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三保の松原より富士山を望む 

◆ １１月集会、委員会 

 期日：11月28日（日） 

 於： 赤城生涯学習館 教養室 A 

 委員会・集会を合同会合とする。 

  PM 1:00 ～2:00 

◆ 安全登山のための講習会 

 期日：11月28日（日） 

 於： 赤城生涯学習館 教養室 A 
  PM 2:00 ～5:00（委員会・集会終了後開始） 

◆ １２月集会、委員会 

 期日：12月26日（日） 

 於： 赤城生涯学習館 教養室 A 

 委員会：PM 1:00～、集会：PM2:30～ 

＜山行計画＞ 

1.  12月5日(日) 上野原 要害山 L 松井 

 集合: 8:30 中央線上野原駅 飯尾行バス停前 

 コース：上野原⇒尾続パス停→尾続山→コヤシロ 

     山→要害山→山神社→新井バス停⇒上野原 

 コースタイム：4時間程度 

 アクセス：JR中央線快速 新宿発6:54⇒ 

   JR中央本線・甲府行 高尾8:02発⇒上野原8:25 

2. 12月12日(日) 鐘撞堂山 L 延里 

  集合: 9:30  秩父鉄道「桜沢」駅前 

 コース：「桜沢」駅前→山崎山→鐘撞堂山 

      →高根山→正龍寺→善導寺→少林寺 

     →円良田湖→「波久礼」駅 

 コースタイム：3時間半程度 

 アクセス：JR湘南新宿ライン快速・籠原行き  

   池袋発7:44⇒熊谷8:48 秩父鉄道・三峰口行き

  9:00 発⇒「桜沢」駅 9:27着 

参加者：L久住、吉田、永澤、武田、成田、阪野、

小國、大須賀（お試し参加） 

 JR中央線高尾駅前バス停に集合。空は雲一つなく

快晴、射すような日射しである。バスに乗り、市街

地を通り、右手に多摩御陵の森のある大きな欅の並

木道を通り抜け、田園地帯の中を進み、八王子城跡

バス停に着く。 

 八王子城跡の管理棟前に城跡の案内掲示板があっ

た。この城は深沢山（城山）山頂に平地を作り、本

丸を置き、尾根上に曲輪をいくつも作った。谷に盛

土し館を作り、麓に城下町を作った。地図を見る

と、館を南北に挟むように北に本丸と曲輪が南にも

曲輪が設けられ、本丸の北にはさらに曲輪が並んで

いる。城山川に沿って清流の音を聞きながら進むと
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杉などの森通り抜け、曳橋に到着。立派で大きく、

