ウム、ジョン万サミットと三大イベン
トの間、正面に展示した。
その夜、「懇親会」でも、この書の
話がでた。「万次郎の話なら、“国際
人気質”じゃないか」と、いいはじめ
た。万次郎ファンが全国から集まって
いるのだ。
「一力先生は、万次郎の“土佐人気
質”を琉球上陸時のボート“アドベン
チャラー号”の話から始めています。
自然の中を生き抜いていく人間の“自
立”、そうした人間の度量のこと。そ
れを万次郎
（土佐人）
のような気質と、
言っています。」理屈が多く慎重な利
口な方たちより「やろう、やってみよ
うヨ、という人の方が、実際に実現さ
せてゆく、物作りをしていく。」
「そうし常に前向きな万次郎のような
“頼もしさ”のある人間を、一力先生
は
『土佐人』といっている・・・」と、
土佐酒に酔った“土佐人”の私は、い
い気持ちで喋っていた。

高知県立坂本龍馬記念館
『
『
「
「漂
漂巽
巽紀
紀畧
畧」
」
に
に見
見る
る万
万次
次郎
郎の
の世
世界
界展
展』
』５月 日～７月 日開催 一 力 先 生 の 書

19

三大イベントを開催
三大イベントを開催

18

全 国 の 万 次郎 ファン 百五 十 名以 上が 七 月十 三日 (土)国 民宿 舎桂 浜荘 に 集って 楽し んだ
「本 会 の 総会 」
「漂 巽紀 畧 シン ポジ ウ ム」
「 ジョン 万サ ミット 」
の 三 大イ ベン ト の後 、
夜 の「懇 親 会」

「漂巽紀畧展」シンポジウム

されている、住吉本はまだ研究が進ん
でなく稿本ではないかと言われてい
る。大津本はこれも稿本ではないかと
言われていたが昨年松岡家から寄託を
受け、この度のアメリカからのキュー
リン本の展示を機会に比較して見るこ
とができた。挿絵やスケッチなどには
ジョン万の直筆のサインと直筆ではな
いサインが混在している。この事から
大津本は下書きの写しではないかと考
えられる。
永国淳哉ジョン万研究家：「漂巽紀
畧」を知った頃、大津本・貴司本・住
吉本・キューリン本・フェアヘブン本・
穂之久爾本・宇高本などが知られてい
た。大津本が原本ではないかと言われ
た理由は、大津本の中に寅右衛門がハ
ワイで妻帯して家族がいることの記録
が発見された事であった。スケッチや
挿絵、地図な
どが沢山あっ
て万次郎の似
顔絵などは漫
画チックで非
常に面白い読
み物である。

北代淳二ジョン万研究家：私の役割
はキューリン本を高知に里帰りさせる
ことだった。昨年４月に高知新聞に連
載した『海を渡った
「漂巽紀畧」』にあ
るとおり、アメリカに渡ってから丁度

「漂巽紀畧」を英語で

E PLURIBUS UNUM

山本一力先生より色紙

山本一力先生

裸夷穴居之図

万次郎２７歳

シンポジウム/北代淳二パネリスト
「『漂巽紀略』に見る万次郎の世界展」
開催中に高知県立坂本龍馬記念館に協
力してシンポジウムを行った。
『漂巽紀略』は数あるジョン万漂流
記の中でも、原本が発見されていない
がその写本がいくつか残っている。昨
年寄託された「大津本」と、展示のた
め里帰りした、アメリカ・フィラデル
フィアのローゼンバック博物館図書館
に所蔵されている「キューリン本」に
ついて、４人のパネリストから比較研
究、評論が述べられた。
三浦夏樹坂本龍馬記念館学芸員：現
存する「漂巽紀畧」の写本は７件確認
万次郎のサイン

2013年９月
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ど．アメリカでも受け入れの素地が出
来つつある。

