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Good-bye from Barbara

Three years have passed since I started teaching at MGU in April 2009. Together 

with the two years I was here from 1998-2000 it makes a total of five years. I was 

very grateful for the opportunity to return to MGU after my previous university 

in Australia closed the language department in 2008. I have enjoyed teaching 

here and getting to know many MG students. I think you are sensitive, stylish 

and fun-loving, and what always amazed me was how beautifully you express 

your feelings in writing, for example, when I asked you to respond to movies 

that we watched together in my cultural studies classes. Highlights of my time in 

Sendai were the study tours to Australia and Canada where I had the chance to 

get to know many students through travelling and exploring together. I also had a 

wonderful research trip to Bordeaux in France. Then there were the lows, like the 

hot, humid summers, the cold, snowy winters, and … the earthquake and tsunami. 

But, strange as it may seem, I am glad that I was in Sendai when the disaster 

struck and in the year following because it would have been worse to be watching 

from afar when a place that I love was suffering so terribly. I love Japan and 

especially Sendai and am sad to leave, but there are people waiting impatiently 

for me in Australia. My new life will include more time for family, exercise and 

travel, and I intend to return to Japan at least once or twice a year. I hope to see 

some of you in Australia in the near future, so work hard at your English, save 

your money and if you get a chance to come my way, let me know. 
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バーバラ・バーク先生ご退職記念号に寄せて

英文学科長　遊佐　典昭

2012年 3月をもって、バーバラ・バーク先生が退職なさることになり

ました。先生のご尽力に対して、宮城学院女子大学英文学会は本号を先生

への退職記念号とし、感謝の意を表したいと思います。先生の研究、教育、

学内活動の一端を紹介することで、記念号の謝辞にかえさせていただきま

す。

バーバラ先生は、本学の提携校であるクイーンズランド工科大学 

（Queensland University of Technology, QUT）からの客員教授として 1998年

4月から 2年間、さらに QUTを退職なされた後に、2009年 4月から 3年間、

契約教員として勤務されたことになります。特にこの１年は、ご無理を言

って契約を延長していただきました。バーバラ先生は、Samuel Beckettの

小説の英仏比較で修士号をフランスで取得した後に、QUTから外国語と

しての日本語環境における漢字学習プロセスの研究で博士号を取得しまし

た。在職中に国内外の学会で多くの研究発表をなされ、特に、漢字学習を

促進するための SILK （Strategy Inventory for Learning Kanji）は海外からも

注目を集めており、今年度中に書籍として出版されると伺っています（詳

細は、本号のバーク先生の「2011年度研究・教育活動報告」を参照下さい）。

本学英文学科の教育面では、オーラルコミュニケーション科目（Writing, 

Listening, Speaking）を担当し、2010年、2011年はオーストラリアとカナ

ダへの海外研修の付き添いも担当して下さいました。学内活動では、高大

連携授業、オープンキャンパス、宮城学院高校生への模擬授業に対して積

極的に協力して下さいました。先生は謙虚な方であると同時に責任感の強

い方であり、学内の仕事を几帳面に実行なされ、学生に対しても優しく接

しておられました。英語を通してオーストラリアの文化や風土、考えかた
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を丁寧に講義なされ学生に刺激をあたえてきたことは、講義評価から窺え

ます。先生は、日本の食事、お酒にも造詣が深く、学科や学内の懇親会に

は必ずといっていいほど顔を出して下さいました。

先生は、ご退職後も、漢字学習の研究を継続し、悩める日本語学習者の

救世主となるマルチメディアを利用した教材の開発をするとのことです。

仙台にも年 2回は戻っていらっしゃる予定とも伺っています。

先生が健康に留意され、ますます御活躍なさることを祈念して、この退

職記念号を献呈させていただきます。
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Barbara Bourke: A Most Versatile Woman
Brenda Hayashi

March 11, 2011. Hearing that date undoubtedly triggers memories of 

experiences during the days following the unprecedented earthquake that occurred 

in eastern Japan and the subsequent tsunami and nuclear crisis. Episodes of people 

helping not only family, friends and neighbors but also complete strangers are 

interweaved with scenes of others fleeing from the area, abandoning their studies 

and/or work.  

Where was Barbara on that fateful day? She was in Australia, safe and sound. 

But as luck would have it, she broke her ankle two weeks later. Her ankle still 

unhealed, she returned to Sendai in time to teach her classes.

Seeing her hobble around with one leg in a cast, I was amazed at her ability to 

maneuver around the school. I was even more stunned to learn that she herself 

was driving! However, upon further rumination, I realized that I should not have 

been surprised at all. The Barbara that I have been lucky to know has always 

shown herself to be a “real trooper.”

Barbara first came to Miyagi Gakuin in 1998 to teach in the English 

Department. Although she was here for two years, I really did not have 

opportunities to see or talk to her. What I did know was that she was a very 

experienced teacher, having taught English, French and Japanese before coming to 

Sendai. Barbara’s second stint at Miyagi Gakuin is different from her first in that 

her office is not in the wing for English Department teachers. That may have been 

unfortunate for her, but for the teachers in the Intercultural Studies Department, 

the location of her office gave us an opportunity to see her and get to know her.

I have found that Barbara takes her job very seriously and always tries to make 
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her classes interesting and relevant. It is quite obvious that she spends much time 

on planning her classes (for example, her Canada/Australia Culture course and 

the Overseas Program course), and I’m sure that her students really appreciate the 

classes.

It is unfortunate for us at Miyagi Gakuin that Barbara will be leaving Sendai. 

Not only is she a good teacher but she is also a very generous person with a great 

sense of humor and a zest for life.  As the saying goes 二度あることは三度あ

る。What happens twice will happen thrice. Does that mean Barbara will come to 

Miyagi Gakuin again in the future? If that is the case, I look forward to seeing her 

on campus again! 

Thank you, Barbara, for the enjoyable lunches! 

ではどうぞお元気で！

2010年度オーストラリア研修にて
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バーバラ・バーク先生へ学生からの
感謝とお別れの言葉

今年度で退職されるバーバラ・バーク先生へ、お世話になった学生たちか

ら感謝とお別れの言葉を募りました。バーバラ先生、3年間、本当にあり

がとうございました。

4年　伊藤　沙樹 

バーバラとオーストラリアに行けてよかったです。宮城での生活のこと忘

れないで下さい !

4年　Yuka Kikui 

Dear Barbara,

バーバラは私たちの mamaみたいな存在でした！そんなバーバラがいなく

なるなんて信じられません。一緒にオーストラリアに行って楽しんだこと

は忘れないです。またブリスベンに遊びに行った時には会いに行きます。

Thank you for the wonderful time!

4年　森　美郷 

オーストラリアでの海外研修は、すごくいい思い出になりました。バーバ

ラのおかげです。ありがとうございました。寂しくなりますが、ブリスベ

ンに行ってもお元気で！

4年　古川　綾  

バーバラが、オーストラリアに帰ってしまうと聞いてとても寂しいです。

オーストラリア研修では、準備から引率まで本当にありがとうございまし

た。これからはご家族との時間を楽しんでくださいね、お元気で！
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4年　Minako Sato  

Thank you for teaching English to me!　I found great pleasure in your class. 

Take care of yourself. 

3年　Jun Nishiki

I was very pleased to have been to Canada with you. I have learned so much from 

you. Your smile makes us happy! Thanks for everything.

3年　Miku Kagoh

Hi! Thank you for everything. I am happy to have been to Canada with you! 

I hope to see you again in Australia someday. Bye!

 

3年　Ayumi Ogino

Dear Barbara,

Thank you very much for teaching English for three years. I enjoyed your class 

and l had a happy time with you in Canada. We’ll miss you after you are back to 

Australia.

3年　Mio Okaze 

Barbara,

I have taken your lessons since I was a freshman. I am very happy to have been 

with you for three years. Thank you for your delightful lessons! I’ll visit you in 

Australia again. Thank you so much.

 

3年　Kanako Seki

I took your intermediate speaking class only one time. I’m very sorry that I could 

just take one class of yours. I’ll remember that you were always kind to me when I 
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asked you about Overseas study. Thank you so much.

2年　今野　咲菜

バーバラの授業が楽しくて好きでした。カナダも一緒に行けて楽しかった

です。もっと英語が上手く話せるようになって、いつかバーバラに会いに

行きます。

バーバラ先生、大好き！ありがとうございました。

2年　今野　萌

今までありがとうございました。先生と過ごした時間は私にとって貴重な

時間でした。

先生から多くのことを学べたことを嬉しく思います。また機会があれば会

いたいです。

体に気をつけてください。そして、これからも先生のことを応援していま

す。

2年　服部　舞

バーバラが宮城学院からいなくなると聞いてとても悲しいです。バーバラ

の授業は受けたことがなかったけれど、カナダ研修の時、行き帰りの飛行

機がずっと隣の席で一緒だったので、バーバラが私の名前を覚えてくれた

ことが、とても嬉しかったです。バーバラの明るくてお茶目でかわいいと

ころが大好きです。またオーストラリアには絶対行きたいと思います！バ

ーバラも仙台に遊びに来てください。

I love you and see you again!
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2年　武藤　藍

バーバラ先生！いろいろとお世話になりました。私は先生とカナダ研修に

行ったことがとっても印象に残っています。研修中、バーバラ先生の顔を

見るたびに安心していたことを思い出します。オーストラリアに帰っても、

面白くて優しくて明るいバーバラ先生でいてください！バーバラ先生がい

なくなってしまうのはとても悲しいですが、また会いましょう。ありがと

うございました。

2年　村田　春香

バーバラはとてもキュートで親しみやすく素敵な先生で大好きです！カナ

ダ研修のときはたくさんお世話になりました。一緒にカナダに行けてよか

ったです。宮城学院のみんなのことを忘れないでください。

I’m looking forward to seeing you again in future. Thank you very much!! Good 

bye.

2年　檀崎　希

授業や海外研修の際いつも明るく、楽しそうにしていたのがとても印象的

でした。研修が充実していたのもバーバラのおかげだと思っています。あ

りがとうございました。

2年　藤田　実久

一年生の時にバーバラのリスニングとスピーキングを受けて、バーバラの

ことが大好きになりました。カナダ研修はいろいろな場所にバーバラと行

くことができて良かったです。

私たちのことを忘れないでね ! 

Thank you very much!! Good bye.
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Barbara Bourke先生・Charles Adamson先生を送る会

（英文学科図書室にて、2012年 1月）
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2011 年度　論文・講演会報告
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木蔭に詩
うた

あり
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本講演では、文学と自然環境の接触点の一つを紹介したい。ここで言及

する文学のジャンルは古代ギリシャ・ローマで生まれた牧
パストラル

歌である。牧歌

は牧人つまり羊飼いや牛飼いを登場させるが、現実の牧畜業を歌ったもの

ではなく、文化的な存在である人間が自然環境と調和して生きる理想的な

世界を題材とするものである。そこでは牧人は、木蔭で笛を吹いたり、歌

を作ったり歌ったりする人々であり、詩人（poet）の比喩なのである。も

ちろん、現代まで続く牧歌の長い歴史において、そこで生まれた作品のす

べてが人間と自然の調和に基づく理想状態を謳歌しているわけではない。

そのような調和が壊れ、人間が自然を傷つける事態や、自然が人間を苦し

める事態もまた歌われてきた。木蔭は自然と人間の調和の象徴であるが、

牧歌には木蔭を楽しむ詩とともに、その喪失を歌う詩も多く含まれている

のである。

話の順序としては、まず私自身の研究分野である 16世紀イングランド

の牧歌作品、次に牧歌というジャンルの基礎をなすローマの牧歌作品、最

後に 18世紀のバロックオペラに用いられた木蔭を取り上げる。

1．16世紀イングランド—オークの木蔭（shade）

私が牧歌に出会った場所は京都大学文学部の書庫であった。かび臭い書

架の中に、少し大きめの版であるために目を引く古い書物があり、それが

16世紀の後半にイングランドで出版された『羊飼いの暦』The Shepheardes 

Calenderであった。といっても、16世紀の書物がそのまま書庫にあった

わけではなく、ファクシミリによる 19世紀末の複製本という形であった

が、それでも 400年前の人々がその書物に出会ったときの感覚がまざまざ
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と伝わってくる気がしたのであ

る。

タイトルページ（図 1）でまず

目を引くのは、さまざまな書体が

使われていることである。最上段

のイタリック体 2行がメインタイ

トル『羊飼いの暦』、次のローマ

ン体とゴシック体の 2行がサブタ

イトル『12の月に合わせた 12の

牧歌を収録』、中ほどのローマン

体とイタリック体の 5行が献呈辞

「学問・騎士道ともにあらゆる称

号に最もふさわしき高貴・高徳の

紳士フィリップ・シドニー殿に捧

ぐ」、最下段にローマン体大文字

で出版地ロンドン、イタリック体

で印刷・販売業者の名前ヒュー・

シングルトンと、ローマン体でそ

の住所ラドゲイト近傍クリード小

路、ゴシック体で看板が金樽印で

あること、最後に出版年 1579年。

複数の書体の使い分けは本文でも

行われている 1。ここでタイトルペ

ージとしては特異なことである

1 各月の詩の本文は古色蒼然としたゴシック体で、E.K.という謎の人物による、書簡体推薦文、

全体の解説、および各月に付された注釈はローマン体で、著者からこの本への指示、各月の梗

概と寓意、および各ページの柱はイタリック体で印刷されている。

図 1　エドマンド・スペンサー『羊飼いの暦』
初版（1579年）タイトルページ

図 2　エドマンド・スペンサー『羊飼いの暦』（1898
年）ウォルター・クレインの表紙デザイン
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が、著者の名前が欠けている。書き手は詩人スペンサー（Edmund Spenser 

1552-99）で、これはスペンサーの処女作であったが、彼はあとに説明す

る事情により、本名を出さないで出版したのである。

私がこの書物にひきつけられた理由は恥ずかしいほど単純である。それ

は、古い活字がいろいろと使われていて何だか面白そうだということと、

絵がついているということであった。この書物は、1年の 12の月それぞ

れに因んだ詩を集めたものであり、各月にその内容を示す木版画が付され

ている 2。そこで羊飼いや牛飼いが登場して、会話をしたり、歌を披露しあ

ったりする。つまり、羊飼いや、牛飼いはいわば、シンガーソングライタ

ーのようなものとして登場するわけである。

この詩集の「二月」の詩は、牧歌が文学と環境の接点にあることを考え

るうえで特に欠かせない一篇である。挿絵の木版画は一見稚拙で洗練を欠

くように見えるが、文字テクストの意味に関する重要な暗示を含んでいる

（図 3）。「二月」の画面上前景では、二人の人物が向き合って対話している。

右側の人物は若く、左側の人物は腰が曲がった年配である。若い方の人物

は棒を持っていて、後ろに

牛たちを従えているところ

から、牛飼いだということ

がわかる。年配の人物は、

先がフックになった杖を持

っていて、羊飼いだという

ことがわかる。確かに、後

ろには羊たちがいる。二人

の頭上には、2月から 3月

2 各月に挿絵を入れるという着想は 19世紀末のアール・ヌーヴォー運動下に出版された『羊

飼いの暦』（1898年）にも生かされている。本講演のポスターに使われているその表紙デザイ

ンは画家ウォルター・クレイン（Walter Crane 1845-1915）によるものである（図 2）。

図 3　『羊飼いの暦』「二月」木版画挿絵
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の星座である魚座を示すサインが出ている。

画面右後方では木が切り倒されようとしている。また、牛が何かの植物

をむしゃむしゃと食べているようにも見える。これは何を示したものだろ

うか？中身の詩を読んでみると、年配の羊飼いが若い牛飼いに説教を垂れ

ていて、若い方の牛飼いが、反発している、という内容である。そして、

年配の羊飼いが、教訓話として、オーク（ナラ）と茨
いばら

の寓話を語る、とい

う構成になっている 3。それは大きな古いオークの木蔭に生えている若い茨

が、オークの木を疎ましく思い、主人の農夫に頼んで切り倒してもらった

ところ、木蔭を失った茨は雨や雪や霜が直接あたるようになって死んでし

まった、という話である。

オークと茨の物語のさわりの部分を原文で見てみよう。

There grewe an aged Tree on the greene, 

A goodly Oake sometime had it bene,... 

野原に古木が生えていた

かつては立派なオークの木だったが……（“Februarie” 102-03）

Hard by his side grew a bragging brere, 

すぐそばに威張りやの茨が生えていた　（115）

ここでオーク、茨、といった植物がどのようなものか、我々は知ってい

る必要がある。オークはどんぐりのなる大きな木で、イングランドを初め

とするヨーロッパに広く見られる落葉樹である（図 4）。家具や建築にも

使われるように、強くて耐久性があるので、イングランドを含めいくつか

の国がオークを国のシンボルとしている。いっぽう茨はノイバラとも言わ

れるもので、野原に自生する、バラを小さくしたような花をたくさんつけ

3 オーク（oak）は、カシと和訳されることが多いが、正しくはナラである。
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る潅木である（図 5）。

この茨がオークの老木を嫌って、農夫にいろいろと苦情を述べる。

Hindering with his shade my louely light, 

And robbing me of the swete sonnes sight....

その影で私が麗しい光を受けるのを妨げ、

私から甘美な太陽の眺めを奪っている……（173-74.下線は筆者）

農夫は茨の言葉に説得されて、オークの木を切り倒す。これが挿絵右奥の

シーンである。茨は思い通りになって満悦するのだが、オークの木が切り

倒された結果思わぬ事態が起きてくる。

But all this glee had no continuaunce. 

図 4　オーク (oak)　“Oak Tree” from Free-Extrasおよび “Oak” from Wikipedia
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For eftsones Winter gan to approche, 

The blustring Boreas did encroche, 

And beate vpon the solitarie Brere: 

For nowe no succoure was seene him nere. 

しかしこの喜びは長くは続かなかった

まもなく冬がやってきて

万物を枯らす北風が侵入し、

ぽつんと立っている茨を打ったから。

今や助けてくれるものは近くになかったから。（224-28）

Now gan he repent his pryde to late: 

For naked left and disconsolate, 

The byting frost nipt his stalke dead, 

The watrie wette weighed downe his head, 

And heaped snowe burdned him so sore, 

That nowe vpright he can stand no more: 

茨が高慢さを後悔しても、後の祭り。

裸でわびしく取り残され、

身を噛む霜がその茎を傷めつけて枯らし、

雨に濡れた重みで茨の頭は下がり、

雪が積もって茨を圧迫したので、

茨はもはや立っていられなくなった。

（229-34）

そして、このエピソードの結末はこのよ

うなものである。

図 5　茨（briar）  “Rosa rubiginosa” from Wikipedia



水野　眞理

21第 40 号

And being downe, is trodde in the durt 

Of cattell, and brouzed, and sorely hurt. 

