前文
すっかり国際都市になった東京。街には
外国人観光客があふれ、留学生もどんどん
増えています。大学院で学び東京で生活す
る私たち（日本人男子2人、中国人留学生女
子２人）が、都心や近郊でほっと息抜き出
来るスポットを、外国からいらっしゃる方々
にご紹介しましょう。東京が好きになり
（ＦＡＮ）、楽しんでもらえる（ＦＵＮ）
情報紙。それが「ＦＡＮ ＦＵＮ 東京」です。
ミシュランで3つ星を獲得した高尾山から、
アニメオタク・ドラマオタク必見の聖地巡
礼、江戸時代からの伝統を受け継ぐ染物の
体験教室、本と芸術の街・神保町まで、コ
アでディープな東京にどうぞ、どっぷり浸
かってください。

～東京にも最高の自然、高尾山に行こう～
「秋だ～やはり紅葉を見たい」と友人。

は260万を超え、「世界一登山客の多

はリフトを使って高尾山駅まで辿るこ

「どこに行けば？」

い山」の名を誇る。フランス語版のミ

ともできる。景色を楽しむには一番と
思い、片道480円のリフトにした。40

「高尾山がミシュランの三つ星に入っ
たそうだよ」と私。

シュランガイドもヨーロッパで発行さ

「じゃ、天気がよかったら、高尾山に

れているから、外国人観光客にも知ら
れるスポットになった。

行こう」

[エコーリフトを楽しむ]

新宿駅から京王線に乗って高尾口駅
まで１時間ぐらい。電車のなかの半分

高尾山口駅に降り立つと、いよいよ

分並んで待ったが、リフトに乗り込む
とすごくわくわくした。リフトからは
周辺の山々の美しい紅葉が一望できる。
[吊り橋コースで自然を満喫]

以上は都心からの登山者とおぼしき人々。

山登りの旅が始まる。まず目に入った
のは高尾山の商店街。名物は焼き団子

スニーカーはもちろん、登山杖までも

や酒まんじゅうなどお菓子がメインだ

ると、１号路「表参道カース」と３号
路「カツラ林コース」、４号路「吊り

用意する人がいる。東京都八王子市に
ある標高599メートルの高尾山は、200

が、体力満々の私たちにとっては、ま
だもったいない。歩き続けると、清滝

人とも橋に興味があるから、森と動物

8年にミシュランガイドにより、三つ

駅に着いた。ゆっくり山頂までハイキ

星の観光地に輝いた。年間の登山者数

ングをするほか、ケーブルカーあるい

リフトから降り、サル園を通り過ぎ

橋コース」の分かれ道に到着した。二
がテーマとなった４号路を選んだ。４
（最終面に続く）
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ある街角の物語～神保町編～
多くの書店や出版社が存在し、「本
の街」として知られる神保町。駅か
ら少し歩いたところには旧作邦画を

されるように、世間がほめるものも、
ちゃんと見方を変えて批評することを
ポリシーにしています。さらにはマイ

専門に上映する「神保町シアター」

ナーな、インディペンデント(自主映

などの映画館もあり、本以外にも、
さまざまな文化を堪能できる街とし

画)の小さい作品なども積極的に取り

て名高い。今回はその街角にある老

上げていることや、誰もが知っている
人ではなく、あまり知られていない人

舗の映画雑誌、『映画芸術』の編集
部を訪れた。若手ながらもさまざま

ても言えると思います。

でも追悼特集をやるということについ

な仕事をこなす編集部員、石井達也
さん(写真)に、『映画芸術』という

―石井さんは、編集部でどのような役

雑誌の魅力、また神保町という街と
のつながりについて話を伺った。

割を担っていらっしゃるのでしょうか。
そういう流れで3年が経ちました。
編集長の荒井から受けた命を忠実にこ

―まず、「映画芸術」という雑誌の概
要について教えてください。
簡単に言いますと、脚本家・荒井晴彦
(日本アカデミー賞優秀脚本賞、毎日

なす役割です。また、自分から企画立

―その3年間の中で、自身何が変わら

案をすることもあります。「こういう
ことをやったら面白いだろう」とか。

れたと思いますか。

それは他の映画雑誌の特集とも比較し

荒井さんは気難しい人というイメージ
があったので、最初はびびってうまく

つつではありますけれど。

やり取りができなかったんですけど、

映画コンクール脚本賞など受賞多数)
が編集長を務める映画批評雑誌です。

―どういった経緯で、映画芸術で働か
れるようになったのですか。

荒井さん以外にも監督とか評論家とか、

―映画雑誌といってもさまざまな種類
があると思うのですが、「映画芸術」
はその中で、どのような特色があると
思われますか。
たとえば、映画雑誌の中でも有名な
「キネマ旬報」が作品の紹介を中心と