キュー リ ン 本 の 里 帰 り

『漂巽紀畧展』開催に思う
顧問

１９６６年に購入して以来、『漂巽
紀畧』をユニークなコレクションとし
て誇りにしているローゼンバック博物
館・図書館としては、それが「ローゼ
ンバック本」ではなく、未だに「キュ
ーリン本」と呼ばれることにいささか
不満のようだ。
それにしても、今回の“里帰り”に
はよく協力してくれた。特に、１９９
９年にローゼンバックで最初に「漂巽
紀畧展」を開いたときに担当学芸員だ
ったジュディ・ガストンさんが、担当
部長として“里帰り”の意義をよく理
解し、援助してくれたのは有難い。ガ
ストンさんは日米で今後も『漂巽紀畧』
の共同研究をしようと提案している。
実務面の対応では戸惑うことも多か
った。
和綴じ古文書４巻の
『漂巽紀畧』
を運搬するのに、フィラデルフィアと
高知の間を学芸員２人が付き添って往
復した。
また龍馬記念館での展示には、照明・
温度・湿度と細かい注文がつくのは当
然のこととして、４冊の写本をガラス
ケースの中に並べる時には、付き添っ
た２人の学芸員がゴム手袋をつけて取
り扱い、日本側の関係者には一切手を
ふれさせなかった。キューリン本が日
本の同類の古写本に比べて格段に保存
状態がよいのは、ローゼンバックのこ
のような扱いによ
るものだろう。
里帰りに際して
保険をかけるた
め、ローゼンバッ
クはアメリカの日
本古文書専門家に
改めてキューリン
本の資産価値を鑑
定させた。つけら
れた値段は２５万
ドルだった。
顧問：北代淳二

北代淳二

１９１２年、文化人類学者でブルッ
クリン博物館の学芸員だったスチュワ
ート・キューリンにより、東京の古書
展で偶然に発見された『漂巽紀畧』。
キューリン本と呼ばれるこの古写本の
里帰りが、やっと実現した。
『漂巽紀畧』が高知で書かれてから
今年で１６１年。この里帰りを一番喜
んでいるのは、万次郎と河田小龍に違
いない。
きっかけは高知市大津の松岡家所蔵
の『漂巽紀畧』大津本が、昨年夏に坂
本龍馬記念館に寄託されたことだっ
た。まるでキューリン本の里帰りを龍
馬が促したかのような出来事だった。
これを受けて特別展、「『漂巽紀畧』
に見る万次郎の世界」を企画した龍馬
記念館と、キューリン本の里帰りに協
力してくれたフィラデルフィアのロー
ゼンバック博物館・図書館に心から感
謝したい。
完成した『漂巽紀畧』の正本は、依
然として見つかっていない。大津本は
長く正本の下書きではないかと見られ
ていたが、キューリン本と比べてみる
と相違点が多く、キューリン本よりも
あとで書かれたと思われるふしもあ
る。『漂巽紀畧』の成立をめぐる謎は
まだまだ数多く残されている。
『漂巽紀畧』についての書誌学的な
研究も重要だが、それは万次郎という
人物の全体像を知るための史料の一部
にしか過ぎない。
グローバル時代の今、万次郎の生き
方への世の関心はますます高まってい
る。この際、『漂巽紀畧』の古写本や
派生本ばかりでなく、現存する万次郎
のあらゆる遺品や関連資料などを集め
た「特別展・万次郎のすべて」の開催
を提案したい。まず高知で開いてから
巡回展として各地を回り．アメリカで
も開いたらどうだろう。万次郎を描い
た青少年向けの小説が広く読まれるな