Such was thend of this Ambitious brere, 

For scorning Eld

［茨は］倒れて牛たちに土の中に踏みつけられ、

いためつけられ、ひどく傷ついた。

野心家の茨が年長者をないがしろにした結果は

このようなものだった。　（235-38）

イソップにも出てきそうな寓話である。また、日本の諺にも「寄らば大

樹の蔭」などという。若気の至りから傲慢になって年寄りをないがしろに

することを諌めた教訓話は珍しいものではないだろう。しかし、研究者は

この挿話を歴史的アレゴリーとして解釈することによってさらなる意味を

見出す。この木を切っている農夫が女性のように見えるところから、これ

は当時のイングランド女王エリザベス一世（1533-1603）を示しており、

オークの木は、かつて彼女のお気に入りでありながら怒りを買って没落し

たレスター伯（Robert Dudley, 1st Earl of Leicester 1532-88）、茨はレスター

伯に代わって宮廷でのし上がってきたオックスフォード伯（Edward de 

Vere, 17th Earl of Oxford 1550-1604）を示している、という解釈がある

（McLane 61）。エリザベス一世は、一生独身であったが、若いころにはい

くつかの結婚話もあり、『羊飼いの暦』出版当時、フランスの王位継承順

第一位のアランソン公との話が進みつつあった。イングランドはプロテス

タント国であったため、カトリック国のフランスとの縁組には、強い反対

が起こる。その反対の先鋒となったのが、レスター伯であった。レスター

伯はかつて女王の寵臣であり、事実上の夫君として各種の政治的行事に姿

を現していた。映画『エリザベス』（Elizabeth 1998）は二人の関係を性的

なものとして描いているほどである。しかしこのレスター伯は女性関係が
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派手で、『羊飼いの暦』出版の前年には女王の従姉妹の娘レティス・ノリ

ス（Lettice Knollys 1543-1634）と秘密裏に結婚していた。このことが露見

して、レスター伯は女王の寵愛を失った。一方、女王とフランス皇太子の

結婚を推進するカトリック側に属する若いオックスフォード伯が宮廷で力

を伸ばしつつあった。しかも、オークの木はイングランドという国の象徴

でもあったため、それを切り倒す図像は、エリザベス自身がフランス王家

との縁組によってイングランドを破滅させることになる、という予告とも

読める。以上がこの挿話の歴史的アレゴリー解釈の一例である。

アレゴリーとは、書かれた表面上の内容とは別の意味の層があることを

指し示す文学用語である。字面の物語はオークと茨の話、そこに、若者と

老人をめぐる教訓という道徳的な意味の層、さらに、16世紀イングラン

ドのエリザベス女王の宮廷を舞台にした貴族の権力闘争という歴史的な意

味の層、が重ねられているわけである。『羊飼いの暦』が匿名で出版され

た事情もここにある。スペンサーはこの詩集の執筆当時、宮廷での不興を

買ったレスター伯のサークルに所属していた。「二月」のオークと茨の挿

話は明らかにオークに同情的な語りであり、アレゴリー解釈によって書き

手とレスター伯との親近性を読むことは容易である。名前を出して処女作

を出版することの危険をスペンサーは十分に意識していたのである。

しかし、そうした三つの意味の層がこの作品上で成立するためには、基

本のところで、一つの共通認識が必要である。それは、木蔭には保護的機

能がある、という認識である。オークの木の蔭にあってはじめて茨は生き

ることができた、そのように、社会でも若者は年長者の知恵を無視すれば

報いを受ける、宮廷でも、年配の貴族の方針を若い貴族がないがしろにす

ることは国家の危機につながる、などなど。木蔭の不在は生命を脅かす、

という植物の共生関係を、直感的に用いているのがこのエピソードなので

ある。その意味でこのエピソードは、英文学史上でエコロジカルな意識を

言語化したごく早い例といえるだろう。
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『羊飼いの暦』という作品は、古代地中海世界のギリシャ・ローマで生

まれた「牧
パストラル

歌」というジャンルに属している。そこではシンガーソングラ

イターともいえる羊飼いたちは、地中海地方の暑い日差しを避けて木蔭で

休息し、笛を吹いたり歌を歌ったりする。それがルネサンス期のイタリア

を経て英国に伝わり、気温の低い英国の自然環境に順応して書かれた牧歌

作品が『羊飼いの暦』であった。したがって、上の「二月」の挿話では、

オークの木蔭は茨にとっては太陽の光を妨げるものとして、否定的にとら

えられていたし、オークの木蔭の効用は、夏の暑さを避けることよりも、

冬の寒さをよけるものととらえられている。寒い気候の土地ならではの木

蔭のとらえかたであろう。

　

2．古代ローマ—ブナの木蔭（umbra）

牧歌の生まれ故郷である、日差しの強い地中海世界のギリシャ・ローマ

では、牧歌の舞台は真昼の暑い日差しを避ける涼しい木蔭である。それで

は、ヨーロッパ人が牧歌という言葉で必ず頭に思い浮かべる作品を見てみ

よう。古代ローマの最も偉大な詩人とされるウェルギリウス（Publius 

Vergilius Maro 70 BC-19 BC）の『牧歌』（Bucolica）には、古代ローマ人が

思い浮かべた木蔭のイメージがよく現れている。

古代ローマの人々が木蔭、という言葉でイメージしたのは、ブナの木蔭

であった（図 6）。ブナはヨーロッパに広く見られ、ブナの林は、適度に

光が差し込んで気持ちのよい空間である 4。 古代のローマ人は、ブナを森の

女神ディアナと結びつけて、聖なる木とも考えていた。

ウェルギリウスの『牧歌』第１番に歌われているのも、ブナの木蔭であ

る。

その作品の冒頭を見てみよう。この詩が書かれた当時のローマの支配者

4 日本では秋田県と青森県にまたがる白神山地がブナの原生林として残され、ユネスコの世界

遺産に指定されている。



木蔭に詩
うた

あり

24 英文学会誌

オクタウィアヌス（Gaius Julius Caesar Octavianus 63 BC-AD 14）は、共和

制末期のピリッピの戦い（42 BC）のあと、退役軍人たちに入植させるた

めに農民から土地を没収する。作者のウェルギリウスもこの政策で一時故

郷マントゥアの土地を没収され、のちにオクタウィアヌスに訴えることで

土地を回復することができた。この詩の二人の登場人物はウェルギリウス

の実人生をいくぶんか反映している。冒頭のメリボエウスは、被害者とな

って故郷を出ていかなければならない農民・牧人であり、これに対して、

呼びかけられているティーテュルスは、有力者を頼って土地を確保できた

農民・牧人である。

Meliboeus：

Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi

図 6　ブナ (beech) “Fagus sylvatica” および “Beech” from Wikipedia
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silvestrem tenui Musam meditaris avena;

nos patriae fines et dulcia linquimus arva:

nos patriam fugimus; tu, Tityre, lentus in umbra

formosam resonare doces Amaryllida silvas  （1-5）

メリボエウス：

ティーテュルスよ、あなたは枝を広げたブナの木の覆いの下に横

たわりながら 、ほっそりした牧人の笛で森の調べを吹こうと懸

命だ。この私は愛する土地を去り、祖国の国境を越えようという

のに。これも祖国から逃れるためだ。だがティーテュルスよ、あ

なたはのんびりと木陰で森に「美しいアマリュリス」（の歌）を

響かせることを教えている。（1-5.下線は筆者）

二人の運命の違いは土地の没収と保有であるとともに、そこで笛を吹く

ことができるような木蔭の喪失と確保でもある。原文第 4行の “umbra” が

木蔭、日陰という意味である。（ちなみに雨傘のことを英語で umbrellaと

いうが、この語はもとは日差しを避ける陰、つまり日傘のことであったこ

とが分かる。）

牧歌を読む上で意識しておかなければならないことは、牧人は詩人の

隠
メタファー

喩である、ということである。牧歌は実際に牧畜を生業とする人々たち

が生み出したものではなく教養を持った詩人の作品である。牧歌詩人は、

歌ったり笛を吹いたりする牧人に詩人としての自己を表現するのである。

ウェルギリウスの牧歌の舞台は穏やかな田園世界であるが、そこは戦争に

明け暮れるローマ帝国の中の風景でもあって、もはや人間と自然とが理想

的に調和して生きる場所ではなくなっている。そして、音楽を奏でる木蔭

を喪失する牧人は、政治的な力が詩を書くことを困難にする可能性をも示

しているのである。

さらに続きを読んでみよう。そこでは、木蔭で笛を吹き続けることので
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きる幸福がうたわれている。

　

Meliboeus:

Fortunate senex, ergo tua rura manebunt,　 

...

Fortunate senex, hic, inter flumina nota

et fontis sacros, frigus captabis opacum!

メリボエウス：

幸福な老人よ、だから土地はあなたのものであり続けるのだな。

（46）

……

幸福な老人 よ、ここでは愛着のある川と神聖な泉の間で、あな

たは木陰の涼しさを手にすることが出来るのだ。（51-52.下線は

筆者）

メリボエウスはティーテュルスに「幸福な老人よ」とよびかけ、その幸福

は、確保された土地と、木蔭の涼しさに結びついていることを羨望する。

そして、ティーテュルスの幸福な場所は、ただ、木蔭があるばかりでなく、

蜜蜂、葡萄、そよ風、鳥の鳴き声など、そこを「心地よい風景」（locus 

amoenus）とする要素が備わっている。

hinc tibi, quae semper, vicino ab limite, saepes

Hyblaeis apibus florem depasta salicti

saepe levi somnum suadebit inire susurro;

hinc alta sub rupe canet frondator ad auras;

nec tamen interea raucae, tua cura, palumbes,

nec gemere a?ria cessabit turtur ab ulmo.
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これからも、これまでのように、この隣の家との境界にある垣根

は

ヒュブラの蜜蜂に柳の花の蜜をすわれ、

しばしば軽いうなり声 で眠りを誘うだろう。

これからも、切り立った崖の下では、葡萄の葉を摘む者がそよ風

に向かって歌を歌い、

その間あなたのお気に入りの山鳩やキジバトは、低い音で

高い楡の木のてっぺんから鳴くのを止めることはないだろう。

（53-58）　　　

このウェルギリウスの牧歌の風景は、その後のヨーロッパの詩人たちが牧

歌を書く上での原風景となっていった。そして、木蔭は、牧人が音楽を奏

でるばかりでなく、恋する者が思いにふける空間、あるいは都会の生活に

図 7　『マーヴェル詩集』 初版 Miscellaneous Poems (1681)
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倦み疲れた人が瞑想にふける空間ともなっていった。木蔭は、牧人の登場

しない牧歌、たとえば 17世紀の英国詩人、アンドルー・マーヴェル （Andrew 

Marvell 1621-78;図 7）の「庭」（“The Garden”）にも歌われている。

The mind...

Annihilating all that’s made

To a green thought in a green shade　

心は……

神に作られたものすべてを

緑の蔭に宿る緑の思いへと滅却して　（43, 47-48）　　

このように木蔭は瞑想の場をも提供する。17世紀は次第に英国が世界に

植民地を広げていく時期にもあたり、さまざまな植物が世界各地からもた

らされ、英国の土地にも移植が試みられた時期とも重なっている。そのよ

うにイングランド人が外へ、外へと進出する時期に、庭という閉じられた

空間で思いに耽ろうというブームが起ったことは大変興味深いことではな

いだろうか。

17世紀末から 18世紀初頭の英国文壇では、フランスに端を発する「新

旧論争」が行われていた。大まかに言えば、文学はギリシア・ローマの古

典を規範として書かれるべきであるとする古代派と、当代の英国の風土・

精神を基礎として書かれるべきであるとする近代派との間の論争であり、

それが、権威と進歩の観念、二大政党であるトーリーとホィッグの心性と

も結びついていた。牧歌がどのようなものであるべきなのか、という論争

もまたその延長として存在していた（海老澤 109）。上に触れたウェルギ

リウスとスペンサーの牧歌が二派それぞれに取り上げられたのもうなずけ

る。

ロマンティシズム、つまりヨーロッパの 18世紀から 19世紀の文学でも、
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木蔭は重要な意味を持っているが、このことを論ずるのは別の機会に譲ら

なければならない。

3．18世紀イングランド—プラタナスの木蔭（ombra）

最後に、18世紀のイングランドにおける木蔭の例を見てみよう。この

時期にドイツから英国に移住してきたのがバッハとならんでバロック音楽

の代表的な作曲家として知られるヘンデル（Georg Friedrich Händel 1685-

1759）である。このヘンデルによる『セルセ』Serse（1738）というオペ

ラ作品の冒頭に置かれたアリオーソ（独唱）を見てみたい。これは、ゆっ

たりとした曲想から「ラルゴ」として、また歌詞の最初の部分である「オ

ンブラ・マイ・フ（こんな木蔭はかつてなかった）」というタイトルでよ

く知られているものである。

このオペラの台本はヘンデルより数十年前にイタリア人が書いたものに

基づいている。すなわち、ミナート（Niccolò Minatoc c.1627–98）という

人が書き、それをさらに、スタンピッリア（Silvio Stampiglia 1664–1725） 

が改変したものである。また、このアリオーソのメロディーはイタリア人

ボノンチーニ（Giovanni Bononcini 1670–1747）のものを借用している。し

たがってこのアリオーソは歌詞もメロディーもヘンデルのオリジナルとは

言えないイタリア歌曲である。しかし、ヘンデルは 1712年以降、イング

ランドに拠点を移していたので、このオペラをヘンデルが自分流に作品化

したことは、イングランド人の観客を前に上演することを念頭においた作

業であった。

オペラ『セルセ』のあらすじをごく簡単に紹介しておこう。セルセとは、

紀元前 5世紀、古代ペルシャの独裁者クセルクセス（Xerxes）大王のこと

であるが、オペラのストーリーに古代ペルシャを想起させるような要素は

希薄である。大王セルセはアマストレという婚約者がありながら、弟アル

サメーネの恋人ロミルダに横恋慕して結婚しようと画策するが、すったも
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んだの挙句失敗に終わる、という喜劇である。その幕開きはセルセがプラ

タナスの木蔭でくつろぎながら、木蔭を愛でている場面である。歴史上の

クセルクセス大王、すなわちセルセが弟の妻に恋慕したこととプラタナス

を愛したことは、ギリシアの歴史家ヘロドトスおよびアイリアノスの書物

にも書かれている。ただしそこでは、クセルクセスがプラタナスの木をま

るで人間のように愛し、宝石や金銀の飾りを木にプレゼントした、とされ、

クセルクセスは変人というニュアンスで書かれている 5。　オペラの冒頭に

おかれたプラタナスの場面は、オペラの舞台が東洋であることを象徴的に

示している。しかし、この作品のセルセはただプラタナスの木を愛してい

るだけではない。彼はその木蔭を
4 4 4

愛しているのである。ここまでの話で、

既に木蔭が、落ち着いた心、安らぎ、といったものの象徴であることは明

白であろう。そして、この場面の直後に、セルセは弟の恋人のロミルダに

一目ぼれし、狂おしい愛欲のとりこになる、という設定である。木蔭を愛

する静謐なムードが、一瞬にして、生身の女性への異様な欲望に取って代

わられる。この歌が美しければ美しいほど、そのあとのセルセの行動が醜

く、愚かなものに映るのである。このプラタナスの木蔭を愛でる場面は、

ストーリー上の必要というよりは、セルセの愚行を逆に照らし出す装置と

して機能している 6。

ここでプラタナスという木についても一言解説を加えておきたい（図

8）。プラタナス（Platanus orientalis）はスズカケノキとも言われ、地中海

東部から中近東が原産とされるが、ペルシャからインドによく茂る木であ

る。英国で最初にプラタナスが植えられたのは 17世紀の半ばだと言われ

ている（Chengappa ）。その後 1680年ごろにアメリカ大陸原産のプラタナ 

5 ヘロドトス『歴史』VII, 31およびアイリアノス『ギリシア奇談集』II, 14。

6 ハンぺ（Michael Hampe）演出の 2000年ドレスデンでの上演では、終盤近くの第三幕第十一

場において、セルセが逆上してこのプラタナスに火を放ち、焼失させる。木蔭の破壊はセルセ

の愚行の極致として演出されている。
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スとの交配種が寒さや大気汚染に強いとしてとして植えられるようにな

り、ロンドン・プラタナスとして知られるようになる。18世紀のロンド

ンでよく見られたのもこの交配種の方だと考えられるが、舞台上にプラタ

ナスの木を見た英国の観客は、この木に、クセルクセスの国ペルシャの遠

い東洋的なイメージを膨らませたことであろう。また、上に触れた 17世

紀のマーヴェルにも見たような、木蔭を愛する、木蔭で思いに耽る、とい

うメンタリティーが 18世紀前半のイングランドにもあり、それをヘンデ

ルも知っていたからこそ、ここにプラタナスの場面を残したのだと思われ

る。18世紀はイングランドで、自然の風景を生かした風景式庭園が流行

した時期でもあったからである。ちなみに 18世紀後半の風景庭園作者と

図 8　プラタナス（Plane）“Platanus orientalis” from Wikipedia
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して名を馳せたブラウン（Lancelot “Capability” Brown 1716-83）が 1760年

に植えたプラタナスの木が、250年後の今も残っており、英国で最も枝を

広げている木として認定されている（“Corsham Court”）7。

それでは、オペラ『セルセ』の第一幕第一場、木蔭を歌うアリオーソ「オ

ンブラ・マイ・フ」に戻ってみよう。イタリア語で、木蔭のことを ombra

という。まずアリオーソの導入としてのレチタティーヴォ（叙唱）で、セ

ルセはプラタナスの木のために安らぎを願う。これはプラタナスへの愛の

表現であるとともに、その木蔭で憩う自らの安息への願いでもあろう。そ

して、続くアリオーソにおいて、他のいかなる木と比べてもこのプラタナ

スの木蔭が優るものであることをセルセは歌う。

Recitativo

Frondi tenere e belle,

del mio platano amato,

per voi risplenda il fato,

Tuoni, lampi e procelle

non v’oltraggino mai

la cara pace,

nè giunga a profanarvi

austro rapace!

