｢詩歌の旅人(中)―時代と共に｣ 参考資料

2022 年 10 月 6 日
山本 利久

ウォルト・ホイットマン 名言・格言選
＊魂を満足させるものは何であれ、真理である。
＊なんでも好きなことをしたらいい。ただし、それはこの世界に喜びを生むものにしなさい。
＊自らが偉大な人を育てる。そして、偉大な人を育てられる人を育てていく・・・すべては
そこから始まる。
＊情熱。それなくして人間と呼べようか。
＊わたしにも、誰にも、あなたに代わって道を歩くとはできない。自分の道は自分で行くほ
かないのだ。
＊君が教訓を学んだ相手は、君を称賛し、親切をほどこし味方になってくれた人々だけだっ
たのか。君を排斥し、論争した人々からも大切な教訓を学ばなかったのか。
＊世界中の誰もが自分を称賛しても、私は一人静かに満足して坐っている。世界中の誰もが
私を見捨てても、私は一人静かに座っている。
＊健康に金はかからぬ、気高くあることにも金はかからぬ。節制がいちばん、ごまかしは禁
物、大食や淫欲も禁物。
＊私は矛盾が多い。それは私が大きいからである。
＊最善のことを言うよりも善いことは、つねに最善のことを言わずにおくことである。
＊報われぬ愛はなし。これか、あれか、方法は違うが、報いられるのはたしかである。
＊自分自身であることに、人間の偉大なる誇りがある。
＊あらゆる過去は後に取り残すのだ。わたしたちは一層新しい、一層力に満ちた世界へ、変
化した世界の上に進出するのだ。
＊若い女は美しい。しかし、老いた女はもっと美しい。
＊信念は魂の防腐剤。
＊I exist as I am, that is enough.
＊Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you.
＊A morning-glory at my window satisfies me more than the metaphysics of books.
＊Ｉhave learned that to be with those I like is enough.
人物像補足
＋南北戦争に志願看護師として従)事、詩を書く。1855 年｢草の葉｣自費出版、米国の叙事詩
(Epic)を市井の人々に届けようとする試み。禁酒運動小説(Franklin Evans, 1842 年)
＋生涯にわたり政治に深い関心を寄せる：ウイルモット条項(最終的に不成立)を支持し、
奴隷制度維持に反対だが、奴隷廃止運動には賛同せず。
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＋セクシュアリティ面は
夏目漱石・ホイットマン｢草の葉｣の関係、超越主義
＊漱石はアメリカ超越(超絶)主義を代表するホイットマンの民主主義胎動期の人物
＊超越主義(Transcendentalism)：1830 年代半ばから 1860 年頃の米ニューイングランド地
方のユニテリアン派の中よりエマーソン、ソローらによってロマン主義運動・思想(理想
主義運動)が行われ、1836 年 9 月 8 日ボストンに｢超越クラブ｣が設立されたのが発端。
超越主義は客観的経験論より、主観的直観を強調する。その中核は人間に内在する善と自
然への信頼。一方社会とその制度が個人の純粋さを破壊しており、人々は本当に｢自立｣し
て、独立独歩の時に最高の状態にある、とする。
＊ドイツロマン主義との関係：とりわけ、ヘルダーとシュライエルマッハーの思想と親密。
カントのドイツ観念論の｢超越論的｣哲学を包摂。
しかしながら、初期超越主義は、外来ドイツ哲学とは疎遠。むしろイギリスのカーライル
やコールリッジ、フランスのクザン、スター夫人らの思想に依存した。
宮沢賢治 ｢永訣の朝｣ から
けふのうちに
とほくへいつてしまふわたしのいもうとよ
みぞれがふっておもてはへんにあかるいのだ
(あめゆじゅとてちてけんじゃ)
うすあかくいっさう陰惨いんさんな雲から
みぞれはびちょびちょふってくる
(あめゆじゅとてちてちけんじゃ)
青に蓴菜じゅんさいのもやうのついた
これらふたつのかけた陶椀たうわんに
おまへがたべるあめゆきをとらうとして
わたしはまがったてっぽうだまのように
このくらいみぞれのなかに飛びだした
(あめゆじゅとてちてけんじゃ)
蒼鉛さうえんいろの暗い雲から
みぞれはびちょびちょ沈んでくる
ああとし子
死ぬといふいまごろになって
わたくしをいっしょうあかるくするために
こんなさっぱりした雪のひとわんを
・・・
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2021 年 1 月 23 日バイデン米新大統領就任式での詩の朗読：
作詩・朗読：Amanda Gorman ｢The Hill We Climb｣の最初の部
When day comes we ask ourselves
where can we find light in this never-ending shade.
The loss we carry asea we must wade.
We’ve braved the belly of the beast.
We’ve learned that quiet isn’t always peace.
In the norms and notions of what just is isn’t always justice.
And yet, the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we’ve weathered
and witnessed a nation that isn’t broken but simply unfinished.
We, successors of a country and a time where a skinny black girl desended from slaves and
raised by a single mother can dream of becoming president only to find herself reciting for
me.
And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn’t mean we are striving to
form a union that is perfect .We are striving to forge our union with purpose to compose a
country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