ローゼンバック学芸員来高歓迎会

ジョン万サミット

も帰港している。過去最大の修復作業
が進んでおり、来年夏には母港ニュー
ベッドフォードをはじめ、ニューポー
トやボストンへ来航する予定である。
昨年の土佐清水市での開催に続き、 での 年間、土佐藩下屋敷に住んだこ 万次郎さんは日本を離れていた１０年
「漂巽紀畧展」を機に本会主催で「ジ とから会が始まった。東京都江東区の 間のうち６年間を捕鯨船上で過ごし
ョン万サミット」を開催した。
北砂小学校敷地に記念プレートがあ た。彼のアメリカ体験を知るためには
１．開会宣言
る。講師を招いての年６回の定例研究 アメリカ捕鯨の歴史を学ばなければな
２．開会の挨拶
会や年報の発行などを行っている。毎 らず、そのためにモーガン号ほど貴重
土佐ジョン万会 会長 内田泰史 年 月 日の命日には「万次郎忌」と な資料は他にはない。（桜井敬人）
３．特別講演
して、
雑司ヶ谷に墓参し親睦をはかる。 ○ウエルカム・ジョン万会
「ハートオブサムライ」の著者ミネ
山内家第 代当主・当会特別顧問 最近、静岡・韮山の江川邸から、万次
山内豊功 氏
郎が咸臨丸で持ち帰ったカメラで撮っ ソタ州のマーギー・プロイスさんが翻
演題： 海
た写真が多数発見され、重要文化財に 訳本出版記念に土佐清水に来られた。
講演も２校で行った。そんな縁から、
代藩主、容堂と彼が重用した参政 指定されたという。 （幅 泰治）
吉田東洋は大海へこぎ出し、世界を相
○沖縄ジョン万次郎会
ＮＨＫなど報道機関で土佐清水市には
６月９日総会を開催し、土佐清水市 英語を話せる人がたくさんいると全国
手に貿易をするという理想・大望を持
っていた。そして、幕末・明治の土佐 から池道之助の子孫である鈴木典子様 的に話題となった。それはジョン万の
を見ると、海を渡り世界をみた土佐人 の話を聞く勉強会を行った。また、ジ 縁でニューベッドフォードとの姉妹都
がいかに多いか、そして、彼らが近代 ョン万上陸地点の糸満市から記念碑建 市交歓留学により大勢の学生たちが交
日本に与えた影響がいかに大きなもの 立の話もあり、資料も添付してあるの 流しているからである。最近特にジョ
で見ていただきたい。４月に発売した ン万かるたやジョン万絵本の売れ行き
であった・・・
（詳細は特別編参照）
「ジョン万次郎の歌～忘れはしない肝 も多くなってきて嬉しい悲鳴を上げて
４．各団体活動報告の
（田中裕美）
○国際草の根交流センター
心（ちむぐくる）～」のＣＤを、今か いる。
第 回日米草の根交流サミット「し ら流しますので、お買い求めいただき
○㈱ドリームワンフィルム
（名嘉真和彦）
ジョン万の生涯「
］
まね」大会が７月２日～８日の７日間、 宣伝願います。
○ジョンマン・ホイットフィールド の映画製作を企画している。
（＊３項）
オープニング・セレモニーは５年の歳
（佐藤秀明）
月をかけて御修造がととのわれた出雲 号の会
大阪ジョン万の会が 年前消滅して ５． 閉会の挨拶
北代淳二
大社で、それに続く地域分科会（ホー
ジョン万次郎は非常に不思議な力を
ムステイ・プログラム）は、雲南、浜 その後の活動が無いのが寂しいが。昨
田、隠岐など県内各地 ヶ所で開催さ 年土佐清水市のジョン万祭りに来てい 持っていると思う。こうして沖縄から
れた。（＊４項）
（平田 潔） た大阪市所有の帆船「あこがれ」が今 東京から日本各地から、多くの方が参
○「ホイットフィールド・万次郎友 年で廃船になることになりこれを保存 加したことは、万次郎が持つ人と人を
好記念館」協力の会
しようと活動したが断念せざるを得な 結びつける大
この会は万次郎がお世話になったホ くなり非常に残念である。ジョン万精 きな力を感じ
イットフィールド船長の家を、日本で 神を引き継ぎ高知と一緒に活動してま させる。この
行った募金により修復し、２００９年 いりたい。
（上野喜與之）
力で我々がこ
に「フレンドシップ・ハウス」として
○太地町歴史資料室学芸員
こに結ばれて
フェアヘーブンに寄贈した。その後日
ニューベッドフォード捕鯨博物館の いる。来年も
米草の根友好発祥の場所としてここを 顧問学芸員を兼務している。現存する この結びつき
訪れる人たちが年々増えているが、財 唯一の捕鯨帆船は、コネチカット州に を一層強くし
政難が続いており、日野原重明理事長 あるミスティック・シーポートが所蔵 て、第３回サ
を中心に、現地の運営団体を支援する するチャールズ・Ｗ・モーガン号のみ ミットが出来
活動を続けている。
である。ジョン・ハウランド号と同じ ることを期待
（北代淳二）
ヒルマン造船所で１８４１年に建造さ したい。
○ジョン万次郎 江東の会
れ、８０年後に引退するまで３７回に
（詳細は特
ジョン万次郎が明治２年から 年ま わたって捕鯨航海に従事した。函館に 別編参照）
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桂浜荘に於いて総会開催
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マシュー・ペリー氏
（ペリー提督子孫）