3年がたって、ようやく普通に話せる
ようになったことが大きいですね(笑)。

土田環という、日本映画大学で准教授
を務めている映画研究者がいるんです
が、その先生と出会ったことがきっか
けですね。土田さんの紹介で、「山形
国際ドキュメンタリー映画祭」という
日本で最大規模のドキュメンタリー映

しているのに対して、「映画芸術」は
監督や脚本家など、作り手に重心を置

画祭で、上映作などの紹介記事を編集

いていることがありますね。また、批

する機会を得られたんです。そこにや
りがいを見出して、「編集」という仕

著名人の方とやりとりするのはすごく
緊張していたんですけど、いまは仕事
として、引け目を感じることなく依頼
ができるようになったことは大きな財
産と思います。あとは映画の見方です
ね。『映画芸術』は映画を通して社会
を見る、ということを大切にしていて、
僕は以前は画面がどうとか、基本的に

特定の作品について大っぴらに批判す
るということはまずありませんが、映

事をもっとやりたいなあと。そんな時

は美学的な観点から映画を見ることが
中心だったんですけど、脚本とか思想

に、映画芸術という雑誌に人が足りな

とかを考える方に、だんだんシフトし

芸は「年間映画ワーストテン」に象徴

いから、お前こないかと声がかかって。

ていったのではないかと思います。

評のあり方について。キネ旬の場合、
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―神保町は岩波ホールとか、古書店街
とか、いわゆる文化的な施設が充実し
た街という印象がありますが、結構そ
ういう施設は利用されたりするのでしょ

神保町イチオシスポット
○キッチンジロー

○岩波ホール

うか。

首都圏に24 店舗を
構える、創業50 年

1968年にオープンした、日本のミニシ

はい。矢口書店(映画・演劇専門の古
書店)にも行きますし、神保町シアター

を誇る老舗の洋食

アターの草分けとされる映画館。欧米
の名作だけではなく、アジア・アフリ

店。神保町はその

カといった商業ベースに乗りにくい、

も行きます。ここでは資料が欲しい時

発祥の地である。
メニューが多彩で、かつボリューム満

かつ芸術性の高い作品を上映すること

も、近くの古書店に行けばたくさんあ
るので、仕事でも息抜きでも、すごく
助かっていると思います。また、書評
欄で取り上げる本を近くの出版社が扱っ

点の食事を提供することから、サラリー

に定評がある。1つの作品を2ヶ月周期
で上映する、じっくりとした館風。

マンを中心に人気が高い。店内は落ち
着いた雰囲気。個人的なおすすめはハ

○東京堂書店

ていたりすることもあるので、直接受
け取りに行ったりとかもありますね

ンバーグ定食。

蔵書のレパートリー
に定評のある書店

(笑)。

○キッチン南海
早稲田にも店舗があるため、早大生に

＆ブックカフェ。
1Fから3Fまで、そ
れぞれ「未来」

―このあたりだと、どちらでご飯を食

もなじみの人が多いかも。回転率が高

べられるんですか。

いためあまりゆっくりはしていられな

「活動」「思考」と異なったコンセプ

いが、しょうが焼き定食やカツカレー
など、胃をたっぷりと満たしてくれる

トが存在し、その世界観に沿った数々

キッチンジローや、キッチン南海など
ですね。すずらん通りで食べることが

メニューに定評あり。神保町でも「行

多いかなと思います。

列トップクラス」を誇る人気店。

―神保町という街の魅力は何だと思い
ますか。

○神保町シアター

単純に、歩いていて楽しいことが大き
い。僕自身が本好きということもある
んですけど、いつ歩いていても本が目
に入る。神保町には100軒以上の古書

の書籍を堪能できる。リピーターには
ポイントカード加入もおすすめ。

昔の映画を上映す
る、いわゆる名画
座。上映されるの

若林良
(わかばやしりょう)

は「旧作邦画のみ」
だが、歌謡もの、怪談もの、文芸もの
と、幅広いレパートリーの映画を堪能

●出身地＝神奈川県横浜市

でき、また弁士つきの無声映画の上映

店がありますので、ちょっとルートを
変えるだけで新たな発見がある。それ

も定期的に行っている。「他ではみら

●趣味＝映画鑑賞、将棋観戦
●好きな食べ物＝丼もの(特にカツ丼)