Arioso

Ombra mai fù

di vegetabile

cara ed amabile

soave più;

7 ブラウンは “Capability” Brownと仇名されるが、これは庭園設計の依頼者に対し、土地のもつ

風景庭園美への潜在力（capability）を力説したことによるとされる。
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（レチタティーヴォ）

私の愛するプラタナスの木の

優しく美しい枝々よ

運命が汝らに微笑むように

雷も、稲妻も、嵐も

汝らの愛しい安らぎを

乱すことのないように

吹きすさぶ南風が

汝らを汚すこともないように

（アリオーソ）

かつてなかった

これ以上愛しく

可愛らしく、優しい

木の蔭は（下線は筆者）

4．まとめ

古代ギリシャ・ローマに発した牧歌は、田園において牧人たちが歌い、

奏で、語り合う光景を謳っている。しかし、牧歌の誕生のときから、その

牧人たちは詩人のメタファーとして機能してきた。また、牧歌の風景は、

木蔭に鳥の囀り、蜜蜂の羽音、小川のせせらぎ、そよ風などが加わった「心

地よい風景」であり、これこそが地中海世界の理想郷の姿であった。これ

はウェルギリウスによって確立され、その後の牧歌詩人たちにとっての原

型となる。しかし、ウェルギリウスはそれが政治的現実の前にいとも容易

に失われうることも身をもって知っていた。牧歌は木蔭の喜びとその喪失

をうたいつつ、その後もヨーロッパの詩人たちに書き継がれ、初期近代の

イングランドにも姿を見せる。16世紀のスペンサーは『羊飼いの暦』に

おいて、地中海とは大きく気候の異なる北ヨーロッパのイングランドの自
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然環境に牧歌を順応させた。とりわけ「二月」の牧歌は、オークの木の伐

採とその結果を物語化し、イングランド人にとっての木蔭のエコロジカル

な意義を探っている。17世紀の詩人マーヴェルは木蔭の持つ瞑想的な特

質を歌った。18世紀のヘンデルは、オペラ『セルセ』において東洋から

イングランドにもたらされたプラタナスの木蔭をとりあげ、その瞑想的な

性質を、主人公の愚行をより際立たせるものとして機能させた。木蔭は人

間が自然と調和して生きることの価値と、そのことが、現実には言葉でい

うよりもはるかに困難であることとを、ともに象徴するのである。
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あとがき

本稿は、2011年 11月 1日、宮城学院女子大学英文学会主催英米文学・

文化特別講演の原稿に少量の加筆訂正を行ったものである。今回の講演で

は、木蔭と詩についてイングランドとローマの作品を例に話した。木蔭と

いうテーマを選んだのは、「杜の都」と呼ばれるほど緑に恵まれている仙

台に敬意を表する意味もあった。仙台はもともと仙台城（青葉城）を中心

に緑が豊かであったものが、第二次世界大戦で空襲を受け、戦後、植林が

行われて再び今のような「杜の都」が復元されたと聞く。

後日、鈴木雅之先生のお許しを得て、講演を聞いてくださった学生のみ

なさんから寄せられた感想文を読ませていただき、予期していた以上に私

の話を親身に受け取っていただいたことを知った。実はこの講演の 8か月
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前、未曽有の災害がこの土地を襲ったのだった。津波はこの町の人々と建

物とあらゆる大切なものを飲み込んだが、それはまた、木々や農地の緑を

も奪ったのである。文学作品中の木蔭の喪失は、ここでは現実のものであ

り、京都からやってきた私の考えることなど、甘っちょろいものだと私は

思い知らされた。そして、遅まきながら、苛酷な現実を前にして文学は何

ができるのかという問題に直面し、立ちすくんだ。木蔭の与える癒し、な

どといった安易なモットーは3.11後の日本ではもはや通用しない。しかし、

だからこそ、私は今回与えられた機会に心から感謝している。講演の前よ

りも講演の後に私は多くを考えることができたからである。文学は科学と

異なり、直接自然環境に働きかけたり、変えたりすることはできない。し

かし、牧歌を読んでみると、そこには古代から現代までの詩人たちが、人

間と自然環境の関わりについて思考するさまが示されていることがわか

る。そこには自然の中での人間の営為の喜びも、辛さも、愚かさも、そし

て祈りも書きこまれている。

宮城学院女子大学の学生のみなさんも、どうかキャンパスの木蔭で、ま

た、仙台市を美しい都市にしているケヤキ並木やイチョウ並木の下を歩き

ながら、詩をつくったり、思いに耽ったりしていただきたいと思う。今は

そんなのんきなことをしている場合ではない、と思われるかもしれない。

しかし、それができるのは、時間が自由にある学生の間しかないのだと、

大人の私から申し上げておきたい。

最後に、この講演の機会をお与えくださった鈴木雅之先生、吉村典子先

生、ハンドアウトや写真などでお世話になった副手の及川小百合さん、そ

して熱心に話を聞いて下さった教職員の方々や院生・学生の皆様に厚く御

礼申し上げます。
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イギリス１９世紀にみる「家」の価値転換
―「公的」住まいから「私的」住まいへ―

吉村　典子

はじめに

1．19世紀後半の「公的」な住まい

2．スコットによる「私的」住まいへの転換

　 2－ 1：ベイリー・スコットについて

　 2－ 2：部屋と部屋の繋がり

　 2－ 3：ホールからの展開

　 2－ 4：「シンプリシティ」と「ホームリー・コンフォート」の空間

おわりに

はじめに

1999年ニューヨーク近代美術館で、通常「家」に付与される「プライベー

ト」という定式に反した「アンプライベート・ハウス（The Un-private 

House）」という名称の展覧会 1が開催され話題を呼んだ。これは、物理的

にも外部とプライヴァシーを保ってきた家の表現が、多様な手法で開口部

を持たせ、外部と流動性を持たせていく様相を提示するものであった。し

かし、こうした物理的変化のある形が表れているとはいえ、家というもの

が、住み手（集団や個）の、日々の暮らしの空間を前提とした形象である

ことは変わらない。その意味では、家は、現在も住人の私的 /プライヴェー

トな空間である。

しかし、家にはずっとそのような機能がおかれていたかといえばそうで

1 The Un-private House（chief curator : Terence Reilly）, Jul.1-Oct.5,1999, The Museum of Modern 

Art, New York.  Exhibition Catalogue: Terence Reilly, The Un-private House, 1999.
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はない。イギリスを例にとり、封建時代に遡れば、支配層の家は、家臣の

集まる場であり、政治の場でもあり、王侯貴族の住まいは、数々の儀式の

場でもあったことは周知のとおりである。つまり、公的機能がむしろ強い。

時代は下って、イギリスが産業革命を経験すると、資本主義経済の進展と

ともに社会構造や生活様式の変化がみられ、その中で社会経済的にも中産

階級が台頭してくる。そして彼らの住宅需要に応えるべく新たなモデルが

到来し、「住人 /家族中心」の家づくりが明確になる、というのが主な流

れだ。確かに、19世紀後半の中産階級の住宅需要の高まりにより、住ま

いおよびそれをめぐる営みが大きく変わった。表現においては、例えば、

田園地帯の大邸宅には「オールド・イングリッシュ・スタイル」を、都市

およびその近郊には「クイーン・アン・スタイル」を表現していったリチャー

ド・ノーマン・ショウ（Richard Norman Shaw, 1831–1912）等の活動により、

折衷ながらも、中産階級向け住宅への新たな造形様式が提示されている。

しかし、現存する図面と当時の生活様式等とを重ね合わせてみると、まだ

この時においても公的機能が優先されていることに気づくのである。つま

り、ショウ等の活動期を中心とする 1880年代までは、屋内および建物外

観の意匠的な部分での様式的変化はあるにしても、間取り等は公的機能を

前提に設計されているのである。一方、続く時代の図面等をみていくと、

1890年代に間取りの変化がみられ、同時代の建築家の言説、特に、住宅

について多くの著作を残したベイリー・スコット（Mackay Hugh Baillie 

Scott, 1865–1945）のそれを読み解くと、住人の日常の暮らしが強く意識

されていることが確認できる。今日でいう「私的」住まいのはじまりと言っ

てもよい。そしてこの頃、図面には「リヴィング・ルーム」と書かれた部

屋が登場し始めるが、それは偶然のことではないであろう。つまり、この

公的住まいから私的住まいへの変化に伴い成立してきた、部屋の機能とそ

の名称と思われるのである。もちろん、社会階層や地域によりこの事情は

異なるにしても、少なくとも 19世紀イギリスの中産階級の住まいについ
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ては上述のことが指摘できる。

こうしてみると、家が「公」から「私」へ変わる大きな価値転換が、19

世紀末にあったと言えるのであるが、それにもかかわらずこれまで議論さ

れてこなかったのは、「家は私的なもの」という今日的イメージを自明の

こととして、過去を見てきたからであろう。そこで本稿では、上記の変化

が見られる中産階級の住宅を対象に、まず、家に公的あるいは社会的機能

がより重視されていた状況を確認する。その上で、それがいかに私的なも

のへと変わっていったのかを、それを声高にも提唱した前掲のベイリー・

スコットを例に考察し、さらに彼の作品を通して、どのような形象が成立

していったのかを明らかにしたい。

１．19世紀後半の「公的」な

住まい：1880年代までの間取

りと部屋の機能

19世紀後半は、未曽有の中

産階級の住宅建設ブームであ

り、その建物のモデルとなっ

たのが、かつての王侯貴族の

それであったことはよく指摘

されていることであるが、本

稿では、そうであったからこ

そ、家の公的機能が、イメー

ジとしても中産階級に引き継

がれたという点まで指摘して

おきたい。つまり、家の機能

において、例えば、田園地帯

に建つ貴族のカントリー・ハ
図 1：アドコートのホール、R.N.ショウ設計、1875年（当初

は個人住宅。現在は女子校。椅子は現在のもの。）



イギリス 19 世紀にみる「家」の価値転換

40 英文学会誌

ウスは、地主の家であり、時にはその地の集会場的機能も持ち合わせ、か

つ社交の場でもあるため、客の往来が最も意識されていたが、そうして形

成されてきた表現様式を、用途は異なるにしても継承、あるいは、復興さ

せたのが 19世紀の中産階級の住宅と言える。前掲のショウを例にみると、

田舎のコテジの煙突やテューダー朝のハーフティンバー等の造形言語を自

由に組み合わせたり、空間としては、中世の巨大ホールを復活させたりし

ている（図 1）。前掲の「オールド・イングリッシュ・スタイル」の一例

にあたる。

以下、ショウの図面（図 2）を参照しながら、当時の間取りと部屋の機

能を確認していくことにしよう。19世紀を通して、召使を雇うことは、

その人数は収入によって様々であるにしても、中産階級の間では一般的で

あった。そのため使用人の領域と家族の領域が、一棟で慣習的にも分かれ

ている。当時使用人が殆どの家事を担っていたため、炊事のための台所等

図 2：オルダーブルック 1階平面図、R.N.ショウ設計、1879年
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の空間は、家族の生活の場とは分けられ、前者を “the domestic offices” 後

者を“the residential quarters”とも呼んでいた。図2の中央から左半分が前者、

右半分が後者にあたる。

このうち後者の住人 /家族の生活領域を考察対象とした場合、基本の構

成要素とされるのが「ホール（Hall）」、「ドローイング・ルーム（Drawing 

Room）」、「ダイニング・ルーム（Dining Room）」、「ベッド・ルーム（Bed 

Room）」である。これらに加えて、立地場所や家の規模により、「ギャラリー

（gallery）」、「モーニング・ルーム（Morning Room）」、「ブレックファースト・

ルーム（Breakfast Room）」、「ライブラリー（Library）」、「ビリヤード・ルー

ム（Billiard Room）」、「パーラー（Parlour）」、「ブードワー（Boudoir）」、「バ

ウワー（Bower）」、「ビジネス・ルーム（Business Room）」等がある。これ

らの名称は、日本の部屋の名称と対応させて和訳される場合もあるが、日

本の部屋の名称とその機能が、イギリスのそれとは類似するも一致しない

ことがあり、和訳名を用いることにより異なった機能をイメージされがち

である。従って本稿では、英語のカタカナ表記のままにし、併せて、類似

する名称の日本の部屋の機能との違いも明示することにしたい。そしてこ

うした部屋の中でも、「ホール」、「ドローイング・ルーム」、「ダイニング・

ルーム」、「ベッド・ルーム」は、どの図面にも見られ、イギリスの当時の

住宅の基本の構成要素とも言えるものであることから、以下では、これら

を中心にみていく。

日本では、家族の誰もが使うような部屋や客間等を「公室」、家族構成

員それぞれが個別に使うような部屋を「私室」という場合がある。イギリ

スの場合も、その意味では「ホール」、「ドローイング・ルーム」、「ダイニ

ング・ルーム」が「公室」、「ベッド・ルーム」が「私室」ということがで

きるが、本稿の議論に関わっては、その「公室」については、家族の誰も

が使用するにしても、それ以上に、客を招き入れるための公室性が、19

世紀までのイギリスではより意識されていたことを、ここで確認しておき



イギリス 19 世紀にみる「家」の価値転換

42 英文学会誌

たい。そのことは、「公室」にあたるような部屋を総称して “reception 

rooms” と呼んでいることからも、応接のための機能が意図されているこ

とがわかる。

こうした状況を、当時客観的にも見ていたのが、ドイツの建築家ヘルマ

ン・ムテジウス（Hermann Muthesius, 1861–1927）である。彼は明治期に

技師としても来日し（1887年）、日本ともゆかりのある人物であるが、

1897年～ 1903年の 7年間にわたり、官史としてロンドンの大使館に勤務

し、イギリスの建築やデザインの動きも詳細に調査している。帰国後は、「ド

イツ工作連盟（Destcher Werkbund）」を設立し、ドイツの芸術と産業の近

代化に貢献したことでも知られる人物であるが、そうしたドイツでの活動

に影響を与えたのが、7年間のイギリス滞在であり、住宅に関してはその

時にまとめた Das englische Haus（1904）2が当時のイギリスの状況を克明に

記し、歴史的にも貴重な資料となっている。この本で、彼が最も多くの紙

数を費やしたのは、1860年代から 1900年代のそれであり、本稿の考察年

代からしても第１次資料として必須のものである。そこでは、当時の各部

屋の機能も詳細にわたり語られており、それは生活様式との関係から表れ

る部分でもある。また、ドイツ人のムテジウスであるからこそ気づく、大

陸とは異なるイギリス性が、最も顕著に書き表されている部分でもある。

以下、これを資料として、各部屋の特質をみていく。

「ダイニング・ルーム」は、今や家族中心の空間というイメージが強いが、

当時は、家族のための部屋というには程遠い。客を正式に招いた時に使う、

応接の中で最も重要な部屋といってもよい。正餐のための部屋で、この部

屋での食事の際は、正装である。その部屋から、食後に女性客らが先に退

室して（withdraw）、ひと時を過ごすことで知られる「ドローイング・ルー

ム（かつてはウィズドローイング・ルームと呼ばれた）」は、実際は、食

2 Hermann Muthesius, Das englische Hause. 初版 1904年。翌年 3巻本として出版。本稿では、英

訳版 The English House (translated by Crosby Lockwood Staples, 1979)を参考にした。
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後だけでなく、食前の歓談の部屋としても使われており、その部屋に招待

客全員が揃ったところで、男主人が最も重要な女性客を、女主人が最も重

要な男性客を案内し、残りの客も男女一組となり、男性がエスコートする

形で「ダイニング・ルーム」へと向かうのである。ドイツには、これに当

てはまる部屋はないとムテジウスは言う 3。

イギリスでは、このように「ダイニング・ルーム」と「ドローイング・ルー

ム」の組み合わせで、正式なもてなしが営まれるのであるが、正餐後、女

性は先に「ドローイング・ルーム」へと退室し、男性はしばらく「ダイニ

ング・ルーム」に残り、喫煙等で過ごす。また「アフタヌーン・ティー」

等の茶事は、女性中心に「ドローイング・ルーム」で行われる。それぞれ

の部屋のこうした利用者（の性別）との関係から、「ダイニング・ルーム」

の「男性的貫禄」、「ドローイング・ルーム」の「女性的繊細さ」は、室礼

のイメージとしても当時定着していたし、前者には、重厚な室礼とトーン

の抑えた色調、後者には、軽快な室礼で冴えた色調となる傾向があり、同

時代に多数出版された室内装飾教本 4でも、こうした内容の内装例が提案

され、現存する視覚資料からも、同様の様相が確認できる 5。

3  Ibid., p.36.

4 以下に代表的なものをあげる。

Mrs. Beeton, The Book of Household Management, 1861.

C.L.Eastlake, Hints on Household Guide, 1868.

Robert Edith, Decoration and Furniture of Town Houses, 1881. 

H.R. Haweis, Beautiful Houses, 1886.

Robert Kerr, The Gentleman’s House, 1871. 

W.J. Loftie, A Plea for Art in the House, 1876. 

Lucy Orinsmith, The Drawing Rooms, 1878.

5 こうした点は次の論文でも詳しく論じられている。

Juliet Kinchin, “Interiors: nineteenth-century essays on the ‘masculine’ and the ‘feminine’ room,” The 

Gendered Object, 1996. 

その他、カントリー・ハウス全体に関しては、以下の著書が詳しく、長きにわたって参照され

続けている。

Mark Girouard, Life in the English Country House: A Social and Architectural History, 1978.
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「ホール」は、かつては晩餐会や舞踏会等に使われる大広間であり、前

述のとおり、19世紀後半に中産階級向け住宅で復活してきたものである

が、かつてのホールを思わせる吹き抜け構造をとるものが多く、来客が最

初に通過する空間で、そのスケールの大きさで客を圧倒させるような「美

的目的」の「装飾的なもの」で、「実用性の乏しい付属的空間」ともムテ

ジウスは言う 6。また、前掲の「ドローイング・ルーム」と「ダイニング・ルー

ム」は、正餐およびその前後に連続して使用する部屋でありながら、隣接

する場合も両者を直接繋ぐドアはなく、多くが「ホール」を通って行き来

する。そのため、応接の最も正式な儀式である正餐の際に、「ホール」を

経て移動することから、「通過」のための機能がホールに置かれているの

である。この「ホール」の特徴にみられるように、すべての公室は、「ホー

ル」から各部屋へと繋がり、部屋と部屋は完全に壁で仕切られ、隣り合う

部屋ですら、直接行き来できるドアはない。従って、公室においては「ホー

6 Muthesius, vol.2, p.51. 

図 3：カドガン ･スクエア 68番地　平面図（左から地階､ １階､ 2階､ 3階､ 4階）、
R.N.ショウ設計、1877-8年
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ル」を介さないかぎり、部屋から部屋への移動はできないのである。ムテ

ジウスもこうした様相を次のように指摘する。「イギリスの家には、部屋

と部屋の間にコミュニケーション・ドアがない。（中略）まるで檻のよう

な構造である。」7　ショウの図面（図 2）をみても、応接のための主たる２

つの部屋「ダイニング・ルーム」と「ドローイング・ルーム」は、直接に

は繋がっていない。都市部の連続住宅（terraced-house）の場合は、１階に

「ダイニング・ルーム」を 2階に「ドローイング・ルーム」があるのが通

例で、異なる階に配置している（図 3）。

このように上記の「公室」の「公」が、家族の誰もが使用する部屋以上

に、客を招いたときのそれを前提とされているのがよくわかる。そうであ

るから、例えば前掲の「モーニング・ルーム」は、家族が正餐以外で昼食

や朝食をとったり、子供との団欒の場となったりする部屋であり、また客

を招いたとき「ドローイング・ルームのプレッシャーから解放されるくつ

ろぎの空間」8としての機能があったりする（そのためか、図 2ではドロー

イング・ルームとモーニング・ルームだけが直接ドアで繋がっている）。「ブ

レックファースト・ルーム」は、正餐のための「ダイニング・ルーム」に

対して「家族だけの普段の食事等で使われたりする部屋」で、さらに、女

主人のためのより私的な空間として「ブードワー」や「バウアー」、男主

人のそれとしては「ビジネス・ルーム」や「ライブラリー」があったりす

るのである。中でも「ライブラリー」は、家族や親しい客の間で居間のよ

うに使われていたことが多いようだ。ただし、これらの部屋は、かなりの

部屋数の多い上層中産階級の大邸宅にみられる部屋の種類である。

こうしてみても、少なくとも 19世紀後半に基本要素としてみられる

「ホール」、「ドローイング・ルーム」、「ダイニング・ルーム」は、応接の

ための部屋と言え、そうであるからこそ、「ベッド・ルーム」は、「文字通

7 Ibid., p.27.

8 Ibid., p.44
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りベッドのある部屋であるが、それぞれの使用者の居間（sitting-room）と

して機能」9しており、住人の真に私的な空間がここにあると言える。また

「ベッド・ルーム」はそうした居間の機能を有していたため、より厳密に

は「ベッド・シッティング・ルーム（bed-sitting-room）」と呼ぶこともあっ

たと言う 10。こうした部屋は、2階以上に配置される場合が殆どであり、完

全に「公室」とは階の違い等によって分けられている。従って、この時代

でいうイギリスの「公室」は、基本的には１階（都市部の連続住宅では 1

階と 2階）にあり、以上のような部屋の機能から、家族の日常生活より、

応接に重きが置かれた設計および室礼であったと言えるのである。特に、

カントリー・ハウスはその典型とも言える。ムテジウスも次のように言う。

「イギリスのカントリー・ハウスは、客のための部屋が多くを占めている（中

略）そしてもてなしのためにある。」11

こうした状況の背景には、モデルとした貴族の住まいが、そもそも公的

機能が強いものであったことに加え、その生活様式への憧れが中産階級に

あったことは、よく指摘されている通りであるが、外食等のレジャー産業

の出現と発展以前は、現在それが果たしている役割を、家が担っていたと

も言えるであろう。換言すれば、レジャー産業の発展とともに、家の社会

的公的要素が薄れていくとも言えるのであるが、その因果関係は稿を改め

ることにし、本稿では、外食レジャー産業の発達期と住宅をめぐる考え方

の変化の時期が、一致していることの指摘に留めておく。そして後者にお

いては、具体的に 1890年代の言説に、次のような内容が現れ出す。「正式

な家の伝統的な社会的機能は、第 1に午後のパーティ、第 2に食事会、第

3に舞踏会にあり、そのために、午後のパーティーにはドローイング・ルー

ムを、食事会にはダイニング・ルームとドローイング・ルーム、舞踏会に

9 Ibid., p.53.

10 Ibid., P.53.

11 Ibid., pp.57-58.
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は、2つの部屋を使い、そのようなことをイメージして設計することが前

提ともなっているようであるが、主に考慮にいれるべきことは、住み手の

日々の暮らしであり、先に取り上げたような客を迎えての社会的機能は、

その次に考えるべきことである。」12この指摘をした人物こそが、スコット

である。以下では、彼の住宅論、そして、それによりどのような間取りが

構築されていったのかを見ていくことにしよう。

２．スコットによる「私的」住まいへの転換

２−１：ベイリー・スコットについて

スコットは、イングランド南部ケント州ラムズゲイトに生まれ（1865

年）、はじめ王立農業大学に入学（1883年）するが、卒業（1885年）後は、

バース市建築局に勤め、契約満了の年（1889年）の結婚を機に、マン島

へ移住する。そこでの自邸建設後、制作活動が本格化し、以降国内外を含

め 300件以上の設計を手掛けている。制作内容は、建築から刺繍にまで及

ぶ。中でも、住宅およびそれに関わるデザインには最も多くの時間を費や

している。執筆活動においても、住宅論が中心で、国際芸術誌 The Studio

への 1895年の寄稿を皮切りに、多くの著作を芸術・建築誌で発表し、そ

の点数は 50点を優に超える。また、ドイツのヘッセン公の住まいやルー

マニア王妃自邸の室内装飾など、海外からの設計依頼もこなし、国際設計

コンペにおいてもドイツの公開設計案「芸術愛好家のための住宅」で最高

賞（一等なし、1901年）を受賞している。1900年代には拠点をマン島か

らブリテン島（イングランド）に移し、1904年からは田園都市運動 13に関

わり、レッチワースやハムステッド等の住宅設計にも携わった。この間、

事務所を数回移転するが、大戦中の火災で、設計図は殆ど失われた。1927

12 M. H. Baillie Scott, Houses and Gardens (George Newnes, 1906), p.49.

13 19世紀末ハワード (Ebenezer Howard, 1850-1928)を中心に、一極集中を避け、農村と都市が

共生するような、職住近接の田園都市をつくろうとする構想が多くの支持を得、実際レッチワー

スやハムステッド等で実践された。こうした動きの総称を田園都市運動という。
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年英国王立建築家協会（R.I.B.A.: Royal Institute of British Architects）の会