23

ジョン万次郎を

「ジョン万次郎」

山 本 一力著

出版祝賀会

24

永国寺キャンパスで講演

辿り着い
「室戸ジョン万ホール」
たアメリ
リニューアルオープン
大河ドラマに
カ本土、
平成 年５月 日より室戸市に滞在
ニューベ
昨年 月「ジョン万次郎ＮＨＫ大河
ッドフォ
型健康施設としてオープンした「ニュ ドラマ化実現高知県実行委員会」が名
ー ド 港
ーサンパレスむろと」。滞在型健康施 誉会長高知県知事尾﨑正直はじめ会長
に、ジョン・マンの雄叫びが
設として、アトピー性疾患、およびア 高知県商工会議所連合会会頭青木章
響き渡る。ハワイ、グアム、
レルギー性疾患の患者様や一般の方や 泰、等全国のジョン万次郎ゆかりの地
南氷洋、ブラジル、そして故
企業・団体の健康教室・研修施設とし が集まって発足した。
郷の土佐・万次郎は海を見つ
て利用されている。
大河ドラマ化へ、県内の商工会議所
め、唇を噛みしめる。仲間が
平成 年４月 日に併設のホールを が１月から始めた「１００万人署名」
待っている。いまはまだ帰れ
「室戸ジョン万ホール」としてリニュ 活動も全国的な広がりを目指し、ジョ
ない――。二年にわたる長き
ーアルした。ホールの名前の由来は、 ン万出身地の土佐清水商工会議所が３
［幾多の困難を乗り越え、
人間愛と教育 月から、ホームページ（ＨＰ）に電子 航海と、少年の成長。
に人生を注いだジョン万次郎］の名を 署名ページを開設、賛同を呼び掛けて
翻訳単行本
授かった。地域の皆様のイベントの他、 いる。関係者は「県人口を上回る署名
展示室では中濱万次郎に関する資料を を集めるには、全国的な協力が不可欠」 海を渡ったサムライ魂
はじめ、土佐の漁師のギャラリーなど、 とＰＲに懸命だ。
眼下に広がる太平洋に関した資料も展
署名をお願いします
示している。リニューアルオープン当
日は、土佐ジョン万会会長である内田
泰史・ジョン万ホール館長の挨拶で記
念式典が始まり、様々なイベントを行
い、室戸の方をはじめ、高知市からも
多くの人の参加もあり、大盛況の内に
式典は終了した。

８月 日（土）桂浜の坂本龍馬記念
館・地下２階講義室。午後 時半より
開催。 郷土史家の広谷喜十郎先生が
「土佐の海と中浜万次郎など」と題し
て講演。吉田東洋が河田小龍に命じて
万次郎から海外事情を聞き書きして
「漂巽紀略」を作成した。当時の土佐
藩政や人物へどう影響したのか・・・
などを学んだ。
主催「吉田東洋の会」