がこの街の、大きな魅力だと思ってい

れない映画」がここにはある。

●好きなタレント＝広瀬すず

ます。

●将来の夢＝印税生活
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アニメ編

る人たちを惹きこんでいく。
こんなに綺麗な風景は現実にあるかと
思ってしまう。それが実際に存在するのだ。
ABOUT THE MOVIE
観客動員数が2300 万人越えという『千
と 千尋の 神隠し』は日本国内の 映画興
行成績における歴代トップの記録を打ち
立て、2015 年でもトップの座を維持して
いる。日本国内で日本アカデミー賞を受
賞するだけでなく、海外の好評を博してい
る。さらに、第52 回ベルリン国際映画祭

千と千尋の神隠し
一番忘れないアニメ映画は何か。私な
らと聞かれると、「千と千尋の神隠し」と
即座に答える！
2007年に日本公開された「千と千尋
の神隠し」は、すぐ世界中でヒットした。不
思議な神様たちが住んでいる町、それぞ
れのサイドストーリーを見たくなるくらい個
性的なキャラクター達、魅力的な世界観、
はまたまセンセーショナルな音楽など、す
べてがこのアニメの魅力だと言える。
その中、一番印象的なのは、不思議な
町並み。さまざまな和風な建物が並んで
いる画面は、なんと美しいことか。西洋童
話とは違う東洋のこの物語は静かに、観

で、金熊賞を獲得した。
ABOUT THE STORY
小学生の千尋は、両親と引越し先へ行く

～聖地巡礼～

千とカオナシが乗っていた電車・江戸東京たてもの
園にある都電7514型

－江戸東京たてもの園の魅力－
途中、森の中の奇妙なトンネルをくぐる時、
無人の街に迷いこむ。そこは怪物のよう
な姿の八百万の神々が住む、人間が来

江戸東京たてもの園は、失われていく
江戸・東京の歴史的な建物を移築保存し
展示するために、設置された野外博物館

てはいけない世界だった。食べ物屋で無

である。この博物館は東京都小金井市の

断で食事をした千尋の両親は豚にされて

都立小金井公園にある。
江戸東京たてもの園において、高い文化

しまい、彼女自身も消えそうになるが、千
尋はこの世界に住む少年ハクに助けられ
る。両親を人間に戻す、その世界から抜け
出すため、千尋は未知の旅に立つ。

的価値があり ながら現地保存が困難と
なった江戸時代から昭和初期までの30
棟の建造物を移築復元し展示しておる。
開園20 周年となる2013 年（平成25 年）

－モデルとなった場所・観光スポット－
場所：江戸東京たてもの園・武蔵小金井
駅(写真：左上)
①武重・子宝湯(写真：左の上)
②千尋たちが寝止まりしていた部屋・高
橋是清邸の二階 (写真：左の下)
③釜爺の仕事場にあった薬草箱・武居三
省堂内部(写真：右)
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3 月に最後の1 棟となるドイツ建築家デ・
ラランデの邸の移築復元が完成した。

ドラマ編

中で、様々な挫折を味わい、女性差別を
経験していている。そして、男社会におけ
る不平等と戦いながら、彼女たちは自分

問題のあるレストラン

の価値を認め、生きる勇気が出た。
男女平等を求める女性たちに支持さ

男女平等の時代に、アジアでは、男性

れた「問題の ある レストラン」は中国でも

が主導権を持つ男社会がまだ盛んだ。女

人気だった。中国のある動画サイトで、微

性蔑視にムカツク私はアジアに属する日
本が男女同権を意識していないと感じて

博（ウ ェ イ ボー）でホットな話題になっ た
「問題のあるレストラン」のアクセス量は3

いるが、日本でも男女平等をテーマにした

314.6 万、コメント数は4.3 万件を超えた。

ドラマがあった。それは「問題のあるレスト
ラン」。

るだけでなく、食べに来る人の 悩みを解

彼女たちが屋上でレストランをやってい

真木よう子主演『問題のあるレストラン』
は、2015 年1 月15 日から3 月19日ま
で毎週木曜日22:00〜22:54 に、フジテレ
ビ系の「木曜劇場」枠で放送された日本