出所：日経

その他
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出所：日経夕刊

ゴルバチョフペレストロイカ背負い逝く 祖国の評価流離(さすら)う中に

(拙作)

背景①1985 年ソ連共産党書記長に選出、ペレストロイカ提唱②86 年 4 月チェルノビイリ原発事故③89 年 2 月、ソ連軍
アフガニスタン撤退完了④同年 5 月、中ソ関係正常化宣言⑤同年 11 月ベルリンの壁崩壊、同 12 月米ソ首脳冷戦終結
宣言⑥90 年 3 月ソ連初代大統領就任、同年 10 月東西ドイツ統一、ノーベル平和賞受賞⑦91 年 1 月リトアニアに武力
介入、同年 4 月来日、北方領土問題などで共同声明、7 月米ソ第一次戦略核兵器削減条約(START 1)調印、8 月保守派
のクーデター未遂で一時軟禁、書記長辞任 12 月ソ連崩壊で大統領辞任⑧夫妻で 91 年長崎、92 年広島訪問⑨
「日本は最も成功した社会主義国家」ゴルバチョフ評、美称？
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出所：上記 3 件、いずれも日経

トルストイ日露戦争非戦論

理解窮すタイムズ・啄木

(拙作)

ｓ

出所：梅津さんの親友黒木先生のアドバイスで紹介、James Webb 宇宙望遠鏡からの撮影画像と付帯説明の一部
30 Aug 2022 by Tayla in Lifestyle, Science, Space, Tech/Sci
https://www.2oceansvibe.com/2022/08/30/james-webb-space-telescope-nails-the-phantom-galaxy/#ixzz7dRC2r6PK
While you were thinking about what to eat for your next meal, or which outfit to wear, the James Webb Space Telescope
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(JWST) was zooming in on far-flung galaxies almost as old as the beginning of the universe itself.

James Webb 宇宙望遠鏡からの撮影画像：タランチュラ星雲 9 月 6 日 NASA の公開画像

青白き若き星雲｢タランチュラ｣ 未知の宇宙に尽きせぬ想い

(拙作)

背景①ちりに包まれた成長途中の星②靄の様なガスは、これから生まれる星の材料になる③宇宙の誕生から 30 億年
後頃、今から 100 億年以上前に、星の誕生がピークとなる｢宇宙の昼間｣の時期を迎えた(この項日経 22.9.11 夕
の一部引用)

エリザベス在位最長 70 年 ロンドン暮し女王に重ね

(拙作)

出所：ウエッブサイト エリザベス女王の死の直前、二重の虹がバッキンガム宮殿上空に。
9 月 8 日様態懸念が伝えられ、多くの人々が宮殿前

古式良き英国文化身に沁みて エリザベス女王逝去を悼む
国民の敬愛の念普いて 女王旅立ちバルモラル城
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(同上)

(拙作)

出所：日経

混迷の英政界に新首相 亀裂保守党トラス氏託す

(拙作)

ジョンソンのチャーチル崇拝比類なく ゴルバチョフ又レーニン崇拝
参考資料：出所日経

(了)
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(同上)