1

リー
ー来
来高
高！
！
ペリ

１６０年前、黒船で来航し
たペリー提督の子孫、マシュ
ー・ペリーさんが７月２日～
８日開催の「第 回日米草の
根交流サミット島根大会」か
ら、２年前の高知大会ホーム
ステイ先であった奈半利町訪
問のため来高した。
初日は高知県立大学永国寺キャンパ
スに於いて講演を行った。
日本を開国のきっかけとした「ペリ
ー来航」のアメリカ側の話を聞こうと
日奈半利町でも講演が行われた。

John Mung「望郷編」

マギー・プロイス著２０１０年に出
左記のＵＲＬ又は
土 佐 清 水 市 商 工 会 議 所 、土 佐 清 水 市
版した「ＨＥＡＲＴ ＯＦ Ａ ＳＡ
観光協会へ。
ＭＵＲＡＩ」が
h t t p : / / w w w . c c i w e b .or.jp/tosashimizu
/sign/
アメリカで子供
たちにヒット。
ジョン 万 次郎の生涯を映画化
昨年児童文学翻
[Manjiro]
訳の第一人者が
日本語に翻訳し
『ラスト・エンペラー』のエグゼクテ
ィブ・プロデューサーだったジョン・ て発売された。
デイリーが関心を示した脚本（神波史
男・松山賢二郎）が日米のキーマンが
相次いで亡くなったことで映画化が白
紙となっていた。㈱ドリームワンフィ 「ジョン万次郎」 永国淳哉編著
ルムが映画製作を企画し。その脚本を
（土）鯨人カフェに於いて
８月 日
ＮＰＯ高知龍馬の会が出版発売中。
最も見識のある研究者たちによって書
かれた“ジョン万次郎のすべて”の新
講演会
版出版祝賀会を開催した。
広谷喜十郎先生
万次郎を語る
「漂巽紀畧」の内容も、詳しく解説さ
れている。
著者でお元気な広谷喜十郎先生、永
国淳哉先生と（故）田中瀧冶先生の長
男・田中祥夫氏（本会副会長）を囲ん
で、“ジョン万次郎”の出版を祝い、
友達の輪をひろげようと、内田泰史会
長も、発起人代表として出席して挨拶
した。 島田和幸シェフ
（現代の名工、
高知県観光特使）が、“ジョン万”の
料理を作り盛り上がった。

12

24

14

総会へ飛び入り訪問
13

日は総会終了時に突然の訪問を受
け、昼食を共に歓談した。色紙にサイ
ンも頂き、これからの友好を誓った。
シンポジウムでは開講の冒頭に通訳
を介して「ペリー提督は日本に行く前
に日本人漂流民の話をニューベッドフ
ォードで聞いていた。ジョン万次郎は
日米友好のきっかけを作った偉大な人
物。」と挨拶した。

室戸ジョン万ホールオープニング

永国寺キャンパスでの講演
内田泰史会長と

48

第二回土佐ジョン万会総会
７月 日（土）
午後０時より国民宿舎
桂浜荘に於いて総会を開催した。
合併初年度の平成 年度事業報告・
決算報告に続き平成 年度事業計画
案・予算案がそれぞれ満場一致で可決
した。
○開会宣言
出席者及び委任状合計 名、正会員
名で半数以上の出席でこの総会が成
立した。
○会長挨拶
土佐ジョン万会総会の後「漂巽紀畧
の展示」に併せて、そのシンポジウム
と第二回ジョン万サミットの開催を予
定している。これからの土佐ジョン万
会活動も着実に進めて行きたいと思
う。ジョン万
の大河ドラマ
化の署名運動
が尾崎高知県
知事の名誉会
長となって活
発になってい
る。また、沖
縄にジョン万
上陸記念碑建
立についても
強力に推進す
る。海洋堂の
宮脇社長から
ジョン万のフ
ィギュアにつ
いて相談があった。既に 歳位までの
活動が制作されている。今後の活動に
も非常にいいことであると思うので協
力していきたい。
○議長選出に続き議事に入った。
１）一号議案 平成 年度事業報告
２）二号議案 平成 年度決算報告
３）三号議案 平成 年度事業計画
４）四号議案 平成 年度予算計画
事務局の説明、討論の後賛成多数に
より各議案を原案の通り可決し、閉会
した。
74
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明徳義塾中・高 等学校
第 回英語劇公 演