とても戦闘のときに引き落とすなどできそうにな

い。渡ると野面積（のづらづみ）の石垣がある。野

面積は自然石をあまり加工することなく積み上げた

石垣であり、現在残っている城跡では珍しいもので

ある。階段を登り、虎口（こぐち、出入口）、から

御主殿跡に入る。礎石が多数並び、大きな建物で

あったことが分かる。庭園や池もあったとのことで

ある。 

 ガイダンス施設に行き、掘削調査の成果などを見

る。ベネチアグラス、アワビなども発掘されたとの

こと。この城は北条氏照が作り、氏照の居城であっ

た。氏照は勇猛果敢で北条家の家臣を動員し戦争に

明け暮れし、関東地域のほとんどを配下に収め、北

関東を残すのみというところまで戦を進めた人であ

る。なぜベネチアグラスが必要なのか、氏照のイ

メージが崩れた。この城は、豊臣秀吉の小田原征伐

のときに戦場となり落城し、守っていたものは戦死

し、女子供は御主殿の滝に身を投じ、氏照は切腹し

たとのことである。 

 管理棟横から八王子神社の鳥居が立ち参道でもあ

る登山道に入る。杉林の中の急な道を登って行く。

ところどころに平地があり、曲輪跡の表示がある。

柵門台に着く。広場がありベンチもあり、しばし休

憩した。さらに登ると左手に視界が開けた。八王子

の町、遠くに新宿の高層ビルが霞んで見え、スカイ

ツリーがかすかに見える。息をのむ美しさである。

さらに登り八王子神社の広場に出た。神社裏の足を

滑らせると下まで落ちそうな急な石段を登り、本丸

跡に到達。ここにも祠があった。ここで昼食とし

た。 

 永澤、吉田さんのコーヒーをいただき、久住さん

のアップルパイ、大須賀さんのパウンドケーキなど

をいただいた。2人組の登山者に加入のパンフレッ

トを渡し、入会を誘った。杉などの大木が茂り、見

晴らしは悪かった。 

 昼食の後、元来た道を柵門台まで下り、来た道と

は異なり北へ進んだ。人は入らないと見え、道は草

が覆い狭く、蜘蛛の巣などに悩まされた。麓まで降

り、森の中の平らな道になったところで、清竜寺滝

への分岐があり、見に行くこととした。川に出て川

沿いに岩だらけの道

を登って行くと2段の

滝があった。しばし

陰イオンの中で休ん

だ。分岐点まで引き

返し、再びなだらか

な登山道を下り、町

を通り抜け、陣馬街

道に出た。ここの松

竹バス停からバスに

乗る予定であった

が、出会った夫人に

聞くと美山通りまで

歩き、そこのバス停

なら待たなくてすぐに乗れるとのこと。美山通りの

川原宿大橋バス停まで歩き、バスで高尾駅まで行き

解散とした。 

                 （記 小國） 

＜コースタイム＞ 

高尾駅8:30集合。8:35バス発⇒8:45八王子城跡バス

停着下車→9:00管理事務所→9:20城跡→10:00ガイダ

ンス→10:15登山道→11:00見晴らし台→11:20八王子

神社→11:25深沢山山頂 (標高445m八王子城山)～

12:15出発→13:00清竜寺滝分岐→13:20清竜寺滝→

14:10陣馬街道→14:23バス乗車⇒14:40高尾駅着 

参加者:  

コース １ 1号路 L窪田、川目、谷口、宇田川、 

 高橋(好)、矢口、室澤 

コース ２ 琵琶滝 L永澤、瀧澤、小國、武田、 

 高倉、*薄、*谷口(喜) 

コース ３ 稲荷山 L吉田、廣瀬、後藤 

 山行報告 山行回数 No.5734 

 〇 2021.10.17（日） 雨 

 100周年記念集中親睦山行 高尾山         

          ＝係 窪田＝ 
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コース ４ 蛇滝 L久住、久住(三)、田村(正)、 

 三浦(良)、延里、田村(め)、松井 (合計24名) 