員となり、以降も設計や執筆活動を途絶えることなく続け、1945年ブラ

イトンで生涯を閉じた。

このように彼の制作活動は、住宅を中心になされたと言えるのであるが、

その図面の多くが上述のとおり焼失した。しかし、実作例はいくつか現存

し、また、彼の出版物には住宅論に加え、多くの図面も掲載されている。

彼の著作については、筆者が確認し入手した範囲では、1895年が最初、

1944年が最後であった。これらを一次資料とするが、この中でも本稿の

議論に関わる時代、つまり 1890年代～ 1910年頃を考察対象にし、特に、

1906年に出版された単著書 Houses and Gardensは、それまでの雑誌掲載

論文の内容を含むことから、これを中心に、19世紀から 20世紀の世紀転

換期の彼の考えや表現を分析していくことにした。

スコットの著作全体を通して読み取れるのが、これまでみてきたような

「公的」な機能に対する批判である。「家は、住人の真の要求とはかけ離れ

たものになっていて、大豪邸の住人の生活や習慣を基本とした伝統にそく

してデザインされている。家の一番良い空間が、客に感銘を与えるために

確保され、家族は小さな部屋に押し込まれている。」14そして「庶民の家は、

客を迎えるための主たる空間でなく、家族が住まうためのものであるべき

だ」15と彼は繰り返す。こうした意識の中で、スコットは、具体的にどの

ような考えや表現を提示していったのかを、次にみていくことにしよう。

２−２：部屋と部屋の繋がり

イギリスの住宅には部屋と部屋の繋がりがないことは、前掲のムテジウ

スも指摘していた通りであり、ホールあるいは通路を介して、個々の部屋

が並ぶという形式が殆どであった。スコットはこうした形式にも異を唱え

る。そこで彼は、空間的繋がりと広がりを考える。それは、彼の最初期の

14 Scott, Houses and Gardens, p.32.

15 Ibid., p.41.
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作例の自邸「レッド・ハ

ウ ス（The Red House）」

で既に試みられている。

この家では、これまで見

てきたような当時の一般

的な間取り、つまり「ホー

ル」、「ドローイング・ルー

ム」、「ダイニング・ルーム」

で 1階の公室が構成され、

それぞれ壁面で仕切られ、ドアがつけられているのであるが、それらすべ

てが、スライド式もしくは折り畳み式で収納可能となり、三つの部屋のす

べてが、あるいは、時には二つが、一つの連続する空間を構成するしくみ

となっている（図 4）。20世紀初頭の大陸ヨーロッパや北米の近代建築に

おいて散見できる手法であるにしても、スコットはこの自邸が建設された

1892年には既に実践しており、極めて早い例としても取り上げることが

できる。部屋と部屋が、ドアで繋がるどころか、それを含む壁もなくなり、

流動感をもった連続する空間が既にここで完成されている。自邸で実践し

ていることから、彼が相当に強く求めていた空間構成と言えるであろう。

やがてこれは、完全に仕切り壁のない形で繋がっていく（図 5）。そして、

部屋と部屋とを単に繋げ、

壁がなくなることだけで

なく、ある部屋を起点に、

その空間構成や機能を大

きく変え、間取りを展開

していくことになる。そ

の部屋が、当時「付属物」

と言われていた「ホール」

図 4：レッド・ハウス　（スコットの自邸）　1階平面図、
M.H.B.スコット設計、1892年

図 5：ベクストンクロフト 1階平面図、
M.H.B.スコット設計、1894年



イギリス 19 世紀にみる「家」の価値転換

50 英文学会誌

である。

２−３：ホールからの展開

「ホール」は、彼の変革の起点としたところと言ってもよい。スコット

は「ホール」を歴史的に次のようにみている。「かつては家それ自体がホー

ルで、寝食すべてがそこで行われたが、近代化とともにそれが細分化し、

パーラーは談話のために、ベッド ･ルームは寝るために、ダイニング・ルー

ムは食事に、ドローイング・ルームは公室から退室して過ごすために、そ

してホールは、贅沢で無駄な付属物となっている。」16　しかし、スコット

は「ホール」を「無駄な付属物」として単純に排除することはせず、むし

ろ「ホール」のないところにあえてそれを導入したり、それを展開したり

することを考えていく。そして「ホール」を時には「ハウス・プレイス（house 

place）」という言葉に置き換えながら「そこは、間取りの中心となり、決

して、客や召使の通路になってはならない」ことを繰り返し言う。「ハウス・

プレイス」とは、家族全員の共通な部屋、あるいは、古い民家では居間を

意味する言葉である。スコットは、それを間取りの中心に据えていくので

ある。

ここで言う「ホール」は、玄関ホール（entrance hall）とは別物で、前

述のように、かつては王侯貴族の城や邸宅等の建物全体を指すものであっ

たり、大邸宅の中で人々が集う大広間として使われていたりした空間であ

る。また地方の農家では、すべての暮らしの営みがこの一室で行われてい

た。こうしたことからイギリスの住宅は「ホール」を中心に展開した、あ

るいは、様々な部屋がこれに付随していったと言ってもよいのであるが、

それぞれの部屋での機能が特化されていくにつれ、その中心性は薄らいて

はいくものの、ホールのある住まいは、比較的大きな面積をそれに費やし

ている。一室でありながら、開放感のある空間である。

この空間にスコットの目が向けられたのは、著述の内容からすると大き

16 Ibid., p.49.
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く 2つの点があると言える。一つは、スコットが広がりのある空間を求め

ていたことによる。彼は、求める空間の特質として「広々とした（spacious）」

や「ゆったりとした（ample）」という言葉をよく使う。部屋の中では、ホー

ルは吹き抜け構造がよく見られるように、イメージとしても広々とした要

素を持つ空間である。もう一つは、家族の団欒の風景である。彼は言う。「か

つてホールは、家のあらゆる機能を兼ね備え、家族が集い、料理をし、食

事をし、そして語り合う場であった。」17つまり、広がりと団欒のある空間

の可能性を「ホール」に見たのである。スコットは、当時の「ホール」に

ついては「単なる通路として部屋と部屋とを繋ぐだけの空間に成り下がっ

ている」18と言うのであるが、批判するのは当時の機能上の問題であり、

空間的な特性については、むしろその意義に目をつけていたと言ってよい

であろう。そして彼は言う。「最初のステップは、ホールを再生させるこ

とにあるが、従来とは異なったかたちで再生させることだ。」19そこでイ

メージされたのが、「家族が集う、暖炉と広いスペースのある部屋」20であっ

た。さらにこうしたイメージや解釈の中で、スコットは、「ホール」を前

掲の「ハウス・プレイス」、さらには「リヴィング・リーム」という言葉

で置き換えはじめるのである 21。

しかし、ゆったりとした「ホール」の確保あるいは導入のために、他の

部屋を縮小化するのでは意味がないと彼は言い、大きく次の 2つの手法を

実践していく。第 1の手法は、既に自邸「レッド・ハウス」でもみられた

壁面に大きなドアやスライド式ドアを導入することにより、部屋と部屋を

繋げることである。そして、限られた敷地面積であるが、広い「ホール」

空間を確保したい場合には、そのために他の部屋の面積を小さくするので

17 Ibid., p.49.

18 Ibid., p.49.

19 Ibid., p.50.

20 Ibid., p.50.

21 Ibid., p.50.
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はなく、ホールの中に

奥まった空間をつくる

ようにして、他の部屋

を融合する手法をみせ

る。空間の中にもう一

つの壁のない空間をつ

くると言ってもよいで

あろう。これが第 2の

手法である。こうして

当時の一般的な公室「ホール」、「ドローイング・ルーム」、「ダイニング・ルー

ム」が繋がる、もしくは、融合されていくのであるが、特に一体化を強く

意識したのが、「ホール」と「ダイニング・ルーム」である。「ホール」に

「ダイニング・ルーム」の機能を持たせていくと言ってもよいであろう。

ここでいう「ホール」は、先にみたようにスコットにとっては「リヴィン

グ・ルーム」である。そして、そこは家族が集う場と考えた場合、その集

いの中で、最も基本とする毎日の営みが食事であるという考えから、その

機能こそを、物理的にも中心にある空間に据えるべきと考えるのである。

また経済的にも、食事の時に、

あらためて別の部屋（ダイニン

グ・ルーム）の暖炉に火を入れ

るのは合理性に欠けることも加

える。こうして「ホール」と「ダ

イニング・ルーム」が一つにな

り、「ダイニング・ホール」が

スコットの図面にも表れ出す

（図 6）。一方、そこで食事をす

ることにより、家具の中で最も

図６：ロードサイド・ハウス 1階平面図、
M.H.B.スコット設計、1900年頃

図７：トレヴィスタ　1階平面図、
M.H.B.スコット設計、1900年頃
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広い面積を要するダイニング・

テーブルが置かれることになる。

このことは「ホール」の開けた空

間的特性が損なわれる可能性を孕

み、同時に、「ホール」を食事だ

けのための機能で使用するには広

すぎることも、スコットは懸念し

ている 22。そこで彼は、食事のため

の機能を有しつつ、広い空間を確

保するため、特に、敷地面積の限

られた住まいでは、前掲の第２の

手法においてみた奥まった空間に、この「ダイニング」の機能を持たせて

いくのである。それを「ダイニング・リセス（dining recess）」と呼び、多

くの住まいに導入していった（図 7，8，9）。その空間は、カーテンなど

で仕切ることもでき、その仕切られたリセス内に、台所につながるドアが

設けられ、ホールを通らずとも、食事のための準備ができる合理的な動線

も形成された（図 7，8，9）。もうこの時点でのスコットの「ホール」は、

従来の機能とは違うものになっている。スコットの図面には、「ホール」

に代わって「リヴィング・ホール（living hall）」（図 7）、そして「リヴィ

ング・ルーム」という言葉が記載

されはじめる（図 9）。

一方「ドローイング・ルーム」

の行方を見てみると、「ホール」

と隣接するところに配置されてい

たそれに代わって見られるのが、

図７や９にあるように「バウワー」

22 Ibid., p.53．

図８：ホワイトナイツ 1階平面図、
M.H.B.スコット設計、1900年頃

図 9：クロスウェイズ　1階平面図、
M.H.B.スコット設計、1900年頃
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や「ブードワー」である。スコットは従来の「ドローイング・ルーム」を

再検討するなかで、「ダイニング」スペース同様、「ホール」に繋がる「リ

セス」のようにすることを考えるのであるが、その時のイメージの源泉と

して、スコットランドの地方民家に見られる「ベン（ben）」を挙げてい

る 23。ベンは穴倉のように奥まった部屋で居間兼寝室として使われ、時に

はそこに客を招いたりする。こうしたイメージと、従来婦人の私室として

ベッド・ルーム等に隣接していた「バウワー」や「ブードワー」の小室を

重ね合わせ、特に後者の名称から婦人の部屋の優美なイメージを重ねて、

小規模のくつろぎの空間として、ホールに隣接させたのである。それは小

規模な部屋ながらも、ホールと壁をなくして繋げることにより圧迫感を軽

減し、また、その広がる眺めを共有することができるというものである 24。

こうして、家族の日々の暮らしを中心に据える考えの中で、スコットは

従来の「ホール」の空間的特色を活かし、間取りにおいてもそれを中心に

据え、他の部屋を有機的に結びつけながら、家族が共にする１日のうちの

多くの営みを「ホール」

でできるようにしたので

ある。図 10では、従来 3

つに分けられていた部屋、

つまり「ホール」、「ダイ

ニング・ルーム」、「ドロー

イング・リーム」が完全

に一つになった空間を表

している。

２−４：「シンプリシティ」と「ホームリー・コンフォート」の空間

以上の点が、間取りと部屋の機能上の彼の変革であるが、それは図面上

23 Ibid., p.59.

24 Ibid., p.59.

図 10：ホリデー・ハウス案 1階平面図、
M.H.B.スコット設計、1904年
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の変化だけではないことは言うまでもない。では、これらを実際に家族の

ための空間として機能させるために彼はどのような表現をとったのか。

彼は著述の中で家に必要な表現として「シンプリシティ（simplicity）」

と「ホームリー・コンフォ－ト（homely comfort）」25とが必要であることを

繰り返し述べている。前者について、スコットの内装デザインをみると、

歴史主義的様式のレパートリーを取り混ぜた同時代およびそれ以前のヴィ

クトリア朝の表現からすれば、装飾があるにしても、はるかにシンプルで

あり、統一的である。それにこそ彼の意図した「シンプリシティ」の意味

と表現の一側面があるといえるが、それは、造形的あるいは装飾デザイン

性から見たうえでの「シンプリシティ」の評価であり、デザイン史研究に

おいてもその議論が中心であった。一方で、彼の著作を読み進めると、ス

コットのこの「シンプリシティ」は、同時にもう一つの彼の理念「ホーム

リー・コンフォ－ト」との繋がり、および結果であることにも気づかされ

る。先行研究では、装飾デザイン的な意味でのスコットの「シンプリシティ」

が語られてきたが、本稿では、彼の言う「ホームリー・コンフォ－ト」か

ら、その言葉の意味するところを考え、そこにみる「シンプリシティ」を

問い直し、本稿の議論とする間取りや部屋の機能との関係からも考察する

ことにしたい。

先にみたように、貴族のライフスタイルを踏襲したような、中産階級の

住まいの「無駄な装飾物」を変えていこうとする方向が、スコットの中に

確認でき、それは間取りにみる「シンプリシティ」と言えるであろう。実

際、その理念に基づき、前述のとおり無駄をなくしていったのであるが、

それが「実用目的だけに向かうのではなく」26、その過程に意識すべきこと

として「ホームリー・コンフォート」が必要であることを彼は一貫して言

う。例えば、前項でみたとおり、スコットは「ホール」が「無駄な付属物」

25 M. H. Baillie Scott, “ An Ideal Suburban House,” The Studio, Vol.Ⅳ , No.11 （Jan, 1895）, p.127

26 Scott, Houses and Gardens, p.74.
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になっていることを指摘しつつも、それを排除することはしなかった。む

しろそこから展開していったのであるが、その背景には、彼は、細分化し

た部屋の寄せ集めと、当時の雑多な室内装飾を批判するなかで、家にはゆっ

たりとした空間が必要であるとし、平均的な収入の家庭では、十分な広さ

の敷地が確保できない場合も、縮小化した部屋を複数設けるよりも、一つ

のゆったりとした部屋を設けることの方が、「コンフォート」が得られる

としていたからである。

前項で確認したとおり、この一つのゆったりとした部屋とは、スコット

の場合は「ホール」のことを指すが、そこでは開放的な空間的特質を維持

しつつ、従来別の部屋に

あった様々な機能をそこに

もたせている。同時に、状

況や目的に応じてカーテン

やスライド式ドアで、使用

における柔軟性ももたせて

いる。こうして、繋がった

空間は、単なる間取りの合

理化を意味してはおらず、

いくつかの部屋に分かれ細

分化し、ムテジウスの言う

ような「檻」が並ぶような

状態を、一つに、あるいは、

それに近いかたちで繋げる

ことにより、住み手の日々

の生活を中心とした団欒の

ある空間をつくろうとした

わけである。「ホームリー・

図 11：ブラックウェル 1階ホール、
M.H.B.スコット設計、1898年

図 12：図 11の暖炉とその奥の窓辺のスペース
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コンフォート」をイメージした間取りの再構成と言ってもよいであろう。

もちろん、流動的で多機能のゆったりとした空間が、直ちに団欒のある

空間につながるわけではない。そこでさらに、彼の設計の細部をみていく

と、単なる面積の広い空間ではなく、所々に空間的変化をつけていること

に気づく。前掲の「ダイニング・リセス」もその一つである。広い空間の

なかで、家族が集まって食事をする光景より、むしろこうした物理的にも

近さを感じさせるような空間が、団欒のイメージを高めることであろう。

こうしたダイニング・スペース以外にも同様の工夫がみられる。図 11

にみられるように、スコットの二層吹き抜けの「ホール」の暖炉まわりに

は、上には張出の別の空間を設け、その下の空間の天井をホール全体より

低くし、さらにその左奥には出窓状に奥まった空間が設けている（図

12）、広い空間の中に、

より近い距離で過ごす

ことができる小空間を

つくっているのである。

勿論ここでも壁で分断

されることのない、連

続する空間である。こ

うした空間は、それま

での「ホール」、例えば

ショウのそれにみるよ

うに（図 1）、中世ホールの暖炉のスケールを復興させながら、吹き抜け

の上へと向かうベクトルを強めていることとは対称的である。

スコットの場合は、こうした小空間を主にコーナー・スペースを利用し

たり、コーナーを意図的に作ったりして、具現化している。特に窓辺や暖

炉まわりに顕著である（図 13）。こうしたコーナーは、当時「コージー・コー

ナー（cozy corner）」とも呼ばれ、少なくとも 1860年代にはその例がみられ、

図 13：ブラックウェル 1階ドローイング・ルーム、
M.H.B.スコット設計、1898年
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1880年代末には流行した空間表現である。「コージー」とは、「こじんま