－モデルとなった場所・観光スポット－
場所：東京渋谷区神宮前

のテレビドラマである。
2015年1月放送される前から評判を
呼び、第一回の視聴率は11％を超えた。

①ライバルの男性たちが経営するレストラ
ン・「シンフォニック」東京都渋谷区神宮前

これは女性の生活をリアルに反映してい

5-11-8(写真：中)

るところだ。これらの人物たちは、人生の
決することもある。このドラマからいろい

②原宿・街頭/原宿系の女の子(写真：右

ろなたいへん啓発される「出会いにドキド

上)

キしたり、言葉や心が通ったり、すれ違っ
たり する の を楽し むため」と いう言葉は

－原宿ロケ地の魅力－
ドラマのロケ地は東京のファッション地

今までも心に残っている。原宿でのロケ

帯の一つの原宿にあり、原宿系のファッ

地を通りかかると、パッと思い出して、改
めて感動で胸がいっぱいになる。

ションが好きな人々が見逃さない楽しめ
る場所である。

こんなに素晴らしい作品、こんなに人
気なドラマに出会うため、ここで紹介した
い！

程嘉伊
(てい・かい)

ABOUT THE DRAMA
本ドラマは、男社会において理不尽な
目に遭った主人公のたまこ（真木）が、各
自の問題を抱えた女性達とゲイによるビ

たまこと友達が経営するビストロレストラン ・「ビストロ
フー」東京都渋谷区神宮前5-12-10

○出身地＝中国・武漢市

ストロレストラン「ビストロ・フー」を立ち上

○趣味＝バスケット
○好きな食べ物＝お肉

げ、ライバルの男性たちに勝負を挑む「女
性応援コメディ」としているドラマである。

○好きなタレント＝f(x)のクリスタル
○将来の夢＝世界の美食を食べること
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東京染小紋～水とともに生きる～
2020年東京オリンピック開催に沸き立つ東京。今からおよそ50年
前、同じ街で戦後復興を世界にアピールする祭典が行われていた。
目まぐるしく移り変わる都市の内部では、失われたものも、失われ
なかったものもある。伝統を守り、未来へ繋ぐためにそこにはどの
ような想いがあるのか。今回は古き良き面影を残す江戸の川を辿り
ながら、実際に「肌で触れ、感じる東京」の姿をご案内しよう。
富田染工芸
都電荒川線を面影橋駅で降り、早稲