第 回日米草の根交流サミット

23

「しまね大会」

41回王子とこじき

29

40

沖縄上陸地点記念碑建立期成会
事務局長 和田達雄氏 来高

12

26

27

和田事務局長土佐清水市長を訪問

今年のジョン万祭りはフェアーヘブ
ンで、 月５日（土）
・６日
（日）、
開催さ
れる。交歓夕食
会・懇親昼食会
での交流や、ユ
ニタリアン教会
礼拝・「万次郎
トレイル」に沿
ってゆかりの地
（友好記念館・
ミリセント図書
館・船長のお墓
等）の訪問が予
定されている。

第 回ジョン万祭り
フェアーヘブンで開催

14

10

１２回ジョン万祭り

第 回は｢ジョン万次郎」

出雲大社でオープニング

期成会の活動状況は、糸満市役所か
今年の第 回日米草の根サミット ら建立に向けてのプロジェクトチーム
「しまね大会」開会式は、アメリカか ７名を発足し、第一回の検討会から毎
ら 名（うち全日程参加者 名）が参 月行ない、沖縄県の協力を取り付け、
加して、なんと、 年に一度の大遷宮 糸満市役所と一緒になって建立に向か
を終えたばかりの出雲大社・拝殿で開 って平成 度の補正予算化して平成
催された。
度に実行予算の予定で進めている。建
６月 日（金）午後６時より高知市
渡邉泰造
理事長に加え、出雲 立場所の保安林法の解除ができて建設
春野文化ホール・ピアステージに於い 大社宮司の千家尊祐氏（大会顧問）、 の許可が沖縄県より正式に許可が出来
て公演された。「中世ロンドンを舞台 県知事の溝口善兵衛氏（大会長）、出 て、全国への建立募金活動を行なって
とする物語。物乞いやスリが街をうろ 雲市長の長岡秀人氏などの大会関係者 行きたい。
つき、貴族たちは宮廷で踊りに興じる」 が挨拶。またアメリカ大使館首席公使 土 佐 清 水 市 長 を 訪 問
８月 日月（和田）
設定で、素晴らしい舞台を演じた。
のカート・トン氏、ペリー提督子孫の
達雄糸満市期成会
マシュー・ペリー氏らも祝辞を述べた。 事務局長は土佐清水市長を訪問。糸満
ともだちプロジェクトにより招かれ 市大度浜海岸ジ
たアメリカテキサス州カリスバーグの ョン万上陸地点
「 東 へ 西 へ 、故 里 が 一 番 」 中高生たちが、日本語でプレゼンテー に記念碑建立の
ションをした。出雲大社より霊験あら 期成会設立と今
たかなお品の数々もいただく。
後の運動につい
アメリカからのゲストたちは、７月 て協力を要請し
４日から７日にかけて県内 ヵ所（松 た。ジョン万の
江、安来、出雲、出雲 平田、雲南、 大河ドラマ化に
奥出雲、大田、江津、浜田、益田、隠 向けた署名活動
岐の島）それぞれの分科会へと別れ、 の名簿を提出し
地元との交流を楽しんだ。
共にお互いの協
力を約束した。

42

次回公演ポスター

次の第 回英語劇は、この秋いよい
よ「ジョン万次郎」
を取り上げる。「東
へ西へ、故里が一番」と題して、万次
郎の異文化の中での葛藤、母親にもう
一度会いたいと言う強い望郷の念、ハ
ワイの仲間たちとの再会がフィクショ
ンを交えて描かれている。ナレーショ
ンは、帰国後の万次郎と、龍馬の土佐
弁による掛合い、フラダンスやアメリ
カのフォークソングと盛沢山である。
Ｇ・バントック氏が長年暖めてきた
この題材を、明徳義塾創立 周年記念
として、満を持して公演をする。
日時： 月 日（金）ＰＭ６：００開演
場所：県民文化ホール（グリーン）
入場料：８００円（前売り５００円）
問合せ：０８８（８２８）６６８８