りとして居心地のよい」を意味するが、そうしたスペースが求められてい

たことも、こうした流行からもわかる。その人気から、賃貸者住宅向けに

は、設置式でコーナーをつくる家具としても販売されてもいたようだ。こ

うした例もあることから、コーナーを活かした空間は、スコット特有のも

のではないし、スコット前後の建築家の設計する住宅にもよく見られる手

法である。しかし、スコットの例の中で、他には見られないこうしたコー

ナーでの大胆な展開ともいえるのが、前掲のダイニング・スペースへの利

用である。「ダイニング・ルーム」は、正餐の場という伝統的イメージが

根強く、それだけに、建築家たちの内装の挑戦も保守的だった。ふり返え

れば、「革新的デザイン」としてメディアをとおして見る部屋の殆どは、「ド

ローイング・ルーム」や「ベッドルーム」であることに気づく。本稿で対

象とする時代は、家の部屋の公的社会的機能に重きが置かれた時代から、

家族の日常の暮らしに着目される過渡期といえるのであるが、この過渡期

には、「ダイニング・ルーム」が公室として、あるいは特別な行事のため

図 14：ファイヴ・ゲーブルズ 1階平面図、M.H.B.ス
コット設計、1897年

図 15：図 14のダイニング・ルームの暖炉
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の時だけに使う部屋として一層孤立するか、家族の日常の食事の場として、

中心的空間に融合されるかの、どちらかになるといっても過言ではない。

その後者をなしえた一人がスコットと位置づけることができ、「コーナー」

を意識した展開の一つとしても取り上げることができる。

その他のコーナーでは、作り付けのソファーをもたせ、L字形、U字形

により、寄り添って語り合う、まさにくつろぎの場をつくっている。特に

よく見られるのが暖炉の脇である。彼にとっては「火は太陽のように体も

心も温めるもので、暖炉は屋内の太陽のような存在」27であった。そこに

「コーナー」をつくることにより、そのスペースを利用するものが、火を

囲んで、和気あいあいと過ごす空間を演出したのである。図 14では、意

図的にコーナーをつくっている様相がわかるし、その図面や実際の空間の

写真（図 15）をみると、より暖炉と近しくしようとする設計上の工夫が

みられる。さらにソファーと暖炉の角度が、「ダイニング・ルーム」との

空間的共有性をも出している。

こうした空間は、ベッド・ルームにもみられ、その「シティング・ルー

ム」としての機能を、このコーナーにより作り出していると言える（図

16, 17）。これらは同時にコーナーを活かすことで、そこに家具を作り付け、

不要な家具を配置することなく、彼の理想とする「ゆったりとした空間」

27 Ibid., p.92.

図 16：ブラックウェル 2階ベッド・ルーム、
M.H.B.スコット設計、1898年

図 17：ブラックウェル 2階ベッド・ルーム、
M.H.B.スコット設計、1898年
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を確保したのである。つまり、室内の「シンプリシティ」を目指しながら

「ホームリー・コンフォート」を同時に満たす空間的工夫である。

一方、こうした空間の暖炉まわりの素材は、耐熱性のある素材、つまり、

煉瓦やタイル、真鍮のフード（覆い）が使われているが、当時、こうした

素材には様々な装飾文様が使われていたが、スコットの場合は、無地か、

文様があっても僅かな部分に限られている。スコットは、暖炉周りの装飾

は、「無地」にすべきということが著作にもみられることから 28、意識的に

こうした表現をとっていると言える。しかも、暖炉まわりのタイル等は、

一般的には、炉辺のまわりに正方形のタイルを、左右と上部に一列に並べ

る程度であったが、スコットの場合は、壁面を構成するくらい広範囲にわ

たって使われている。無地による「シンプリシティ」のインパクトを強め

ると同時に、単色で広範囲に、しかも「太陽のような存在」といわれる火

のある各部屋の暖炉に使われることにより、その部屋の色彩計画の中心的

な色となっている。著述においても、各部屋に鍵となる色彩をもたせてい

くことを強調している 29。色彩的調和による「シンプリシティ」とも言え

るであろう。しかし、無地で単色であればよいというわけではなく、そこ

には、煉瓦やタイルの場合は、釉薬の仕上がりがみせる変化、金工におい

ては、槌による打ち出し装飾の風合いが必要だということを述べている 30。

つまり、表情のある無地である。スコットの使うタイルを例にあげれば、

それらの多くにウィリアム・ド・モーガン（William De Morgan, 1839-

1917） のタイルが使われている。当時、殆どのイギリス産タイルは乾式タ

イル、つまり、細かい粒子をプレス機にかけ、均質的に量産されたもので

あったが、ド・モーガンのそれは、粘土をこねて成形する湿式であり、タ

イルの耐久性を増すために、粘土に陶片屑なども練りこんでいる。それに

28 Scott, “ An Ideal Suburban House,” p.129.

29 Ibid., p.130.

30 Ibid., p.129..
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より表面に若干の凹凸ができ、単色のタイルも、こうした素地への釉薬の

掛け方やその溜りよって生じる濃淡の違いが表れる（図 18）。これらのタ

イルを、スコット設計の住空間では、同色でありながら、濃さ違うタイル

を隣り合うように張り合わせたような部分もあり、意識的と言えるほど、

単色の世界に変化をつけている。このように無地でありながら、そのテク

スチャが変化となり、それらが彼の言う「ホームリー・コンフォート」に

繋がっていることも、次の彼の言葉からわかる。「単に機能性だけでは、

住まいにおける人間の欲求を満たすことはできないであろう。家はその使

用目的にうまく合わせていくことがよいのであろうが、そうした実用性を

こえて、人に何かを感じさえる神秘性や魅力を加える特徴を含むべきなの

である。」31

スコットの「シンプリシティ」は、ともすれば機能主義的なモダン・デ

31 Scott, Houses and Gardens, p.70.

図 18：ブラックウェル２階ベッド・ルーム暖炉のタイル、ド・モーガン工房製
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ザインの前段階的に位置づけられることもあるが、前掲の言葉や表情のあ

る無地が、単なる機能性や色彩計画上の問題だけではない、人とモノとの

関わりが念頭にあることを示しているし、そこに、日々の生活の中での居

心地の良さ、つまり「ホームリー・コンフォート」を生み出そうする方向

も確認できるのである。

おわりに

以上、見てきたように、イギリスの中産階級の住まいにおいては、かつ

ての貴族のカントリー・ハウスにみたような、公的機能とそれによって形

成された間取りが 1880年代まで顕著に見られるが、1890年代に入ると徐々

にそれが家族や住人中心の間取りや空間表現となっていく。その過程を、

スコットの著述と作例を通して見てきたわけであるが、それにおいて見ら

れる最も大きな変化は、長くイギリスの住空間を君臨してきた「ホール」、

「ダイニング・ルーム」、「ドローイング・ルーム」の文字が図面から消え

ていくということである。そして「リヴィング」の文字が、図面に登場し

はじめる。図面のみでその変遷を確認すれば、前者がなくなり、後者が新

たに登場すると言えるのであるが、スコットの著述を参照すると、そうし

た単純な入れ替わりではないことがわかる。つまり、「ホール」の空間的

特色を活かしながら、「ダイニング・ルーム」や「ドローイング・ルーム」

の機能を含有、あるいは、繋げていった。そして、間取りや空間表現にお

ける「シンプリシティ」を目指しながら、住人の安らぎ、つまり「ホーム

リー・コンフォート」のための空間を強く意識していき、広さの中にコー

ナーを活かして人と人とを距離的にも近しくした。装飾材においては、シ

ンプルな無地でありながらも、均質的でない、表情のある表現により、あ

たたかみを作り出しているのである。それらが、住み手の誰もが共有でき

る日々の暮らしのため空間を演出し、導入された文字通りの「リヴィング・

ルーム」としての場が、そこに確立していったのである。



吉村　典子

63第 40 号

これには、産業革命後の近代家族が成立していく過程と大きく関わるこ

とであろう。近代家族にみるように、家族が私的なもの、あるいは情緒的

な関係が強まっていく過程は、本稿で確認した「私的」な住まいへの流れ

と無関係ではない。その流れて言えば、近代家族の特色の一つである役割

分担と 20世紀にみる女性の社会進出が、スコットの次の時代には「キッ

チン」の位置と表現を変えていくのである。こうした「家族」の変容との

関係は別稿に譲るにしても、その暮らし方を変える仕掛けと形象が、本稿

で対象とした時代に顕著になったと言えるであろう。

こうして「私的」住まいが成立してくると言ってもよいのであるが、一

方で、それが「公的」要素にすべて取って代わったかといえば、そうは言

えないであろう。むしろ、今日も変わらず、「公的」要素は家に求められ

る機能の一つとなっている。つまり、家族中心と言いながらも、やはり、

人を招くことが想定され、また、そうした行為が「我が家」をもつ夢の一

つともなっているようだ。しかし、そこには、本稿で議論した時代の「公

的」間取りや形象はもうない。同時代に模索された「私的」住まいの形象

が、家以外の社交の場が多様化する中で、その一つとしての、家ならでは

の社交の空間を作り出している。つまり「私的」形象が、「公的」機能の

場の一要素を演出しているのである。そして今や「ホームリー・コンフォー

ト」とその形象が、家の外の社会的、公的な場においても、「くつろぎ」

や「やすらぎ」を演出する空間表現として、人が集う様々な場のレパート

リーの一つとなっている。その形象の確立の一過程をスコットの例は示し

ているとも言える。

＜図版出典＞

筆者撮影：図 1, 図 11, 図 12, 図 13, 図 16, 図 17, 図 18

M.H.Baillie Scott, Houses and Gardens：図 6, 図 7, 図 8, 図 9, 図 10

“Small Country House by Baillie Scott.” The Studio No.57 （Dec. 1897）：図 14
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Diane Haigh, Baillie Scott：図 15

Hermann Muthesius, The English House：図 2, 図 3 

Ian Macdonald-Smith, M.H.Baillie Scott：図 4, 図 5
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『北回帰線』論―「飽和、吸収」とは何を意味するのか？

本田　康典

『北回帰線』から、「飽和，吸収」のアイディアを示すとヘンリー・ミラー

自身が述べたことのある一節を以下に引く。

「わたしは流れゆくすべてのものを愛する」と、われわれの時

代の偉大な盲人ミルトンは言った。ぼくは今朝、どえらい喜びの

声を発しながら目覚めたとき、この盲人のことを考えていた。彼

の川や木々、彼が探索している夜の世界すべてのことを考えてい

た。さよう、とぼくは心のなかで言った、ぼくも流れゆくすべて

のものを愛する。川、下水、溶岩、精液、血液、胆汁、言葉、文

章を。ぼくは羊膜から溢れ出ていくときの羊水を愛する。ぼくは

痛みを与える胆石、尿砂、なにやかや詰まっている腎臓を愛する。

流出しながら、やけどのような痛みを与える尿水と、はてしなく

広がる淋病を愛する。ヒステリー発作のことばと、赤痢のように

流れ出し魂のあらゆる病めるイメージを映し出す文章を愛する。

ぼくはアマゾン川やオリノコ川のような大河を愛する。そこでは

モラヴァギンのような狂人たちが無甲板船に乗って夢や伝説の

なかを漂い下り、通り抜けられない河口で溺れてしまう。ぼくは

流れものすべてを愛する。＜中略＞　ぼくは流動するすべてのも

のを愛する。そこに時間と生成を有し、ぼくたちを終わりのない

始まりに復帰させるすべてのものを。予言者の冒涜，忘我状態の

わいせつ、狂信者の知恵、自己満足の連祷をやらかす司祭、娼婦

の不潔なことば、側溝を流れる泡、乳房から出る乳、子宮から流

れ出る苦い蜜、流動性があり、溶けて気ままな、溶解性のものす

べて。流動するうちに純化され、もとの意味を失い、死と消滅に
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向かって大きく周回していくすべての膿と汚物。大いなる近親相

姦的願望は、流れ続けていくうちに時間と一体化し、あの世の大

いなるイメージと現在を融合させることである。

遺言状を作成する三日前の 1932年 12月 3日、上の引用文の基礎となる

文章を同年 10月に『北回帰線』（初稿）に書き込んでいたミラーは、その

箇所を初稿からサミュエル・パトナム宛ての手紙に書き写し、「飽和、吸収」

（the saturation, the absorption）のアイディアを示していると短く説明した。

その手紙には、「ギリシア的アイディアですが、ギリシアに対するはなは

だしい崇拝を意味しない」とも書かれているが、総じて意味が曖昧であり、

判然としない。明快なのは、ミラーが興奮気味であったことだ。「飽和、

吸収」という措辞によって、ミラーが意図していたのは何であったのか。

「ギリシア的アイディア」という観点から、古代ギリシアの哲学者ヘラ

クレイトス（紀元前 540–480？）の、いわゆる「万物流転」の思想を連想

できようが、なぜミラーが 1932年 12月に、ヘラクレイトス的「万物流転」

の思想に興奮していたかについて説明できないし、「飽和、吸収」という

措辞をヘラクレイトスに脈絡させて思考するのも困難である。むしろ、ミ

ラーが『北回帰線』（初稿）のなかの一節を抜き書きして、サミュエル・

パトナムに「飽和、吸収」のアイディアを示していると説明した事実から

出発してみたい。

要するに、ミラーとパトナムの交流は、パトナムが編集する文芸誌

『ニュー・レヴュー』誌への寄稿とパトナムの著したラブレー伝の借用に

絡んでいた。ミラーは 1931年春、夏に発行された『ニュー・レヴュー』

第二号と第三号に首尾よく寄稿できたのであるから、他の寄稿者の作品に

も目を通したはずである。とくに第三号ではパトナムの一時帰国との関連

で編集業務にも携わり、迫力不足の作品などはペルレスと合意のうえで掲

載しなかったほどであり、掲載された作品はていねいに通読したであろう。
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ミラーは第三号に掲載されたミゲル・デ・ウナムーノ（1864–1936）のエッ

セイ「いかに小説を書くべきか」の内容に感銘し、さわりの部分をのちに

短編集『黒い春』のエピタフとして冒頭に掲げたほどである。ミラーはス

ペインの哲学者であり作家でもあるウナムーノに興味を抱くようになっ

た。パリで亡命生活を送っていたウナムーノのエッセイを掲載しようとし

たのがパトナムであり、スペイン語のエッセイを英訳したのもパトナムで

あったから、ミラーがウナムーノの著作に触発されて書いた文章をパトナ

ムに示したとしても意外ではないだろう。しかし、ミラーは「飽和、吸収」

のアイディアをウナムーノの作品のなかに見出した事実をパトナムに伝え

ようとはしなかったのである。

1932年 1月下旬、アナイス・ニンに宛てて、ディジョンのカルノ高等

中学校で書かれた手紙のなかでミラーは、「きょうの午後、疲労困憊して

いるときに、『ニュー・レヴュー』誌に掲載された小説に関するウナムー

ノの見解について考えていました」と述べ、さらに同年 7月 30日付の、

映画監督ブニュエルについての見解を述べている手紙では、「ぼくはブニュ

エルの知性をそれほど高く評価していない。彼はそういう類いのスペイン

人ではない。（あの男はウナムーノをひどく軽蔑していました！）ぼくは

ウナムーノを全面的に支持しています」と述べている。この手紙の「追伸」

に、「抜粋は次の手紙で続くでしょう。まあちょっとウナムーノを読んで

ください！　わがウナムーノを。あの生の悲劇的感情
4 4 4 4 4 4 4

はどこにあるのか？

　ぼくにはそれが必要だ。明日はジッドのドストエフスキー論について書

くかもしれません。あらゆることがぼくの内面でうごめいている―フラ

ンケル、プルースト、ウナムーノ、オズボーン、ロレンス―」とあるの

で、当時のミラーはウナムーノの代表作『生の悲劇的感情』（1913）の抜

粋を作成していたようである。1932年のミラーは、ウナムーノに傾倒し

ていた。とりわけ注目されるのは、この 7月 30日の手紙のなかで、「ぼく
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は例の本の題名を見つけたと思います。次のふたつのどちらがよろしいで

すか―『北回帰線』または『ぼくは赤道を歌う』（第二巻は『南回帰線』

になるでしょう。最後の本は『神』となるはずです）」と書かれていて、

初稿を書きあげる二ヶ月半前にようやく題名の目途がついたことだ。さら

に注目してよいのは、『神』という作品がミラーの内面で胚胎していたこ

とである。いったい、実現しなかった『神』という「最後の本」(the last 

book)もミラーの自伝的作品の構想の一部であったのか。興味深いのは、

これらの題名の決定された時期とミラーのウナムーノへの傾倒の時期がお

おむね重なり合っていることだ。さらに興味深く思われるのは、字面だけ

で言えば、「最後の本」は、『北回帰線』という題名が決定される以前の仮

題『最後の書物』（The Last Book）と一致することだ。1932年 2月下旬、ディ

ジョンからパリに戻ると、ミラーは「パリの本」を『最後の書物』と呼ぶ

ようになった。わずか数ページであるが、「最後の書物」と題するタイプ

稿が現存するが、その内容はディジョンからパリにもどって、『北回帰線』

のカールことペルレスのホテルへ直行するくだりである。この時点でミ

ラーはすでにウナムーノに傾倒していた。かつて引用したことがあるよう

に、『北回帰線』においてミラーは、「新しい聖書」になるはずの『最後の

書物』が「匿名で」執筆されるべきであって、「野望を秘めていることで

巨大であるのだ」と述べているが、ミラーのいう「野望」とは、『北回帰線』

を執筆しているさなかにあって、『神』という「匿名で」執筆されるべき「最

後の本」がすでにミラーの内面でかすかに胚胎していたことと結びついて

いるのではあるまいか。

1932年 2月下旬、ミラーはセリーヌの『夜の果てへの旅』のタイプ稿

を読み始めた。当時のミラーについて、『アナイス・ニンの日記』（1932

年 2月）のなかで、日記の書き手は次のように綴っている。

ヘンリーは聖フランシスのことを語り、聖性という観念について
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瞑想に耽る。なぜなの、とわたしは訊ねる。