 ようやく創立100周年記念山行のスタートを切るこ

とが出来ました。当初、5月に予定した、この山行を

新型コロナ感染拡大により中止し、9月19日(日)開催

することで、ご案内を行いましたが、東京都の緊急事

態宣言が9月12日(日)から30日(木)まで延長となり残

念ながら延期しました。このため、今回ご都合により

参加出来なかった皆様には大変申し訳ないと思いま

す。 

 さて、4コースから24名が集合時間の11時半までに

元気に余裕を持って山頂に集まりました。しかし、出

発時からの雨が強くなり昼食場所をどこにするかいろ

いろ思案しましたが、山頂にある東屋の空くのを待っ

て席を確保し落ち着つきました。 

 親睦行事として鍋、コンロを準備し豚汁やお汁粉等

を作りたいところですが、新型コロナ感染のリスクを 

考慮して止めにしました。しかし、なんとか全員で同

じ物を食べて100周年を祝いたいと思い予約注文弁当

を購入しました。 

 最年長の川目さんから100周年のお祝いのご挨拶を

いただいた後、みんなで「創立100周年おめでとう御

座います」と唱和し和やかに会食することが出来まし

た。 

 また、各コースのリーダーから参加会員に「創立

100周年」「東京アルコウ会」「1921年」の文字と会

徽がプリントされた記念旗が渡されました。これから

の山行にはリックサック等に取付け、100年の山歴を

持った東京アルコウ会の会員であることを誇りに思っ

て歩いてもらえれば幸いです。 

 帰りは全員1号路からケーブルカーで下山。希望者

は高尾山口駅となりの温泉に入り濡れた体を温めまし

た。10月3日(日)の八王子城跡ハイキングで知合った

薄陽一さん、谷口喜一さんが今日の山行に参加され入

浴後に東京アルコウ会の入会を決め記念山行に花を添

えました。これから先、楽しく安全に山に登ってもら

う事をお願いします。 

 今後、創立100周年の行事として3回の記念山行、来

年3月6日(日)に日本教育会館喜山クラブで記念集会を

開催しますので会員の皆さんと創立100周年を盛大に

お祝いしたいと思います。      （記 窪田） 

【コース別報告】 

＜コース 1＞ 1号路（ｹｰﾌﾞﾙｶｰ使用） 

① （記 川目） 

 朝6時10分に家を出て、南大塚駅6時36分発で腰の

曲がったジイサンがのそのそ歩き1/3のスピードで

雨の中頂上まで行けるか心配で途中で終りになるの

ではと思ったりして。 

 高尾山口に着して8時25分に5人が辨当を取りにい

く。9時には各班ごとに集まり皆笑顔で楽しそう。 

ケーブルカー清滝駅発 9時20分⇒ケーブルカー高尾

山駅着 9時40分 

 代表様が先頭でのそのそと歩き出す。 

雨が強いので歩きにくい。女坂を上り休憩、並木通

り、薬王院着10時10分で休憩。 

 階段を登り山頂に10時40分着。 予定通り着い

た。やれやれここまで来た。 

 ビジターセンターで休憩し、東屋で昼食と決め

る。雨の為人が少ない。 

 皆同じ辨当で賑やかに食べる。11時50分位に終わ

り、記念寫真を撮る。東京アルコウ会の100周年で

記念旗も配る。全員で24名。  

 12時15分に帰りの途につく。雨がいくらか小降り

となってきたがあまり休憩も無く、ケーブルカーに

て高尾山口駅に午後2時頃着く。雨も止んで明るく

なってきた。 

 皆温泉に入って、皆で１パイやって楽しいだろう

なと思う。 

 私事ですが、皆様にご心配をおかけして申し訳あ

りませんでした。 
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 ②（記 室澤） 

 記念山行は小雨決行で始まり、集合の高尾山口駅

ではしっかりとした雨に。「ケーブルカー組」は、

当初１時間程待つことを覚悟でしたが、雨が幸いし

てかスムーズに乗れ、登山口に予定より早く到着し

ました。 

 立ち並ぶ童子像や、樹齢450年の「たこ杉」など

の樹々を通り抜け、薬王院をゆっくり参拝すること

が出来ました。大木の下は葉の雫で雨宿りどころで

はありませんで、薬王院のわずかな庇で雨を凌ぎな

がら山頂へ。会員の長老さんも一歩一歩の足取り

は、長年登山のベテランの域を感じさせます。 

合流の山頂でも昼近いのに小降りの様子も無く、

やっと東屋で全員座り、色彩きれいなお弁当を頂く

が寒さも増し（このころ都心は14℃台）、薄いダウ

ンを着込みました。 

代表や最年長者の挨拶・・・記念の旗も配られ、混

み合う東屋を後に下山に至ります。杉並木が多く、

いやしのフィトンチッドは十分に浴びることが出来

たよう？ 

冷えた身体に温泉の温もりは、今日の山行に感謝で

す。帰りの車窓遠くの雲間から夕焼けが。 

（皮肉にも）明日は晴れるかな!! 

 

＜コース ２＞ 琵琶滝コース→山頂 

（記 高倉） 

 当日はスタート時からレインウエアを着こみ、傘

をさしての山行となりました。 

 琵琶滝コース（6号路）は森と水コースと言われ

るだけあって、涼やかな沢沿いを緑とマイナスイオ

ン、そして秋雨を満喫しながら足元に気を付けなが

らゆっくりと進みます。途中、「硯石（SUZURI 
ROCK）」と書かれた粘板岩の横を通りましたが、こ

れは昔、高尾山が海底にあったことを示すものとの

ことです。 

 最後の木の階段を上がりきると山頂に到達、雨の

中うまい具合に一つの東屋に全員集合でき、お弁当

を頂きました。永澤リーダーにはコース2参加者全

員の弁当を担いで頂いて、大変申し訳ありません！ 

また私個人的なことですが、東京アルコウ会に昨年

入会したものの、コロナ禍もあって今回初めて団体

活動に参加できた上、立派な100周年記念旗も頂い

てとても感激しています。 

 次回は本格的に気温が下がった高尾山の紅葉を楽

しみたいと思っています。 

  

＜コース３＞ 稲荷山コース→山頂 

（記 後藤） 

 100周年記念高尾山山行おめでとうございまし

た。 

 9月に計画されましたが、雨天のため延期とな

り、とても楽しみにしていました。 

さて、当日は、天気を心配しましたが、あいにくの

雨になってしまいました。しかし、高尾山口駅で

は、初めてお目にかかる方も沢山いらして、早速雨

具を準備している様子を見て、雨にも負けない心意

気を感じました。 

 私は、高尾山を登るコースの中では、山登りっぽ

い稲荷山コースが好きで4コースの中から迷わず選

択しました。登り始めると、思っていた通り、あち

こちに水溜りがあり、登山道を塞ぎ、何処を歩けば

よいか探しながら歩く程でした。靴の中も濡れなが

ら最後の急な200段ぐらいの階段を登り、何とか山

頂に到着。屋根のあるビジターセンダーで少し休

息。屋根のあるところでの休憩は、とてもありがた

いと心から感じました。近くの東屋風の休憩所で昼

食。普段混んでいる高尾山もさすがに人はまばら
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(かなり雨が降っているにもかかわらず人がいるこ