何十枚もの型紙を重ねあわせることに

田方面に神田川沿いを歩くと、古風な

よって鮮やかな模様の表現に成功した。
主に高級着物として利用される江戸

長屋を見つけた。かわいい猫がお出迎

の染物だが、富田染工芸では、モダン

えしてくれたのは、この地で染色業を
営む富田染工芸である。【写真下】

にアレンジしたネクタイやスカーフな

富田家は元々京都に居を構えた職人

どにも挑戦し、伝統文化を馴染み深い
ものにするよう尽力している。海外か

だったが、江戸時代に初代が浅草に場
所を移し、その後、大正3年（1924年）

ジアから、ヨーロッパ、中東などから

に高田馬場へと移動した。当時江戸は、

も観光客が見学に訪れている。

らの関心も高く、中国や台湾などのア

およそ2世紀もの間保存されてきた型紙

京都、金沢と並んで染物の一大産地だっ
た。本工房で扱う東京染小紋と江戸更
紗の起源は、室町時代にまで遡る。筆

東京染小紋

型紙が保存され、今も利用されている。

で色を付ける「手染め」から、型紙を

東京染小紋の技法が確立した江戸時
代、武士の礼服である裃（かみしも）

利用した「型染め」の技法が江戸で採

に紋様が使われるようになった。家柄

大きな要素である。染色に使う色糊は
2種類あり、生地に色をつけるための

用されたことによって大きく発展する。
東京染小紋は1枚の型紙で染め上げる

や格を紋様によって区別し、参勤交代

地色糊（じいろのり）と、紋様の色と

の際にはこれらを着用して将軍に謁見
したという。紋様の形や大きさは、

なる目色糊（めいろのり）とがある。

ことで紋様を出す。一方、江戸更紗は

「型付け」で使用する型紙の彫刻によっ

糊の成分は餅粉や澱粉で、これに顔料
を合わせたものを色糊として使う。色

て決まるが、その時、大紋・中紋・小

味にレシピのようなものはなく、目指

紋のうち小紋が採用されたことが、東
京染小紋と呼ばれるものの発祥である。

す色合いを表現するために試し染めを
しながら微調整し、練り上げていくと

型紙は、三重県鈴鹿市白子町で生産
される「伊勢型紙」が伝統的に有名で
ある。当時の白子は、徳川御三家のひ
とつである紀州藩の領内で、小紋の柄

6

色味も染色の出来映えを決定づける

いうから、根気の要る作業である。

実際に体験してみた
工程は大きく下の通りである。

を管理するために職人が集められてい

①型紙の彫刻（デザインを型紙職人

た。染色職人にとっても型紙は最も大
きな財産で、今も棚には12万枚もの

に依頼。美濃和紙を数枚貼りあわせ渋
柿の汁に浸したのち、漆を塗って使用

型付けの工程は慎重かつ大胆な仕事だ

写真提供：ミツカン水の文化センター

水との共存

ができなくなった。今では水質もかな

染色には良質な水が欠かせない。江
戸時代、染色は神田や浅草などで盛ん

そ再開はさらに難しい状況にある。だ

だった。ところが明治期に入り、川が
汚れるにつれ、それを避けるように多

（型紙に目色糊を乗せ、ヘラで慣らし
て色を付ける）→④地色染め（しごき）
（地色糊を均等にならし、生地同士が
付かないようにおがくずをまぶしてロー
ラーにかける）→⑤蒸し（色を定着さ
せるために15分から30分ほど蒸す）
→⑥水洗い→⑦乾燥（乾ききれば完成）
私も「型付け」の工程を体験させて
もらった。【写真上】生地の上に型紙
を乗せ、目色糊をへらを使い撫でつけ
ていく。すると型紙のくりぬかれた部
分だけが染め上がる。教わりながら慎

色にとって必要だったのかもしれない。

しかし川の汚染はさらに進み、東京

享受してきた私たちの歴史そのもので
ある。原風景が見られないのは少し寂

オリンピックに備えて都では「河川汚
濁防止条例」が制定され、染色の重要

難しい。最後の方で安心して力が入り
すぎ、色が濃く入ってしまった。なん
でもこの「染め」が完璧に出来るよう
になるには最低10年かかるそうだ。
後日出来上がった作品が届いた。な
んとなくそれっぽく見えるのだが、鮮
やかな文様には相当な技術と経験がつ
め込まれているということを実感する。
【写真右】

「洗い」の作業が難しくなった。それ
以来、ポンプで汲み上げる地下水を主
に利用しながら、雨水を溜めたり水を

染色は、川に寄り添い、その恵みを

しい気もする。都市の発展が暮らしを
豊かにした一方で、破壊された自然と
ともに伝統も失われつつある。その伝
統を守るためには多大な苦労があると
いうことを心に留めておきたい。

再利用したりするなど、徹底的に水の
節約を図っている。水道水は染物の色
合いや生地の質感を損なわせるので使
えず、加えて排水処理に膨大な下水道
料金がかかるということも染色にとっ
ては頭の痛い問題だ。
5 代 目を継ぐ富田 篤さん（ 6 7 ） も

★富田染工芸
（東京染ものがたり博物館）
TEL：03-3987-0701
FAX：03-3980-2519
〒169-0051：新宿区西早稲田3-6-14

「水は私どもにとってなくてはならな

アクセス：都電荒川線「面影橋」駅下車
徒歩2 分／JR山手線・西武線・東西線

いもの」と語る。その昔、多くの場所

「高田馬場」駅下車徒歩15分

で行われた「洗い」の光景は、高田馬
場に限らず全国的にほとんど見ること
出来栄えには少し悔いも残った…

重に進めたが、力の入れ加減が非常に

が一方で、工房が氾濫によって被害を
被ったこともあるから、川の整備は染

くの職人が腰を据えたのが、神田川の
清流でもあった高田馬場周辺である。

な工程であり、町の風物詩でもあった
→②色糊の調整（糊と顔料を合わせ、
加熱しながら練り上げる）→③型付け

り改善されたが、綺麗になったからこ

佐久間太郎
さくまたろう
○出身＝千葉県
○趣味＝古本収集・映画鑑賞
○好きな食べ物＝居酒屋メニュー
○好きなタレント＝水川あさみ
○将来の夢＝日本の100名城制覇
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（フロントページから続く）
号路は人工的な階段がほとんどなく、純
粋な山道である。道が狭くて、降りる人
と出会ったら、一方が立ち止まって待つ
しかない。滑りやすいが、多くの木の根
が地表から露出し、天然の階段になって
いる（写真：左上）。時々立ち止まって、