「ぼくは自分を地上最後のひと ( the last man on earth)だと考えて

いるから」。そしてわたしは、彼から聞かされる誠実な告白や畏

怖する能力について考える。

おのれ自身を「地上最後のひと」に見立てようとするミラーがいる。す

でに述べたように、執筆中の作品に『最後の書物』という仮題がつけられ

たのも同年 2月であった。「間奏曲」と題する『南回帰線』の中間章に、「ぼ

くには自分が地上最後のひとになるだろうという確信めいたものがある。

けりがすっかりついたとき、ショーウィンドーから出て来て、廃墟のなか

を静かに歩むのだ。全世界をぼくのものにしよう」とあるから、「地上最

後のひと」であろうとする自己認識の想念は、『最後の書物』こと『北回

帰線』を執筆しているさなかから『南回帰線』にいたるまで、ミラーの内

面において持続していたことになる。この「地上最後のひと」はミラーの

形而上的自己であり、ミラーはこの形而上的自己を『南回帰線』や三部作

『薔薇色の十字架刑』においてひそかに描こうとした。『北回帰線』あるい

は『最後の書物』が「野望を秘めていることで巨大である」というのは、

ミラーが「地上最後のひと」であろうとするおのれ自身を作品に織り込む

つもりがあったからではあるまいか。

1932年 2月にミラーがおのれ自身を「地上最後のひと」に見なそうと

した事実は、『生の悲劇的感情』をすでに（おそらくディジョンで）読了

していたことを示している。ミラーはこの書物の第十章「宗教、来世神話、

アポカタスタシス」にとりわけ興味をそそられた。アポカタスタシスとい

う語は、元来ギリシア語であって、英語辞典で語義を載せているのは、『オ

クスフォード英語大辞典』と『ファンク・アンド・ワグナル英語大辞典』（1970

年代から絶版）だけである。ミラーは『わが生涯の読書』第二章において、

アポカタスタシスの観念に興味をもつひとは全世界で百人もいないと断言



『北回帰線』論――「飽和、吸収」とは何を意味するのか？

70 英文学会誌

し、『ファンク・アンド・ワグナル英語大辞典』から語義を以下のように

転載している。

（一）　以前の場所または状態への復帰、再建、完全な回復。

（二）　（神学）悔悟せざる死者の聖化を最終的に回復し，神の恩

寵があること。

（三）　（天文学）惑星が周期的に運行し、元の同じ位置に戻るこ

と。

さらにミラーは、古代ギリシア人がアポカタスタシスを「病気の回復」

の意に用いることもあったと説明している。アポカタスタシスは、平たく

言えば、万物の更新、万物の出発点（ミラーにあって根源は神を意味する）

への帰還、回復を伴う回帰の観念である。

さてウナムーノは、『生の悲劇的感情』第十章において、神に一致しよ

うとする人間の宗教的願望や死後の永遠の生について思索しながら、次の

ような奇妙な仮説にたどりつく。「なにものも創造されず、なにものも失

われず、すべてのものが変化する」という定式とエネルギーの状態との関

連を考察し、精神の集中化という傾向に対して物質エネルギーが拡散する

傾向にあることから、物質エネルギーの（たとえば、熱拡散による）安定

性と同質性という科学哲学の結論とアポカタスタシスとのあいだに関連性

があるのではないか、とウナムーノは想像している。

そこでウナムーノは、思想の歴史において、あらゆるものの意識（ウナ

ムーノにあって意識は神と同義である）への還元という意味において、物

質の均質的なものへの還元過程に対応するものがあるだろうか、と自問す

る。ここでウナムーノが用意する回答が聖パウロの教説であり、アポカタ

スタシスという神学上の観念である。ウナムーノのいう聖パウロの教説と

は、「滅ぼすべき最後の敵は死である」から始まり、「神がすべてのものに
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あってすべてとなられるためである」で終わる「コリント人への第一の手

紙」第 15章 26節から 28節までの聖句を指している。ウナムーノはとり

わけ「神がすべてのものにあってすべてとなられるためである」という、

いわば神の「飽和」状態についての聖句を聖パウロのアポカタスタシスと

みなし、とめどない思索にふけっている。以下の引用文がウナムーノのア

ポカタスタシスに関する中心的モティーフである。

アポカタスタシス、つまり神がすべてにあってすべてになるこ

とは、かくしてアナセファレオシス（the anacefaleosis）、つまり、

すべてがキリストのうちに、人類のうちに収縮していくこと―

それゆえに人類が創造の目的であること―に還元される。そし

てこのアポカタスタシス、すべてのものの人間化もしくは神化は

物質を消去するのではなかろうか。

意識と神が同義であるウナムーノにあって、アポカタスタシスとは、と

どのつまり、すべてのものが精神的存在に還元する（つまり、吸収される）

ことを意味するから、物質的なものが消去され、意識もしくは精神の均質

性（あるいは同質性）という状態が論理的に成立し、個別的精神の否定と

いう矛盾をはらむ。そこでウナムーノは自説の欠点を克服するために、シャ

ルル・ボヌフォンという人物の『生と死に関する対話』と題する書物から

示唆的な表現を援用することになる。ウナムーノが紹介するボヌフォンは、

肉体と魂は不可分のものであり。単独ではいずれもが生きられないもので

あるとして、実際は死も誕生も存在しないという極端な思考をたどり、そ

こから肉体が受け継がれるように、魂も受け継がれているとする。これは

人間の個別性を否定することに通じていき、ウナムーノの発想に近づいて

いる。ウナムーノはボヌフォンの意見を援用しながら、聖パウロのアポカ

タスタシスについて思索を深めようとする。
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それゆえに、われわれのだれもが以前に生きたことがあるので

あり、みずからは知らないであろうが、これからふたたび生きる

ことになるだろう。「もしも人類がみずからを超えて次第に高め
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

られるのであれば、みずからのうちに人類のすべてを包含するこ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

とになる最後のひと
4 4 4 4 4 4 4 4 4

が死ぬときに、彼がどこか天において存在す

るような高い秩序の人類に到達したことがないなどと言えるひ

とがはたしているであろうか？＜後略＞」。このような想像や思

考の様式によれば、だれもが生まれないのであるから、だれも死

なないことになり、いずれの魂も闘いを終えたことがなく、＜中

略＞いっぽうにおいて、彼ボヌフォンも人格的個であり、このよ

うな願望を感じているのであるから、呼び出された者と選ばれし

者との区別や代表的精神の観念をも採用している。

ウナムーノが紹介するボヌフォンの考えによれば、「個の不滅性」をも

たない大多数の人間は、「大洋の水滴」、「神のからだの、意識をもつ細胞」

であり、「永遠の光をあずかるように予定されている」という。ウナムー

ノは、これを「ボヌフォンの宇宙的夢想」と呼び、これこそが「聖パウロ

のアポカタシスタシスの柔軟な表現」に他ならないと述べている。

ミラーのいう「地上最後のひと」は、ウナムーノが紹介するボヌフォン

の「みずからのうちに人類のすべてを包含することになる最後のひと」と

いう神のごとき「代表的精神」の別称であり、この精神は「人類のすべて

を包含」しているゆえに「吸収」の観念をはらんでいる。1932年 2月、

ウナムーノの説くアポカタスタシスのうちに「飽和、吸収」の観念を見出

していたミラーは、おのれを「地上最後のひと」というアダム的存在にみ

なそうと夢想した。同年 12月 3日、ミラーはサミュエル・パトナムに『北

回帰線』（初稿）の一節を引用して、一回だけ「飽和、吸収」という措辞
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を用いたのである。注目してよいのは、ミラーがおのれを「大洋の水滴」、

「神のからだの、意識をもつ細胞」ではなく、極大化された「地上最後の

ひと」というアダム的人物に見立てようとしたことだ。前述したように、

この形而上的自己の探求は、以後の自伝的小説群や『わが生涯の読書』

（1952）などの暗渠において展開されており、『北回帰線』は、このような

形而上的自己の登場をひそかに予告する作品であるがゆえに「野望を秘め

ている」のではあるまいか。

「神がすべてにあってすべてになる」という聖パウロの「飽和」的アポ

カタスタシスの観念が、「アナセファレオシス、つまり、すべてがキリス

トのうちに、人類のうちに収縮すること」であり、ミラーが「ウナムーノ

を全面的に支持」しつつ、ひそかにアポカタスタシスをおのれの主題のひ

とつにしているのであれば、ミラーは自伝的小説『北回帰線』において、

もうひとりのキリストの登場を予告することになるだろう。なぜなら、ミ

ラーのいう「地上最後のひと」ともうひとりのキリストは、ウナムーノの

著作に触発された観念であるから、二者であるというよりは、「飽和、吸収」

という一枚のコインの表裏の関係にあるからである。

七年間、ぼくは昼夜をわかたず、たったひとつのことを思いな

がら動き回っていた―彼女のことを
4 4 4 4 4 4

。彼女に対するぼくのよう

に、自分の神にかくも忠実なキリスト者がいるとすれば、今日ぼ

くたちはみなイエス・キリストになっているだろう。昼夜をおか

ず、彼女を欺いているときですら、ぼくは彼女のことを考えてい

た。

ここでいう「彼女」は、『北回帰線』のモーナ、つまりミラーのふたり

目の妻ジューンを指す。「七年間」は、ミラーがジューンに初めて会った

1923年から、ミラーが単身パリに渡った 1930年までを指し、ミラーが構
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想した自伝的小説群の年代的枠組みにあたる。

「ぼくたちはみなイエス・キリストになっているだろう」という文章の

中心にいるのが作者自身であるとすれば、ミラーは後続する作品群におい

ておのれ自身をもうひとりのキリストとして描き出す予定でいたことにな

るだろう。北回帰線という地理学上の措辞にはキリスト到来の予告という

観念が古代人によって封印されているが、『北回帰線』や『南回帰線』を

一読してキリスト到来の予告という主題を読み解いたのがウェールズの哲

人ジョン・クーパー・ポウイス（1872―1963）であって、ポウイスとミラー

の関係を論じる章において改めて指摘したい。

冒頭の引用文は、ウナムーノの著作に触発されて綴られたアポカタスタ

シスの観念を暗示している。「ぼくは流動するすべてのものを愛する。そ

こに時間と生成を有し、ぼくたちを終わりのない始まりに復帰させるすべ

てのものを」。ミラーにおけるアポカタスタシスは、「終わりのない始まり

に復帰させる」ことであり、それは未来への接続ではなく、はるかな過去

への逆流を意味する。前方ではなく、「後方」への飛翔である。終末と始

源（根源）を接続させることである。つまり、「ヨハネ黙示録」から「創

世記」の冒頭への架橋作業である。「大いなる近親相姦的願望は、流れ続

けていくうちに時間と一体化し、あの世の大いなるイメージと現在を融合

させることである」。ミラーのいう「近親相姦的願望」とは、「飽和、吸収」

が二者ではなく、分離し難い表裏の一者であり、終末と始源がひとつであ

るという「願望」を意味する。冒頭の引用文は、ミラーが『生の悲劇的感

情』の第十章を引き金として書かれた「飽和、吸収」の観念をひそかには

らむ文章である。『北回帰線』の主人公は言う、「おれは忍耐の限界に達し

たのだ。追い詰められている。もう一歩も後退できない。歴史に関する限

り、おれは死んでいる。ほかになにかあるとすれば、後方へ跳ね上がらな

ければならないだろう。おれは神を見出したが、それだけでは足りない。
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おれは精神的に死んでいるにすぎない。肉体的には生きている」と。ミラー

が「後方へ跳ね上がらなければならない」のは、彼みずからがアポカスタ

シスの観念をおのれの橋頭堡にしているからではなかろうか。

1933年 2月、写真集『パリの夜』が刊行されると、ミラーは写真家ブラッ

サイと親交をいっそう深めるようになり、ブラッサイとのパリ探訪などを

同年夏に『北回帰線』に書き足した。当時のミラーについてブラッサイは

著書『等身大のヘンリー・ミラー』において次のように述べている。

ミラーと話しているときにたえず彼の口からもれ出る重要語

が逆行する（regress）という動詞だった。ぼくは進歩したいとは

思わない、逆行したい、とミラーは言った。そう、逆行したい。

日々、ますます無知に、植物や動物のように無知になりたい。

五千年の歴史、神々、宗教、書物、“偉大な人びと ”の影響をきっ

ぱりと除去したい。・・・ぼくにそうするちからが備わっている

のなら、学校や博物館を抹消するだろう、ありとあらゆる図書館

を焼き尽くすだろう。戦争を勃発させる歴史を抹消するだろう。

じゃあ、きみはあらゆる文明や文化を一掃するというんだね？　

もちろん、そのとおりだ。きみはゲーテやニーチェなどの偶像を

大切にしている。ぼくだってぼくなりの偶像のパンテオンを揃え

ている。ぼくはそういう偶像を焼尽に帰してしまうね、どれもこ

れも・・・拡大されたぼくの知識、豊かなぼくの教養から何を獲

得したのだろうか？　なんにもない。失ったもののほうが多い。

ぼくがなぜ第一作を『北回帰線』と呼んだのか知っているかい？

　ぼくにとって、題名のなかの蟹座 (Cancer)という語が文明の病

気、誤った道の終点、進路を根本的に変更し、ゼロから完全に再

スタートする必要性を象徴しているからだ・・・そうさ、どのよ

うな運命をたどろうと、ゼロから出発すべきで、疑問の余地はこ
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れっぽちもない・・・ぼくが望むのは、進化を止めること、われ

われが選択した道を逆戻りし、子ども時代以前の世界に戻り、さ

らにさらに逆行し、回帰し、そしてとうとうわれわれが背後にし

た世界に到達することだ。そこでは文明や文化がなんら重要な役

割を演じない・・・いまこそわれわれは、ある意味で文化とは関

係のない、原始的な宇宙を考え、感じ、眺めるときなのだ。

ミラーはアポカタスタシスという措辞ではなく、「逆行する」という動

詞を用いて、おのれの形而上的主題をブラッサイに熱烈に語ったことにな

るだろう。ミラーのブラッサイへのこの語りは、『北回帰線』に底流する

主題でもある。1930年代のパリにあって、ミラーは世界の終末を意識し、

「ゼロから出発」すべく人類史を逆行させようと夢想し、絶叫調になる。「ぼ

くたちは凶運を背負い込んでいて、ぼくたちのだれにとっても
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

希望なんぞ

ないのかもしれない。たとえそうであろうと、最後の苦悶の、血も凍るよ

うな吠え声を、抵抗の金きり声を、鬨
とき

の声を上げようでないか。嘆きを消

散させろ！　悲歌も挽歌も失せろ！　伝説、歴史、図書館、博物館を取り

除いてしまえ！　死者に死者を食わせよ。ぼくたち生者に噴火口のふちで

最後の息を引き取る寸前の踊りを踊らしめよ」。『北回帰線』のなかの、こ

の一節がビートの詩人アレン・ギンズバーグを鼓吹し、詩集『吠える』（1957）

を書かせるきっかけのひとつとなったと言われているが、留意すべきは、

この一節が冒頭に掲げた一節の直前に位置していることだ。『北回帰線』

において、ミラーはアポカタスタシスの観念をおのれの形而上的主題とし

て採り入れている。

アナイス・ニンに宛てて 1933年 6月に書かれた手紙のなかで、ある書

店でジェラール・ド・ネルヴァル（1808–55）の作品を購入して、その本

をニンに発送したことを通知したミラーは、「友人のポール・ヴィヤンに
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よれば、この作品がいちばんよく知られているそうです。ぼくは読んでい

ないので、きみがどう思ったかを教えてください」と述べているが、やが

てネルヴァルの主要作品を読み継いでいった。ネルヴァルのもっとも有名

な作品は『オーレリア』（1855）であるが、ミラーはこの小説を耽読した

にちがいない。

夢と現実が混淆する生活を送る錯乱状態の『オーレリア』の語り手は、

第一部において、世界創造の原点の、さらなる彼方にいたるまでの「一種

の世界史」を一枚の紙片に書きつけようと決意する。第二部で語り手の「ぼ

く」は、コンコルド広場でチェイルリ宮の上方に「黒い太陽」や「赤い天

体」が見えたように思う。これは「ヨハネ黙示録」の終末の天空と一致す

るから、ネルヴァルのいう「一種の世界史」は「ヨハネ黙示録」から「創

世記」にいたるまでの、人類の記憶に刻まれていない歴史であって、ミラー

は『オーレリア』のなかにアポカタスタシスの観念を見出し、ネルヴァル

に限りない親近感を抱いただろう。

ミラーはネルヴァルとの関係においておのれを検証する必要が生じた。

『オーレリア』の主題のひとつは、語り手の死せる恋人オーレリアの夢や

天上における変身のプロセスと語り手自身の救済であるが、ミラーは『南

回帰線』において、地下世界に繋がれたマーラ（モデルはミラーの二人目

の妻ジューン）の黒い変身をオーレリアの倒立像として描くことによって、

おのれ自身とネルヴァルをひそかに対比させている。　

ミラーは古代の星学に関心を示していたが、占星学の発祥の地とされる

カルディアに起源する「大年」(Great Year)についての知識をどこかで獲

得していたようにも思われる。ミルチャ・エリアーデ（1907–86）は『永

遠回帰の神話』において、周期的に回帰する「大年」に宇宙・世界が劫火

に覆われて崩壊するが、やがて宇宙・世界は回復するという楽観的終末観

を紹介している。エリアーデによれば、「永遠反復の神話の堅守は、アポ
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カタスタシス（この措辞はアレクサンダー大王以後、ギリシア世界に入っ

た）神話の堅守とともに、そこにはっきりとした反歴史態度を、歴史から

自己を守ろうとする意思とともに認めることのできる哲学的立場である」

が、ミラーもまた世界の瓦解が予感される危機の時代にあって、「歴史か

ら自己を守ろうとする意思」と思想を『北回帰線』において示したことに

なるだろう。

「大年」にまつわるカルディア説によれば、「宇宙は永遠であるが、周期

的に破壊され、＜大年＞ごとに再建される」という。その紀年数は学派に

よってまちまちであるというが、興味深く思われるのは、「七つの遊星が

蟹座に集合するとき（大冬 Great Winterにあたり）大洪水が起こる。七つ

の遊星が山羊座に出会うとき、宇宙（つまり、大年の夏至にあたり）は大

火で焼尽に帰する」という主張である。地理学上の用語である北回帰線の

英名に蟹座が含まれ、南回帰線には山羊座が含まれる。山羊座と蟹座は古

代の星学の中核となる星座であって、遥かな古代人の世界観についてのお

ぼろげな記憶が埋め込まれている。『北回帰線』の語り手が世界の瓦解を

待望する姿勢を示すとき、彼は古代人の世界観に立脚しつつ発言していた

ことになるだろう。

ミラーはアポカタスタシスという形而上的主題を自伝的小説群において

展開することになった。前述したように、1932年 7月下旬、ミラーは『北

回帰線』と『南回帰線』という題名を案出したときに、『神』という「最

後の本」の構想があることをアナイス・ニンにほのめかした。1938年春

になると、『神』という題名が『竜座と黄道』に変更された。以後のミラー

は、再三にわたって『竜座と黄道』が彼の「最後の本」であると発言する

ようになった。『竜座と黄道』は執筆されずに終わったものの、この作品

のおぼろな輪郭は、ミラーの作品群のなかに織り込まれている。ミラーは

沈黙のなかに『竜座と黄道』を存立させようとした。なぜならこの作品の

なかに、ミラーは「天球の音楽」（宇宙の音楽）を交響させようとしてい
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たからである。ミラーはピタゴラスが提唱した「天球の音楽」の、二十世

紀における継承者であった。ミラーは彼の敬愛するジョン・クーパー・ポ

ウイスとともに、近現代の天文学的宇宙観にくみしようとしなかった。ミ

ラーの主要作品群と断簡零墨の類に点描されているアポカタスタシスの主

題を未知の作品の題名に繋絡させつつ読み解けば、『竜座と黄道』は人類

の宇宙起源のストーリーになる。はるかな太古にあって、神のごとき人類

の始祖が光り輝きながらチベットのシャングリラに到達した。この人類の

始祖はミラー自身の「太古の自己」に他ならない、とミラーは『わが生涯

の読書』第十三章「トイレでの読書」においてほのめかしている。文学作

品は読まれることによって成立する。『北回帰線』を極微の胚芽とするア

ポカタスタシスの物語は、「飽和、吸収」の観念をはらみつつ、 非実在の

作品として重くたわんでいる。ミラーは『最後の書物』の「野望」にこだ

わり続けた作家であった。
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『ビルマの日々』における動物の比喩表現

山口　梓

Ⅰ

ジョージ・オーウェル（George Orwell, 1903-1950）は、イートン校を卒

業してすぐの 1922年から 1927年にかけて、インド帝国警察官としてビル

マに着任している。彼はこの時の経験を最初の小説『ビルマの日々』

（Burmese Days, 1934）に反映させている。この作品以外にも、オーウェル

は植民地支配を受けているビルマを舞台にした「絞首刑」（“A Hanging,” 