とに驚きました)。 

アルコウ会で日々活動されてきた先輩の方々が雨の

中を参加され、一緒の空間を持つことができたこと

に大変嬉しく思いました。 

また、100周年高尾山記念山行を早くから企画立案

されている中、予想できないコロナが発生し、様々

安全にできる試行錯誤をされ準備されてきた運営委

員会の方々とてもありがとうございました。 

 

＜コース ４＞ 蛇滝コース→山頂 

（記 松井） 

 心配していた雨はなかなか止まず、雨の登山にな

りました。 

 高尾駅北口から小仏行きのバスに10分くらい乗車

し、しばらく舗装された坂道が続きました。蛇滝と

いう行をする滝の脇の石段を登ると山道になってい

ました。 

 雨合羽を着ているので暑くて、痩せてしまうので

はないかしら・・・というくらい汗だくになりまし

た。急な斜面で、山道はくねくねと曲がっていまし

た。（九折あるそうです。） 

時々下に見える景色は、霧で真っ白。雲の上を登っ

てきたようでした。 

 ２号路と合流し、霞台に到着。薬王院を経由して

山頂に到着。 

山頂の屋根付きのベンチとテーブルで皆さんと美味

しくお弁当をいただきました。 

 お弁当の頃には、身体が冷えて寒かったです。山

での体温調節は難しいですね。 

 今回も、皆さんのお元気で楽しそうなお顔がとて

も印象に残る素敵な山行でした。 

参加者：L 吉田、窪田、廣瀬、小國、永澤、阪野、  

 久住、成田、延里、田村(め)、瀧澤、宍戸、        

 三浦(良）、武田、谷口(喜）、薄、後藤、 

 田村（正）、宮澤（お試し参加） （合計19名） 

 曇りから小雨の天気予報がずれて、幸いにも天気

に恵まれた秋の日曜日でした。 

 この日は参加者が19名で、リーダー曰く「滅多に

ない大人数の山行」となりましたが、皆さんそれぞ

れ楽しんだ様子でした。 

 武蔵五日市駅前発7時55分のバスに乗車し、都民

の森までノンストップで50分余りかかりました。山

道はうねうねと曲がり、窓越しに見える紅葉を楽し

みながらも長い時間でした。 

 さて、数名ずつで４つの班編成でそれぞれ準備体

操してから出発です。 

 9時26分にスタートし、早速土産物店の脇から急

坂が始まり心拍数が上がってきました。 

 スタート地点の標高は約1,000mで、15分程度登る

と身体が慣れてきた感触となって5分休憩、その後

20分程登ると鞘口峠です。そこで10時過ぎに1,142m
地点、10分休憩を取りました。 

 ここから少し急な登りが始まりました。大人数の

長い列で山行となっていましたので、途中で何度も

他の登山者や下山者をやり過ごしながら登りました

が、ブナや朴葉などの落葉と紅葉、遠くに見える奥

多摩湖などを青空の下でたっぷりと楽しむ事ができ

ました。60分程かけて約300mを登り切ると、標高

1,432m辺りで平坦なブナの尾根路になりました。 

 尾根路などを辿って60分程のち、山頂手前の展望

台(1,527.５m）に立ち寄り、遠くを見晴しました。

快晴とまではいかない見晴らしでしたが、遠くを望

むのには良いところでした。 

 展望台から途中に「東峰1527.6m (三角点)」「中

央峰1,531ｍ」を通り越して集合写真を撮影した「三

頭山(西峰)1,524.5m」に到着しました。ブナの尾根

路から三頭山(西峰）までの所要時間は60分程で、

到達時間は12時2分でした。 

 昼食には、それぞれの班でお湯を沸かしコーヒー

がふるまわれました。登頂場所の気温は5度前後と

 山行報告 山行回数 No.5735 

 〇 2021.11.7（日） 晴れ 

 三頭山           

       ＝係 吉田＝ 
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のことでしたので、心身共に温まりました。お世話