ているが、参拝に来る外国人も少なく
ない。お寺の絵馬掛け所を見ると、さ
まざまな外国語で書いた絵馬がぶら下
がっている（写真：真ん中の4コマ）。
ブラジル、シンガポール、ベドナム、
中国など、異国の文化を持つ国々の人

深呼吸。ゆっくりと美しい自然の景色を
堪能するひと時だ。吊り橋は小さな谷川

達がここで願いを神様に祈っている。

の上に架かっていた（写真：二行目）。

に人気だ。「湧き水でお金を洗うと、
お金が増える」という言い伝えがある

力を入れて踏むと、橋が揺れる。でも、
怖くはなかった。森の中に入ると、日差

正門に近くにある銭洗い弁天も若者

からだ。驚いたことに、紙幣を洗う人

しが木の葉の隙間からこぼれ出す。まる

もいる。来年はお金がいっぱい溜まり

で時間が水の流れのように感じられる。

ますように。私たちも真剣にお金を洗
う儀式を行った。

[山頂で眺望]
１時間経って、ようやく山頂に到達し
た（写真：一番下）。眺望したり、休憩
したり、食べたり、写真を撮ったりする

降りる道は登り道より楽。17時半ご
ろ高尾山駅に戻ると、空はすでに真っ
暗。山登り自体は疲れたが、身と心は

人々。「十三州見晴らし台」は眺望の良
さが有名で、ここから１３州が見渡せる

十分癒された。普段鉄筋コンクリート

といわれている。東京から伊豆まで見え

て１時間未満、忙しい都心から逃れる
ことができる。東京都内で本物の自然

ると書いてあるが、視力の悪い私には無
理だった。それでもこの場所からは、連

に囲まれて生活する人々が電車に乗っ

を感じられる場所、高尾山をぜひ楽し

綿と続く山脈が目に広がる（写真：表紙）。

んでほしい。

[薬王院を巡る]

アクセス
①京王線：新宿駅 → 高尾口駅

降りる道は最も人気ある１号路にした。
１号路には薬王院があるから、ここに立
ち寄って参拝する観光客が多い。ここも
紅葉にあふれている。鳥居と紅葉がお互
いに引き立てあい、登山者の足を止めさ
せるのだ。薬王院はもともと薬師如来を
ご本尊とした祈願寺で、今は「飯縄大権
現（いづなだいごんげん）」を奉祀し中
興された。飯縄大権現さまの眷属が天狗
で、寺内は天狗信仰を行っている。天狗
の像とグッズの人気が高い。お腹が空い

②JR中央線：新宿駅 → 高尾駅 → 高
尾山口駅 約55分～1時間

汪

佳琳

（おう

かりん）

中国江蘇省無錫
出身
○趣味＝ハイキング、pop music
○好きな食べ物＝タイ料理
○好きなタレント＝BIGBANG

残念だった。

○将来の夢＝E.Tと会いたい

あとがき

約50

分～55分

たので、寺内で売られる、美味しそうな
五穀焼き団子を頼んだら、完売！とても

「ＦＡＮ ＦＵＮ 東京」は、早稲田大学大学院政治学研究科ジャー
ナリズムコースの「雑誌研究入門Ｂ」を2015年度に履修した大学院
生4人が取り組んだ成果である。この科目の副題は「フリーペーパーを
作る」。広告収入を見込み無料で発行される紙媒体の経営構造を
学んだ上で、自らコンテンツを決め、想定読者層を絞って、8ページの
フリーペーパー紙面を完成させた。
わずか半年15回の授業では、発行する手前までの作業に留まら
ざるを得ない。印刷する予算ももちろんない。広告や配送といった現
実的なマネージメントまで、考察を深めたいところでもあった。
8

高尾山は霊山として日本人に知られ

しかし、新たに簡易な編集ソフトを導入し、紙面編集を自力で
成し遂げたことは、プロのウェブデザイナーに編集を丸ごと依頼した昨
年度に比べると、大きな前進と言えるだろう。その分、ややレイアウト
が雑だったりインパクトに欠けたりするのは、アマチュア精神の発露とお
目こぼしいただきたい。
日本人男子学生2人と中国人女子留学生2人の「日中合作」も、
お互いの文化や価値観の違いを知りながら、作品を形作っていく過
程に大きな意味があったと実感している。そんな裏舞台を想像しなが
ら楽しんで読んでいただければ幸いである。
非常勤講師 稲垣太郎