1931）や「象を撃つ」（“Shooting an Elephant,” 1936）において、植民地支

配の非道さを訴え、さらには現地人を支配するために英国人としての自己

の威信を守る必要があることも主張している。このため、『ビルマの日々』

はイギリス植民地を背景にしてインドとイギリスとの間の相互理解の困難

さを描き出している E・M・フォースター（E.M. Forster, 1879-1970）の『イ

ンドへの道』（A Passage to India, 1924）としばしば比較される 1。

『ビルマの日々』にはビルマの熱帯林や野生動物に関する描写が頻出す

る。向島正喜や J・V・ナップ（J. V. Knapp）も指摘しているのだが、「イ

モリのように細い手」 （“a slender hand like that of a newt,” 27）、「ウサギのよ

うな顔」（“rabbit-like faces,”174）、「つる植物の中には巨大で大蛇のような

ものもあった」（“some of the creepers were huge, like serpents,” 157）などと

いった描写に見られるように、人や自然が動物の比喩を用いて表現されて

いる場面も目立つ（向島，443; ナップ , 14）。本論では、登場人物を描く

1 1936年の『ニュー・イングリッシュ・ウィークリー』（New English Weekly）の書評（“Review”）

で、オーウェルはフォースターの『インドへの道』について、たいてい小説を書く力を持って

いるとしても「インドで十分にその雰囲気を吸収できるまで滞在する」（“to stay in India long 

enough to absorb the atmosphere,” Orwell, The Collected Essays I, 261）ことはないと述べ、作品を

評価している。
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際に用いられているイモリ、ウサギ、ワニなどの動物のイメージの中から、

「犬」の比喩を取り上げ、その表現が果たす役割を分析したい。

Ⅱ

最初に「犬」の比喩表現がどのように用いられているのかを見ていきた

い。白人クラブで働くドラヴィダ人のバーター（butler）は、主人公であ

る白人のフローリ（Flory）と警察署長ウェストフィールド（Mr Westfield）

にブランデーを差し出すとき、「犬のように涙を溜め黄色い瞳」（“liquid, 

yellow-irised eyes like those of a dog,” 20）をしていると描写される。また、

ビルマの召使や苦力（クーリー）たちは、白人たちに狩猟に連れて行って

もらったとき、白人たちの邪魔をしないよう、「犬のように火に近づく」

（“edging up to the fire like dogs,” 64）。さらにフランシス（Francis）とサミュ

エル（Samuel）の二人は、白人と現地人を両親に持つのであるが、「獲物

を見つけた一組の犬」（“a pair of dogs asking for a game,” 114）のようにフ

ローリに近づき話しかける。このように現地人はたいてい「犬」にたとえ

られており、しかもコミュニケーションの相手として彼らの目の前には必

ず白人がいる。

フローリの友人であり、インド人医師であるヴェラスワミ（Veraswami）

もまた、「黒いレトリーバー犬を思わせる黒く潤んだ瞳」（“dark liquid eyes, 

recalled that of a black retriever dog,” 42-43）2をしていると描写されている。

彼はフローリに対して 「あなたがたイギリス人がいなかったらビルマ人は

無力だ」（“they [the Burmese] are helpless without you [the English],” 38-39）

2 18世紀、レトリーバーという犬の品種は発展段階にあり、「カナダから輸入された犬たちは

イギリスの有閑階級によりしっかりと保護され、各々の目的に合わせた繁殖が行われたという」 

（下田尾 , 77）。これを踏まえると、ただの「犬」ではなく「レトリーバー」を思わせるヴェラ

スワミ（Veraswami）は、白人の保護下でより忠実に仕える存在であることを示唆しているの

かもしれない。さらに有閑階級の保護を受けたレトリーバーであるから、「レトリーバー犬」

を思わせたヴェラスワミは階級への憧れを秘めていることを暗示しているのかもしれない。
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と述べる。彼の言葉に象徴されるように、現地人は自分を卑下し、白人と

の交流を喜ばしく思い評価をしているのは、現地人である彼らも「白人紳

士」（pukka sahib）を受け入れていることを示す。また、1939年に発表さ

れた「マラケッシュ」（“Marrakech”）においてオーウェルは、背に荷物を

抱え運んでいるロバを見て哀れに思い、ロバを「犬のように主人の後を追

い、手綱や端綱も必要としない」（“it [the donkey] follows its master like a 

dog and does not need either bride or halter,” Orwell, Essays, 33）と描いている。

ここでは、ロバが主人に忠実に仕える動物として「犬」の比喩を用いて描

かれている。『ビルマの日々』における「犬」の比喩描写は、支配者とし

ての白人と支配される側の現地人との関係を象徴的に示し、さらに「犬」

として描かれることによって白人に対する忠実な態度を示唆する 3。

「犬」の比喩が与えられた現地人に対して、フローリはヴェラスワミと

の関係を「時々ヴェラスワミの奇妙な英語を笑いあえるほど親密だ」

（“intimate enough to laugh over the doctor’s queer English occasionally,” 47）と

述べているように、親しさを認めている。さらにはラカースティン夫人

（Mrs Lackersteen）の以下の言葉は、白人と現地人の関係は愛情に基づく

従属関係であることを明確にする。彼女は、現在自分たち白人の力が現地

人召使や苦力たちに及ばなくなったと感じ、彼らの現在の怠惰さを嘆いて、

地方弁務官マクレガー氏（Mr Macgregor）に次のように語る。フローリは

彼女を、「立派な貴婦人」（memsahib）を気取った白人と評している。

3 ウ・ポ・チィン（U Po Kyin）はビルマ人であるが、「犬」の比喩で表現される場面はない。

現地の祭りのプウェ（pwe）でフローリ（Flory）と会話するときでさえも、彼は「犬」にたと

えられることはなかった。彼は自分の名声のために現地人に暴動を扇動したり、ヴェラスワミ

を陥れようとするなどの悪事を働く。さらにはマ・ラー・メイ（Ma Hla May）を利用してフロー

リを破滅に導いた行為に象徴されるように、白人に忠実ではないため、「犬」の比喩が用いら

れなかったのだろう。実際、ヴェラスワミによってウ・ポ・チィンは「ワニ」（“crocodile,” 43）

にたとえられている。『世界シンボル大事典』で、ワニは「二心と偽善のシンボル」（1080）と

あり、ウ・ポ・チィンが「ワニ」の比喩で表現されることにより、彼の不正を象徴的に示して

いる。
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‘And such a short time ago, even just before the war, they [Orientals] 

were so nice and respectful! The way they salaamed when you passed 

them on the road̶it was really quite charming. I remember when we 

paid our butler only twelve rupees a month, and really that man loved us 

like a dog.’ （28）

白人は現地人にお辞儀をされることによって、自分たちが彼らよりも社会

的地位が上であることを感じる。同時に、ラカースティン夫人は現地人が

白人の側を通るとき白人に対して会釈する姿の中に白人への尊敬のまなざ

しを感じ取っている。こうした振舞いをする現地人たちに対して嫌悪感を

抱くというよりはむしろ、彼女も愛情を感じている。さらに今では召使や

苦力たちに対して月 40から 50ルピーを支払っているが、当時はたったの

12ルピーしか支払っていなかった。その点から見ても、当時の彼らの姿

は献身的に忠実に仕えていたと見えるはずである。さらに次の引用にある

フローリの言葉からも、現地人と英国人との間には心情的な結びつきがあ

ることが窺われる。

With Indians there must be no loyalty, no real friendship. Affection, 

even love̶yes. Englishmen do often love Indians.... Sepoys will weep 

like children when their colonel retires. Even intimacy is allowable, at 

the right moments. But alliance, partisanship, never! （75）

この描写では、白人に対して現地人は「子ども」と表現されており、従属

的なつながりを示すと同時に、忠節、友情は築くこともできないが、白人

は現地人に対する愛情はあることを示唆している。このように、現地人が

「犬」にたとえられることにより、白人が植民地の統治者であることを印
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象づけ、同時に情愛によるつながりを描き出している。

Ⅲ

前節で白人に対する現地人の姿勢に「犬」の比喩が使われていることを

述べたが、興味深いのは、フローリは、白人であるにもかかわらず、唯一

「犬」の比喩が用いられていることである。

マクレガー氏を中傷する記事が掲載されたとき、白人たちはその犯人が

ヴェラスワミだと決めつけ、その報復手段として署名付きの掲示物を貼出

す。その掲示物により結果的にヴェラスワミは白人社会から黒人扱いされ

てしまうことになる。もちろん、フローリも署名を拒否しなかったため、

彼は友人であるヴェラスワミをあからさまに非難してしまったのである。

署名を拒絶できなかった原因として、次のような葛藤を抱えていたことが

分かる。

Flory had signed a public insult to his friend.... For, of course, he could 

have refused if he had chosen; and, equally of course, refusal would 

have meant a row with Ellis and Westfield. And oh, how he loathed a 

row! The nagging, the jeers! At the very thought of it he flinched; he 

could feel his birthmark palpable on his cheek, and something 

happening in his throat that made his voice go flat and guilty. Not that! 

It was easier to insult his friend, knowing that his friend must hear of it. 

（61）

ヴェラスワミを守ろうとすれば白人たちの反感を買い、彼らとの争いを避

けることはできない。しかし一方で、白人たちとの争いを避けようとすれ

ばヴェラスワミを裏切ることになる。この場面では白人たちの意見、つま

り「白人紳士」に従うか、それともヴェラスワミを裏切らず、友情を選ぶ
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という個人的な心情に従うのかという葛藤が彼を苦しめているさまを描い

ている。しかし最終的に何も反論せずヴェラスワミを中傷してしまったこ

とで、その夜一人になったときフローリは自分自身を責めている。

‘Cur, spineless cur,’ Flory was thinking to himself; without heat, 

however, for he was too accustomed to the thought. ‘Sneaking, idling, 

boozing, fornicating, soul-examining, self-pitying cur. All those fools at 

the Club, those dull louts to whom you are so pleased to think yourself 

superior̶they are all better than you, every man of them. At least they 

are men in their oafish way. Not cowards, not liars. Not half-dead and 

rotting. But you̶.’ （59）

フローリは自身を「野良犬」（“cur”）と呼んで、自分を責めている。先に

見たように、現地人には「犬」（“dog”）という比喩が用いられていたが、

この “cur” もまた広義的に見て「犬」というカテゴリーに入る。つまり、

自分と現地人とを同等に見ていると言っていいかもしれない。現地人を「黒

んぼ」（“nigger,” 22）と一括りにして彼らを徹底的に嫌うエリス（Ellis）

とは正反対で、彼によればフローリはヴェラスワミが「まるで白人である

かのように」（“as though he［Veraswami］ was a white man,” 23）接し、フロー

リにとって彼は「一番の仲良し」（“makes his best pal,” 24）の関係だと評し

ている。さらにフローリは自分に対して “dog” という言葉ではなく、“cur”

と いう言葉を使っているが、Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current Englishによれば、“cur” は「好戦的な犬」（“an aggressive dog,” 371）

と定義されており、「しばしばペットとして飼われ、業務遂行のために訓

練されている」（“often kept as a pet or trained for work,” 448）と定義されて

いる “dog” とは対照的である。「好戦的」（“aggressive”）とは「飼い慣らさ

れていない」、すなわち野犬を思わせる。「飼い慣らされる」ことが「白人
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紳士」の戒律に従順になることだと想起すると、“cur” を自称するフロー

リは「白人紳士」による支配に反抗心を抱いていることを示している。ま

たフローリが内省していたとき、外では「野犬」（“the pariah curs,” 58）の

遠吠えが聞こえていた。Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 

Englishで “pariah” とは「社会からののけ者、落伍者」（“a person who is not 

acceptable to society and is avoided by everyone,” 1104）と定義されており、

ビルマで「白人紳士」として支配することが基盤となっている社会で、そ

の一部であるフローリ自身が「白人紳士」を担うことに対する違和感を表

していると言えよう 4。

実際に、フローリは大英帝国による植民地支配について「現地人を搾取

する代わりに現地人の生活を楽にさせに来ている」（“we’re here to uplift our 

poor black brothers instead of to rob them,” 37）という大義名分が嘘だと気付

いており、帝国支配や「白人紳士」の戒律に嫌悪感を持っている。エリス

は、フローリについて「左に偏り過ぎていて好きでない。現地人と仲良く

する奴は我慢できない」（“a bit too Bolshie for my taste. I can’t bear a fellow 

who pals with the natives,” 32）と述べている。このように、フローリは白人

の中でも典型的な白人ではないのである。内に秘めた支配に対する反抗心

が、「犬」（“cur”）の比喩を用いて表されている。

Ⅳ

なぜフローリは “pariah” に象徴されるように、他の白人のように「白人

紳士」ではないのだろうか。この節では、フローリが反抗心を秘めている

ことを示唆するために、「犬」の比喩がどのように使われたのかを考えて

いきたい。ヴェラスワミはビルマ人のチャウタダ州治安判事であるウ・ポ・

4 向島は、遠吠えをする野犬（“the pariah curs”）についてフローリの「土着民に対する否定的

な感情」（向島， 446）と述べ、さらに野犬をめがけて彼が銃を撃ったことに対しては「彼（フロー

リ）の破滅の前兆」（向島， 446）と分析している。
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チィン（U Po Kyin）が陰謀を企て自分を失脚させようとしていると思う。

白人クラブの現地人会員一人を選ばなくてはならないという噂があり、ウ・

ポ・チィンはクラブ会員を狙い確実にクラブ会員を手に入れようと、ヴェ

ラスワミに関する悪い噂を流し、彼を追い込もうとしているからである。

そこでフローリに白人クラブの会員になりたいと話そうとする時のヴェラ

スワミは、「潤んだ犬の瞳のようにフローリに視線を注いだ」（“beamed 

upon Flory like the liquid eyes of a dog,” 143）と描かれ、やはり「犬」（“dog”）

のイメージが付与されている。フローリに対して「犬」のように映るヴェ

ラスワミであるが、フローリが彼の主人として存在していることになる。

つまり、ヴェラスワミが「白人紳士」の力をフローリに期待しているため、

ヴェラスワミに「犬」の比喩が用いられていると思われる。もしヴェラス

ワミが白人クラブの会員になれば「実質的に白人になる」（“practically, he [an 

Indian] iss a European,” 45）ことであり、「誰も悪い噂に耳を傾ける者もい

な く な る 」（“no one would listen to these tales about me [Veraswami] any 

more,” 142） はずであるから、ウ・ポ・チィンの力を抑え込みヴェラスワ

ミとウ・ポ・チィンの関係に変化をもたらすことが可能かもしれないから

である。そんな願いを告白したヴェラスワミに対して、フローリは次のよ

うに思う。

It always made him [Flory] ashamed and uncomfortable when it had to 

be admitted between them [Flory and Veraswami] that the doctor, 

because of his black skin, could not be received in the Club. It is a 

disagreeable thing when one’s close friend is not one’s social equal; but 

it is a thing native to the very air of India.（45）

フローリとヴェラスワミは「何百回と語り合った」（“had talked and argued 

together a hundred times,” 45）り「狩猟に一緒に出かけた」（“had made 
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shooting trips together,” 45）りするほど、フローリにとって彼は「ビルマで

唯一の友人」（“almost the sole friend he［Flory］ had in Burma,” 45）である。

そのため彼が肌の色だけで社会的に差別されていることにフローリは同情

している様子が分かる。しかも、ヴェラスワミを擁護することは、他の白

人たちの反発を買う恐れがあるので、ヴェラスワミへの差別を自分ではど

うにも解決することができないことに、フローリは不快な気持ちになる。

最後に、フローリはヴェラスワミに次回の総会で現地会員として推薦す

ると確約する。現地人会員を承認するか否かを決める総会で、現地人会員

を入会させることに全員で反対するという流れの中で、この議題が終わろ

うとする。そのときのフローリの様子は次のように描かれている。

Flory stood up. He had got to say his say. His heart seemed to have 

risen into his throat and to be choking him. From what Mr Macgregor 

had said, it was clear that it was in his power to secure the doctor’s 

election by speaking the word. But oh, what a bore, what a nuisance it 

was! What an infernal uproar there would be! How he wished he had 

never given the doctor that promise! No matter, he had given it, and he 

could not break it.... He had got to see this thing through. He turned 

himself sidelong so that his birthmark was away from the others. 

Already he could feel his voice going flat and guilty. （222）

フローリは、自分の発言が白人たちの間に軋轢を生むことが分かっていた

ので、ヴェラスワミを現地人会員として推薦することに迷いが生じている。

白人会員全員で現地人会員の参加を反対すれば、現地人会員を承認しなく

ても良かったのだが、ヴェラスワミと約束してしまっていたため、全員反

対の流れになっている中で、フローリは「ヴェラスワミを白人クラブの会

員として推薦する」（“I propose Dr Veraswami as a member of this Club,” 222）
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と宣言する。案の定、エリスは彼に対して失望したように罵声を浴びせ、

他の白人たちもうろたえたが、フローリは自分の主張を取り下げなかった。

彼は、この行動を起こすことによりヴェラスワミとの約束を果たし、彼の

思いやりが実践された場面である。フローリはヴェラスワミを裏切ること

をしなかった。ここに、フローリの道徳心が表れている。

またフローリはラカースティン夫妻の姪であるエリザベス（Ellizabeth）

と出会うと、愛人であったマ・ラー・メイ（Ma Hla Ma）に別れを告げ家

から追い出す 5。その時、フローリは恥ずかしさからマ ･ラー ･メイの顔を

見ることができず、彼の声は「平べったく後ろめたい気持ち」（“his voice 

went flat and guilty,” 108）となる。彼は彼女が本当に愛していたのは、「自

堕落な妾の生活」（“the idle concubine’s life,” 51）、すわなち「白人の妻」（“a 

white man’s wife,” 51）としての地位だと分かっていたにも関わらず、マ・

ラー・メイから「犬みたいに追い出したわ。……私の若さを奪っておいて。

恥知らずな人！」（“you [Flory] drove me [Ma Hla May] from your door like a 

dog... You have taken my youth from me. Ah, what shame, what shame!” 146）

と責め立てられると、彼自身彼女の言うことは正しいと認め責任を感じて

しまう。このようにフローリは他の白人たちとは異なり、現地人に対して

責任や同情の気持ちがあるため自分自身を “cur” と呼び自己嫌悪に陥った

5 現地人の愛人であるマ・ラー・メイ（Ma Hla May）については、「猫の歯のよう」（“like the 

teeth of a kitten,” 51）に整った歯をもっていると述べられたり、 「人に撫でてもらっている時の猫」

（“a cat which allows one to stroke it,” 51）と描かれているように、他の現地人たちとは違って「猫」

にたとえられている。H・リトヴォ（H. Ritvo）の『階級としての動物̶ヴィクトリア時代の英

国人と動物たち』によれば、「思いどおりに形作られる犬の身体が、仕えたいという犬の願望

を象徴していたように、猫の身体は猫の頑固な拒否を象徴していた」（リトヴォ, 41）と述べて

いる。猫は支配されていることを認識しない悪い動物と見なされていた。実際に、エリザベス

（Ellizabeth）に結婚を拒絶されフローリが自殺にいたるという一連の破滅を招いた要因は、マ・

ラー・メイがフローリの醜態を白人の目の前で暴露したことにある。したがって、彼女が「犬」

ではなく「猫」の比喩で表現されたことは、白人であるフローリを追い込む存在であることを

示唆している。
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と考えられる。この二つの出来事により、フローリは現地人に対して良心

の呵責から胸のつまる思いを抱いていることがわかる。

オーウェルがビルマに着任するころ、ラングーン大学で学生ストライキ

が起こり、各地でストライキが拡大していた（クリック，173–75）。『ビル

マの日々』で描かれている植民地ビルマでも、「大規模な反乱が起こり、

戒厳令を発令することで帝国の衰退を救える」（“nothing save a full-sized 

rebellion, and the consequent reign of martial law, could save the Empire from 

decay,” 31）と述べられているように、イギリス支配の不安定さが示唆さ

れている。イギリスによる植民地支配を受けているビルマ社会について、

フローリは次のように考えている。

It is a world in which every word and every thought is censored.... even 

friendship can hardly exist when every white man is a cog in the wheels 

of despotism. Free speech is unthinkable. All other kinds of freedom are 

permitted. You are free to be a drunkard, an idler, a coward, a backbiter, 

a fornicator; but you are not free to think for yourself. Your opinion on 

every subject of any conceivable importance is dictated for you by the 

pukka sahibs’ code. （66）

植民地ビルマは、個人の思考と「白人紳士」としての思考が一致している

社会、少なくとも「白人紳士」としての振舞いを優先させなくてはいけな

い社会である。「白人紳士」という支配者の存在が植民地支配を成立させ

ているため、植民地支配に対する反発心を抱いていることは、まさに「白

人紳士」の考え方にそぐわない。

森林監視官マックスウェル（Maxwell）が殺され、白人たちは白人が殺

害されたことに対して怒りを露わにしていた。例えば、エリスは竹を持っ

たビルマ人とすれ違うときに、「そいつが自分を攻撃してきたら、馬鹿に
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してきたら、一撃をくらわせられるのに」（“if that swine, now, would only 

attack you! Or even insult you̶anything, so that you had the right to smash him!” 