をしてくださった各班のリーダーに感謝です。山頂

は他の登山者も多く賑わっていましたが、私たちは

総勢で記念撮影を無事終えて、下山の途につきまし

た。 

 下山のスピードはとても早かったです。50分程で

地中のムシカリ峠を通り越し、300mを下って休

憩、20分程で三頭大滝展望台ポイントに寄りまし

た。ここからは、ウッドチップが敷かれた歩きやす

い平坦な路となり相当早歩きをしました。帰りのバ

スの時間を気にしながらも丁度間に合う時間に到着

する事ができました。 

 手元の登山アプリによれば、登山のペースは標準

タイムの90〜110％だったようです。 

 登りは遅く、降りは結構早いペースとなりまし

た。 

 感染状況が好転している今、久しぶりの山行に参

加でき、多くの会員にお会いできてとても嬉しく思

いました。山は晩秋に移るところでしたが、どんな

時にも自然は変わらず私たちを迎えてくれました。

幸せなひと時でした。        

                 （記 宍戸） 

＜コースタイム＞ 

9:26 出発→9:42 小休憩5分→10:03 鞘口峠休憩10分    

→12:02 登頂・昼食休憩41分～12:42下山開始→12:58 
ムシカリ峠通過→13:35 休憩6分→14:28 到着 

 

近頃、昆虫への関心が再燃し、昆虫関連の本を読ん

でいる。「虫屋」の作家、北杜夫が著した「どくと

るマンボウ昆虫記」を読んでいて、日本には棲息し

ない糞転がし「スカベラはエジプトを発祥地とす

る。南仏に分布していて、ファーブルの『昆虫記』

を彩った。同族のものは朝鮮にもいる。また、台湾

にも近似の玉を転がす種類が棲んでいる。」という

一節を見つけた瞬間、済州島の牧場で見つけた一頭

の甲虫がスカベラに酷似していたのではないか、と

いうことを思い出した。牧場で一緒に獲ったダイコ

クコガネはカブトムシのように堂々としていたので

写真に撮ったが、2センチ程のその甲虫は拙速な細

密画が残っているだけである。素人目にはスカベラ

そっくりであるが、確かめようがないままである。 

 糞転がしスカベラといえば、ファーブルの「昆虫

記」第一巻の冒頭と第五巻に観察記録が載ってい

る。古代エジプトでは、死からの復活と不死の象徴

の聖なる虫として神格化されていた。その時代から

約5000年間、聖なる虫を科学的に観察したのは

ファーブルが初めてだという。ファーブルは40年以

上の長きにわたってスカベラを研究対象にしてき

た。 

 早速、「ファーブル昆虫記」(注1)を読もうとした

が、10巻という浩瀚の書物に、たじろいでしまって

代わりに手にしたのは、虫屋の仏文学者奥本大三郎

が訳した「ファーブル驚異の博物図鑑」である。 

 「種の起源」を読んだことがなくても、著者ダー

ウインの名前はほぼ誰でも知っている。実は、フラ

ンス人ジャン=アンリ・ファーブル(1823年～1915
年)とイギリス人チャールズ・ロバート・ダーウイン

(1809年～1882年)は、生年に14年の差があったが、

同時代を生き交流があったという。両者には境涯や

学問の立場上対照的なところがあった。 

 ダーウインの父親は裕福な医師で、母親はイギリ

ス産業革命時に陶器で早々に成功を収めたジョサイ

ア・ウエッジウッド(注2)の娘である。ダーウインは

22歳の時、ビーグル号に乗船して世界一周する5年
間の調査航海をし、帰国後「ビーグル号航海記」を

出版した。父親の援助でロンドン近くの大地主とし

て独立し、研究に励んだ。ダーウインがビーグル号

に乗船し赤道直下の孤立したガラパゴス諸島の島々

に寄った際、ほぼ同一のフィンチ(小鳥)が十数種い

ることに気付き、各鳥によって頭や嘴が僅かずつ異

なっているのに注目したのが、進化論着想に繋がっ

たという。1859年に「種の起源」を出版、その中で

自然選択説を「有利な変異は保存(選択)され、不利

な変異は排除(淘汰)される。」過程と定義し、長い

時間をかけて自然が選択を行なっているとした。 

 ファーブルはダーウインとある意味で対蹠的な

境涯にあった。南仏の貧しい百姓の子として産ま

れて、7歳まで「生涯に一度も本を開いたことが

なかった」祖父母に育てられ、その後、父親の仕

事が長続きせず一家は引っ越しを繰り返した。

ファーブルは孜孜として勉学に努めた。数学、物

理の学士号をとり、小学校、高等中学校の教師と

なった。それでも収入は金持ちの馬丁の給料より

少なかったという。32歳でソルボンヌ大学の博士

随想 

 山に親しみ山に想う  (42) 