42

83

11

95

23

C
I
E

60

/

歌 舞 伎 に なっ た 万 次 郎

たい （岩）それは又なぜでござるな
（勇）さればでござる昨年以来夷国船
明治二十一年に市川左団次主演で、 渡来なして公義を初大小名はいふに及
新富座に於いて上演されていた。万次 ばず我々如き浪士すら事起こりなば日
本の勇を顕わし夷等に目を覚させてく
郎自身もこの芝居を見ていた。
れんものと公義の沙汰を待ち居りなれ
ば遊興らしく芸者なぞをまねかぬほう
がよくござる （新）相変わらず坂田
氏は石部金吉堅い堅い是程にもうさる
る故浦内氏コリャア御沙汰止みになら
れた方がよくござる （郡）堅いと申
せば先達てより当家で懇意にあいなり
し漂流人の万次郎は随分物堅い者と承
わりしがいまだ妻を取らぬ故か漁師な
どを致し居っては拝む事も出来ぬ様な
美しいアノお直を妾に致して当家へ預
け置くなどとは仕合な者でござるな
（新）漁師ふぜいが召し出され御普請
役などに出世致すので兎に角世間は穏
やかでござらぬて （岩）左様でござ
るコレおよし万次郎は度々お直に逢い
に参るであろうな （下女甲）四五日
お出でなられぬので御新造さんが御心
配なされてお出でござります
（勇）ご新造と呼ばせる上は内々妻に
取り極めたと見えまする （下女乙）
おっしゃるとおり内証は御新造さまで
ござりまする （新）何れへか里を頼
み婚姻致すと見えまするな （郡）そ
の万次郎の義について各方へ密かにお
話し申したく義がござる （岩）御談
じとござればその方たちは用事あらば
呼ぶほどに暫く次へ参って居れ
（下女両人）畏まりました（次号に続）

三幕目脚色ノ要領
某藩ノ浪士中濱万次郎ガ幕府ニ登庸
セラレシ‐及ビ林大学等ハ外夷ニ諛諂
スルノ奸吏ナリ彼等ヲ暗殺セント之ヲ
汐留某楼ニ談ズ万次郎ノ妾某此密談ヲ
立聞シテ良人ニ此由ヲ告ク同氏ハ却テ
刺客ヲ論破セント浪士ヲ追テ芝愛宕山
ニ赴ク等ノ‐ヲ演ス
登場人物左ノ如シ
中濱万次郎 吾川郡右エ門 阪田勇
次郎 船濱新吾 浦内岩雄 万次郎妾
於直
○三幕目 汐留船宿山崎屋二階の体
トここに浪士吾川郡右衛門及同志の
者をかたらひ酒莚の傍ら密談す
（郡右衛門）国元に居る内にも繁華な
所と承わりしが参って見れば聞きしに
勝る賑やかな事でござる （新吾）拙
者は長く当地に住居致し居るが他国と
違って膝元だけ此の賑わいは外にはご
ざらぬ （岩雄）亜米利加船が参って
より何となくさむしい様でござったが
馴れたせへか別に替わった所もない様
でござる （勇次郎）両三年目で御当
地へ参りましたが以前に替わらず賑や
かな事でござる新潟邊に参って居った
がなかなか江戸につづく所はござらぬ
て （郡）貴殿は先年当地へ参られた
事であると承わりしが拙者は当年初め
てゆへ不案内の義にござれば各方にお
引き廻しをお願い申す （新）仰せな
くともその御昵懇に致す上はいかよう
共お引き廻しを致すでござる （岩）
当地御案内かたがた金春或いは板新道
の芸者をお引き合わせ致そうかな
（下女甲）お馴染みの芸者衆をお掛け
なられませ （同乙）誰が宜しゅうご
ざりませうお名指しでござりまするか
（勇）浦内氏其の儀はお見合いを願い

七
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