
古 典 とともに現代を遊ぶ一島本回鶴子の:1?の世界

山本田鶴子氏の』をおllfりして、何[らず、随分とf'i沢な経験をさせて頂いたことがある。

問文学者であった父、紛れ敬二の寺;i:作mの表紙を 111館(-先生の il?で剣i るという~~である 。

閃鶴子氏の出lま、小llil古典の漢詩から折口信夫 『死才i-の，'Uや寺tJJ修司の現代和歌に捗る。

だがそれに劣らず、ヌj必仮名からJili新i体に至る日本のム，ljf!からも、様々な霊感をfびているo

ii'i少納言 『枕草子』の'diiJiをl断書rrに解釈し た、 B手紙(上似ての大作を伴見した記憶があ った。

存はあけぼの。 立 li夜。 秋 lまタ~~れ。 冬 l立つとめて。 日本で教合.を受けたほどの者ならば、

原典が成立して千年制uた今円でも、誰 もが臨時jしているi;1句が、軽妙に削っている。

これを平安時代初期jの物研の発:!.l'、降.俗、収槌、そ して冬のい';VJの初日 に対応させよう。

イ手は 『大荷物語Jrrj三ill(以物.ilU r住古物語』に ~::I部(を発し、 『部開物.iffJ に至る 1Æ~れ。

ぷは、いうまでもなく消少納げのライヴアルでもあった紫式的による 『源氏物語』の巻々。

秋は「後JUJ物語ni:J と 呼ぴ~r;1 わされる 『五，Hi:J r浜松JnJl'l'納，l"Jへと多彩に!艮1mする。

そして冬の早仰には、 HiJlý:流歌人の足跡を、み;院(~f従、羽 i校、周|坊内侍、加茂久.-e辿る。

そしてそれらを凶むように、まず山イtのやl'話の昭に lま れl{ ・l~.む』 を、 i1~iíII な筆の世に，lé し、

M:終巻には、日記文学をまとめたどきに 『とりかえばや物，l!fJの際情も渉んだ1:1旬そ配する。

そうした梢忽で/くどきのみ:作集を細むことなど、おそらくるう ー1.[と体験できないだろう。

装丁家の右r';';J，li之氏が、 11?体に応じ、季節に沿って、 {iYのif(ねにも巧みな色配りを見せた。

本の装丁と活字のタイポロジーと。両者の交符を、介イEする El?が訓11tしつつ!t'lrJlf，iしてゆく 。

乎3きの文字l主、生成の泌跡であり、発生途上の文憾であり、装飾であり、 記 l~.ーでもある。

一見判説不能とら見える形象は、記憶と照らし合わせると、おもむろに戸を伝え始める。

こ れら六巻の者作集に li 、 1-:要教場人物たちの名前を一立にj~べた戯れお:も遣されている 。

問鶴子師範の恨の下、彼ム-らをー闘の色紙11立てに挑えて国ける機会を官官かに羽1っている。
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Modern Play with the Classics: thcWorldofShimamotoTazuko' sCalligraphy 

I take great delight in the calligraphy of Shimamoto Tazuko， and it is a dream 10 h<lvC it gr<lce the 

covers of the collected works of my father， Kciji lnaga， a scholar of )apanese literature. 

Tazuko' s calligraphy spans works from classical Chinesc poems to Orikuchi Shinobu' s sook of 

the Dead and the modern waka poe町Iof Tcrayama Sh白ji.And no less is the inspiration it draws 

from )apanese c1assics since the time of Man' yOgana. 1 recall having viewed her standing 

screen masterpiece with its startling new interpretation of the opening passage of Sei 

Shonagon' s Pillow sook. ln spring， the dawn. Summer， the nights. Autumn， the evenings. 

And winter early morning. For anyone educated in )apan， this passage， committed to memory 

over a thousand years since it was written， dances graccfully along even today. 
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Lct lIS take this as a set corresponding to the early Heian germination of narrative tales， followcd 

by their mature growth， harvest， and then sunlight in winter' 5 early morn. Spring is a f10w 

emanating from the fountainhead of The Talc of Yamato， The Tale of UtsubO， and The Tale of 

SlImiyoshi， and stretching to The Tale of Ochikllbo. Needless to say summer would be the 

chapters of The Tale of Genji， written by Sei Shonagon' 5 rival Murasaki Shikibu. Autumn opens 

10 the varied works known as 'Late Period Tales: such as Nezame， Hamamatsu， and Tsulsumi 

Chonagon. And in thc wintcr morn we follow thc trail of women poets of thc cOllrt， Hon' in 

)ijO， Sagami， SlIO no Naishi， and Kamome目 Andncxt， as if cmbracing thesc， comcs Ihc black ink 

of powerful strokes for the Kojiki from the dawn o( ancient mythology， and covcring the final 

volume on diary literaturc are the scratchy strokcs of a passage from The Tale of Torikaebaya. 

The experience of editing a single author' 5 six-volllme collection based on such a concept will 

unlikely be duplicaled. sook designer Uzawa Yasuyuki has skillfully arranged the colors of the 

covers' wraps to correspond to the c<llligraphy and the seasons. Design of the book， typology of 

the letters: the calligraphy that intervenes betwecn their symphonic reverberations tempers the 

two and provides amplification. Handwritten lettcrs are imprints of creation， the process of 

becoming patterns， ornamentation， signs. What at first glance appear to be indecipherable 

shapes combine with memory and quietly begin to transmit voice. 

Included also is a playful poem composed of the names of the main characters who appear in the 

six-volume set. 1 surreptitiously aim for the chance to request a rendition of this in the hand of 

Master Calligrapher Shimamoto Tazuko・
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March 23， 2011 

Inlcmalional Rcscarch Ccnlcr (or }apan回 cStudics 

l'帆叩 JnagaShigemi 

(Translalcd by Thomas Rohlich) 