 －糞転がし、ファーブルとダーウイン－   

              (記 岡本) 
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号を取得し、その後40代に多くの小本を出版、漸

く印税収入で十分に暮らせるようになり、1870年
に教員を辞職した。その後、1879年56歳でアルマ

スに理想の土地を見つけて引越した。この時に

「40年間というもの、私は一歩も譲らず貧困と

闘ってきた。そうしてあれほど欲しかった研究の

場が到頭手に入った。誰にも邪魔されず、時間の

半分を虫の観察に費やし、残り半分を本の執筆に

充てられるようになった。」と述懐している。ア

ルマスに引っ越した1879年に、引っ越し前の時期

に行った観察をまとめた「昆虫記」第1巻を出版

し、その後、ほぼ3年毎に1冊の割で10巻(1907年)

まで出版した。内容は観察研究した虫の生態は勿

論だが、自伝風の物語が織り込まれた体裁になっ

ている。1915年92歳の長寿を全うした。 

 ダーウインが学説論争の学界の方を向き、

ファーブルは虫の生態観察のため腰を屈めて地面

に向いていた。ダーウインがファーブル宛に様々

な実験を依頼した手紙が残っており、2人の間に

ある意味で親交があったものの、生い立ち、研究

分野、方法論の差もあって、見解の違いがあっ

た。ファーブルはダーウインに「尊大な人間の科

学よ、もっと謙虚になるがいい。」との感情を

持っていたという。バッサリ切って言えば、進化

論対創造論の対立とも言えるものだった。 

 ファーブルは狩バチの観察に基づいて、本能は

種の発生から元々備わったものと考えた。狩バチ

の狩のための精密で的確な行動が何千年も手探り

するように進化を続け、自然選択により到達でき

たとは到底考えられず、たとえ、この概念(創造

論)が説明できないものだとしても、こうした行

動は種が発生した時点で完成していたはずだと主

張する。本能の能力は進化で得たものではなく、

神に授けられた知恵だとしている。1882年にダー

ウインが亡くなった後、反論してくれる好敵手を

失ったファーブルは、進化論批判を続けていく

が、それが科学者としての彼の名声を傷つける結

果ともなった。 

 ファーブルはスカベラの生態について口を極め

てその美しさを描写している。スカベラは獣の糞

を集め、糞の下に潜って中肢と後肢を使って巧妙

に糞球を形造る。後肢を糞球に懸けて後ずさりし

ながら巣穴に運び、何日もかけて糞を食べたり、

また球を美しい梨型の梨球を形造る。この梨球に

「ああ！突如輝きわたる真理の聖なる喜びよ。こ

れに比べることのできるような喜びが他にあるだ

ろうか！」と驚嘆し、梨球に産みつけられた卵が

孵化した幼虫について「肥り、脂ぎっている。汚

い原料がつやつやと健康的で象牙のように白くス

レートのような青みを帯びた、一点の汚れもない

でっぷりした幼虫に姿を変えるのだ。」と叙述し

ている。脱皮した蛹についても「昆虫の世界にお

いて簡素な美しさの点では、皮を脱いだばかりの

この柔らかな蛹に匹敵するものはほとんどあるま

い。」と梨球、幼虫、蛹を褒めちぎっている。満

腔の感情を一気に横溢させうる感性の持ち主、

ファーブルだからこそ、生涯生態観察に執着し10
巻の昆虫記を世に送り出し得たと思う。 

(了) 

(注1) ファーブル昆虫記 日本初のファーブル昆

虫記の翻訳者は、無政府主義活動家大杉栄(1885
年～1923年)で、1922年に第1巻が出版された。大

杉は獄死し、後を継いだ5人によって1936年に完

成した。絶大な人気を博した。現在まで全巻の邦

訳は六つある。 

(注2) ジョサイア・ウエッジウッド「英国陶工の

父」と呼ばれ、1759年現在も世界最大級の陶器メー

カーであるウエッジウッド社を創立した人物。 
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   イブ・カンブフォール著、奥本大三郎訳、 

   エクスナレッジ(株)2016年刊 

＊「ビーグル号航海記」 
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