229）と、想像する。オーウェルは 1936年の『タイム・アンド・タイド』（Time 

and Tide）での書評（“Review”）の中で、被支配者が反乱を起こすとき支

配者たちは「西欧文明の優越性を主張するものを無意味にしてしまう方法」

（“methods which make nonsense of any claim for the superiority of western 

civilization,” Orwell, The Collected Essays I, 265） で彼らを鎮圧することにな

る、と述べている。『ビルマの日々』においてもエリスが想像したように、

ビルマを統治する上で白人は支配者として暴力に対して暴力によって鎮め

なくてはならないという残酷さ、非道さを抱え込むことになる。しかしフ

ローリだけは「犬」の比喩が与えられた現地人たちを前にして、彼らへの

同情心や思いやりを抱いている。『ウィガン波止場への道』（The Road to 

Wigan Pier, 1937）の中で、オーウェルは留置場に収監された泥棒の表情

から彼に与えられている罰が「理不尽で無意味な残虐行為」（“a wanton 

meaningless cruelty,” 137）でしかないと読み取り、そのとき「人間の表情

に無関心でいるよう訓練していなかった」（“I [Orwell] had not trained myself 

to be indifferent to the expression of the human face,” 137）と気付く。逆に言

えば、フローリのような他者に心を寄せたり他者を配慮したりする感情を

無視しなければ、人間を統治できないということである。

現地人に対して「犬」の比喩が使われるときには、そのかたわらに必ず

フローリの存在がある。フローリがそばにいないときは、白人を前にして

現地人が「犬」にたとえられることはない。ラカースティン夫人の言葉に

もあったように、白人にとって「犬のように仕えてくれた」（“loved us like 

a dog,” 28）という現地人の忠実さは過去のことであり、フローリを除い

た白人たちを前にしたときは現地人に対して「犬」の比喩は用いられてい

ないのである。向島正喜は犬に関する描写について「土着民に対する彼［フ

ローリ］の共感と憐れみの情」（向島，446）を表していると述べている。
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このように、“dog” や “cur” の比喩表現は支配される側の現地人への同情心

や思いやりを、支配者の立場にありつつもフローリが持っていることを示

している。

Ⅴ

以上見てきたように『ビルマの日々』において、現地人は「犬」の比喩

で表現されており、支配者と被支配者の関係を象徴的に示している。一方

「犬」の比喩で描かれたフローリは、他の白人たちとは違い支配者の地位

にありながら現地人に対する哀れみの気持ちを抱いている。この『ビルマ

の日々』で描かれている支配構造の根底に「全体主義社会は人間関係の中

に動物性を引き出す」（“totalitarian societies bring out the animal in human 

relationships,” 20）という考えが潜んでおり、『動物農場』（Animal Farm, 

1945）の起源を見ることができると、ナップは指摘している。支配する側

とされる側に明確に分断し抑圧を生む植民地支配であっても、フローリは

他者への思いやりや同情心といった感情を持っている。しかし全体主義と

いう徹底した管理社会になると、『動物農場』ではロバのベンジャミン

（Benjamin）は屠殺業者に連れて行かれそうなボクサー（Boxer）を止めよ

うと行動したり、『一九八四年』（Nineteen Eighty-Four, 1949）では主人公ウィ

ンストン（Winston）が恋人ジューリア（Julia）への愛を貫こうとするが、

いずれもこうした他者への思いやりは否定され無残にも打ち砕かれてしま

う。このように後年の作品に描かれた良心や道徳心は、「犬」の比喩表現

を用いて『ビルマの日々』にも描かれているのである。
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震災と卒業論文と私

高橋　佳代 1

1．卒業論文のテーマとの出会い

卒業論文として、ウィリアム・ワーズワス（William Wordsworth 1770-

1850）の「不滅のオード」（“Ode: Intimations Of Immortality From Recollec-

tions Of Early Childhood”）2をテーマにしようと思い立ったのは、実は 2011

年の 3月も末、4月を迎えようかという頃のことだった。きっかけは、3

月 11日に起こった東日本大震災である。石巻市の中心部として発展して

きた場所に実家を持つ私は、当然のことながら震災で被災した。しかし、

幸いなことに実家周辺の被害は比較的少なく、ライフラインの復旧も、他

の被災地に比べればとてつもなく早いものだった。そんな中、近所の方々

やライフラインの復旧が追いつかず、外部との連絡も満足に取れない親戚

たちのために、支援物資をはじめとする様々な情報を収集していた。調べ

たい、これを論文にしたいと思うきっかけとなる一文を見つけたのは、不

謹慎ながらも、その時だった。とある個人ブログで、被災地に住む人々を

応援したい、彼らに届けたいという文章と共に書かれていた一行。それが、

「不滅のオード」を卒業論文の主題にするきっかけとなった、次のような

詩句であった。

“splendour in the grass, of glory in the flower”

1 高橋佳代さんは 2012年度英文学科卒業生。東日本大震災がきっかけで卒論のテーマに出会

いました。卒論題目は「“Splendour in the Grass”: “Immortality Ode” における世界の輝き」（卒論

指導：鈴木雅之）。

2 ワーズワスからの引用は、William Wordsworth, The Poetical Works of William Wordsworth. 5vols. 

Ed. E.de Selincourt and Helen Darbishire (Oxford: Clarendon, 1940-49) に拠る。
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この文字を目にした当初、私にはその意味がまったくわからなかった。

ただ、その個人ブログには「とある映画のセリフにあった一文だ」との説

明もあったので、興味本位でその映画とセリフに関することを検索してみ

た。その結果わかったのは、映画の最後でこの詩句を含む詩が読み上げら

れていたこと、そしてその詩の作者こそが、ワーズワスだったということ

だ。私はこの詩人の作品が好きだったが、それまで卒論のテーマに使おう

とは思っていなかった。数々の作品の中から選び出すということが、まず

難題だったからだ。短いものをいくつかピックアップすることも考えな

かったわけではないが、それは私自身が「書きたい」と思えるものではな

かったのだ。だから、卒論を書こうと思い至った当初は、まったく別のも

ので書くつもりだった。だからその後に起きた震災と、その直後に目にし

た詩句がワーズワスのものだったことは、私にとってありえない偶然だっ

たのだ。そして、この不可思議なめぐりあわせを、何等かの形で残してお

きたいと、強く思った。言うなればこれが、私が卒論のテーマにワーズワ

スを選んだ理由のすべてである。

2．「不滅のオード」とは

「不滅のオード」とは、どういった詩なのか。書かれたのは、1802年か

ら 1804年にかけてである。200行を越す長い詩なので完成に至るまで数

年かかったということでも納得できるが、長い時間をかけざるを得なかっ

た理由がある。詩の内容を読めば理解できることなのだが、ワーズワスは

この期間、絶望に苛まれていた。それまでの詩において発揮されていた瑞々

しい感性。それが枯渇し始めていることに気付いたが故の、絶望だった。

何がきっかけで、今まで見えていたはずのものが見えなくなり始めたと気

づいたのかはよくわからない。だが彼は、何等かの理由で自身の感性が枯

渇し始めていることに気づき、そのことに苦悩していたがために、執筆に

長い時間がかかったのだろう。実際、一度はこの詩の執筆を断念したこと
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もあったらしい。当時のワーズワスの絶望は、詩の前半４スタンザを読む

とよく理解できるだろう。何度も繰り返し、幼少期に見えていた光や栄光、

夢はどこに行ってしまったのかという嘆きを書き連ねているのだから。し

かしその後、彼はもう一度転機を迎えた。絶望に苛まれる中、新たな希望

を見出したのだ。その過程と思想、見出した希望について書かれているの

が、第５スタンザから最終スタンザにかけてである。大まかに分けると二

分割になるが、絶望から思考の変化、新たな希望と三分割にする見方もあ

り、読者側の見解が理解に対して多大な影響を与えるものでもある。スタ

ンザそれぞれの内容をじっくり読み解いていくと、三分割にする方がわか

りやすいと思うので、後者の分け方を採用し、それを踏まえて考察していっ

た。その中でも面白いと思ったのは、第 1スタンザから第 4スタンザまで

と、第 10スタンザと第 11スタンザである。それまでのワーズワス作品や

文章の特徴とともに考えるにあたり、何が見えてきたのか。それは、詩の

テーマの一つでもある「喪失」（“lost”）だった。

「不滅のオード」の冒頭に、ワーズワスは、次のような 3行を置いた。

The child is father of the Man;

And I could wish my days to be

Bound each to each by natural piety. （7-9）

これは、詩人の作品のひとつである「虹」（“The Rainbow,” 1802）の最終

スタンザからの引用だ。「子供は大人の父親である」というこの文章を冒

頭に持ってきたのは、どのような意図があってのことだろうか。前述した

ように、「不滅のオード」は「成長」に関する詩である一方、「失ってしまっ

た何かに対する絶望とそこに見出した希望」に関する詩でもある。詩を読

み進めていくとたびたび出会う幾つかの表現から、「失ってしまった何か」

が、「子供のころは見えていたが今は見えなくなってしまった何か」であ
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ると解釈できる。そのことから、感受性が枯渇し始めている詩人本人つま

り大人という存在に対して、幼少期に持っていたものを思い出させる子供

の存在が、後々、この詩の中で重要な存在となることを提示しているのだ

ろう。「父親」とは、本来「子供」に対して様々なことがらを教える存在

である。年齢や性別を問わず、教える立場にあることを、概念として父親

と定義するならば、教えられる立場にある存在を子供と定義することは、

それほど間違ってはいないだろう。この詩に関連するものは「感性」だ。

感性に優劣をつけることは難しく、場合によっては下手に知識を蓄えた年

齢という視点から見た大人よりも、何も考えずあるがままに感じることが

できる年齢という視点から見た子供の方が、広く深く事物を感じることも

ある。見たものをそのまま受け止められる瑞々しい感性は、基本的に子供

特有のものである。子供時代の記憶は、大人になった今よりもずっと輝い

ていたということもあることから、子供という存在が、大人に昔の瑞々し

い感性を思い出させる父親的存在であると言えることは、間違いではない

だろう。

この引用の出典となった「虹」という詩作品は、詩人の思想のエッセン

スの塊であると言われている。つまり、詩人の作品を読み解く上で欠かす

ことができない、「子供」と「自然」に関するワーズワスの感性が、この

詩の中で語られているということだ。それをとくに象徴する部分が、「不

滅のオード」にも引用された 3行である。そのことを考えると、「不滅のオー

ド」に引用したのが、何故この部分でなくてはならなかったのか、そして

「不滅のオード」の中で重要な部分を担っているのが何であるかを推測す

ることが出来る。

3．“There was a time…”

「虹」からの引用を経て、第 1スタンザは実に詩人らしい書き出しである。

自身が幼少期に見た美しい光景の描写から始まる、というところに特にそ
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う感じた。“Celestial light”、“glory”、“freshness of dream” など、自然詩の中

で光の表現を好んで使用する詩人らしい表現も複数見られる。しかし、

“There was a time…”という、明らかに過去のことであると示す表現が冒頭

に使われていることから、それらの光の表現が過去に見たものであること

も同時に示されている。そして、

By night or day,

The things which I have seen I now can see no more.（Ⅰ:8-9）

という現在完了形でスタンザを終えていることから、現在の詩人には、こ

のスタンザの前半に書かれていた情景が見えなくなってしまっていること

が推測できる。この部分が書かれたのは 1802年の執筆開始時期だろう。

豊かだったはずの詩人自身の感性が、本人に自覚症状を残しながら消えて

いくのを感じて、詩人は何を思ったのだろう。「昔は見えていた、あるい

はそこに確かにあったはずのものを失くしてしまった」という一種の虚無

感を含めたものが、この詩全体の前半部分第 4スタンザまで続く。

第 1スタンザでの情景が過去に見たものであることに対し、第 2スタン

ザでは、大人になった現在の詩人が見ている風景を語っている。しかし、

“The moon with delight”、“The sunshine is a glorious birth” の二か所を除き、

他の描写には詩人が好む修飾表現が使われていない。第 1スタンザと比較

して、最もわかりやすくかつ最も大きな違いは、そこだろう。「栄光の」、

「瑞々しい」などといった修飾表現がないというだけのことではあるが、

それだけで淡々とその場の情景を文字として書き写しているだけのように

見えてしまう。そしてその分、この詩からは活き活きとした自然の表情を

感じとることができず、何か大きな穴が開いているようにも感じてしまう。

幼年時代に感じたものを思い起こす第 1スタンザの詩人が描くのは、「思

い起こした記憶の風景とそれに伴う当時の感性」であるのに反し、第 2ス
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タンザには、「今見ている風景とそれに伴う現在の自分の感性」が描かれ

ている。それ故に第 2スタンザは、全て現在形となる。すべての文章が現

在形で書かれているのは、200行を越える「不滅のオード」の中でもここ

第 2スタンザだけだ。

But yet I know, where’er I go,

That there hath past away a glory from earth.（Ⅱ:17-18）

というスタンザの最終行から推測するに、「大地に関係するもの」に対し

ての感性は失われてしまったが、「天空に関係するもの」に対しての感性

はまだ残っているのかも知れない。「大地のもの」か「天空のもの」かと

いう違いは、のちのスタンザで重要になってくる。そして、第 2スタンザ

9行中 7行を占める風景描写は、詩人が、栄光や神々しさを「まだ感じら

れる」というよりは「感じようとしている」ことを示している。意識しな

ければ感じられなくなってしまったということは、感じるためのものを失

くしてしまったということだろう。「不滅のオード」のテーマのひとつで

ある「喪失」が、ここでも言葉の裏側に見え隠れしている。

内容が似ている第 1スタンザと第 2スタンザをきっぱりと分ける大きな

違いは、修飾表現の存在である。第 1スタンザは過去形、第 2スタンザは

現在形で書かれていることから、第 2スタンザで使われなくなった修飾表

現は、ワーズワスが失ったものであることが容易に想像がつく。それだけ

ではない。第 3と第 4スタンザでは、修飾表現こそ使われていないものの、

ワーズワスらしい喜びを表現する言葉がいくつも出てくる。ということは、

つまり、この時点で「歓び」は「喪失」したものではないのかも知れない

とも推測できる。実際に「夢」や「栄光」などを探し求める姿はあるもの

の、「歓び」を探す表現は見当たらない。もし「歓び」までも失ってしまっ

ていたのならば、この詩が書かれることもなかったのかも知れない。あく
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までも推測の域を出ないのだが、ワーズワスが最終的に見出すこととなっ

た「希望」は、他のものを失い、唯一残った「歓び」を通じて世界を見る

ことが出来た結果なのでは、とも考えてしまった。

第 5スタンザから第 9スタンザの内容は、ただ読み進めていくだけでは

全く意味が通じないほど唐突に、前スタンザのものから変化している。ワー

ズワスの詩の特徴として、風景や情景描写の後に突然宗教などの深い話が

絡んでくる事があるが、それを知った上で読んでも、あの変わりようには

驚かされる。プラトン哲学のうちのひとつである「霊肉二元論」にしても、

知らない人間の目から見ればただの意味が分からない、言ってしまえば支

離滅裂とも取れる詩行だ。第 5スタンザで語られるのは、その「霊肉二元

論」を絡めたワーズワス独自の視点から見た人間の在り様と、人間の魂の

正体についての考察である。続く第 6スタンザが、同じく彼独自の視点か

ら見た人間界、地上の世界と天上の世界の関係性であることを考慮するに、

この二つのスタンザは人間そのものと人間がいる世界という違いこそあ

れ、ひとくくりとして考えても良いものなのではないだろうか。

第 7スタンザもまた、独立したかのような場面の転換となっている。最

後まで読めば第 5スタンザの内容との関わりも見つけられるが、突然の

ハートリー（Hartley Coleridge 1796-1849）の出現、人生を舞台、人間を役

者と喩えた表現など、いきなりぽんと具体例を提示されても理解が追いつ

かなくなることもままあった。「不滅のオード」の冒頭で引用された「子

どもは大人の父親である」という一行があることは先に触れたが、ワーズ

ワスがそう考えた理由とも取れる内容が、第 7スタンザと第 8スタンザで

述べられている。

第 9スタンザと並び難解だった第 8スタンザは、またしても世界観が一

変する。繋げるとすれば、第 5スタンザが一番近いだろうか。再び出てき

た「霊肉二元論」を示唆する表現と、子供と大人の関係性、さらには感性

の領域にまで及ぶワーズワスの深い思想や考察を、ひとつのスタンザに無
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理やり押し込めてつじつまを合わせたような、全スタンザを通して最も不

自然だと感じるスタンザでもあった。勿論丁寧に内容を読み解いていけば

意味も通じてくるし、ワーズワスの考えに対していろいろと思うところも

出てくるが、それでも読みづらくわかりづらいことには変わりがないと思

う。

第 8スタンザに続き、読み解きの難しさを痛感するのが、第 9スタンザ

だ。正直な話、私は、今でも、英文理解があれでよかったのかわからない。

情報量があまりにも多すぎる、というのが、読み解く中で覚えた感想だっ

た。希望と疑問を同時に提起しているというだけでも複雑極まりないのに、

数が多いことも相まってさらに理解しにくくなっている。ワーズワスは、

感謝の念とさらに湧き起る様々な疑問を、次から次へと畳みかけるように

読者に提示する。

4．第 10 スタンザと「被災者に贈る言葉」

さて、先ほど私は第１スタンザ、第 3スタンザと第 10スタンザ、第 11

スタンザが対になっているようにも読み取れると述べた。そう思った理由

が、第 10スタンザの始まりにある。希望を見出した後の詩人の喜びを、

第 3スタンザを思い起こさせるような五月の喜びに合わせて表現するとこ

ろから第 10スタンザは始まっている。五月の喜びは、第 3スタンザで言

及されていたことのうちひとつだ。静かに語られていくそれまでのスタン

ザから、見ただけでわかるほどに明るくなっているのも、この第 10スタ

ンザの特徴だろう。詩人が「歓び」を表すために使用した表現が、ここに

きて再び使われている。第 2スタンザとの違いは、かつて五月の喜びの中

にあっても憂鬱な気分を持っていた詩人が、今は羊たちや鳥たちとともに

歓びを表現できるようになったことだろう。では、詩人が見出した「希望」

とは何か。それは第 9スタンザで、「不滅の海があり、魂はそこへ戻るこ

とが出来る」と悟ったことだろう。かつて感じられていたものが、肉体を
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通しては見つからなくなってしまっても、「霊魂の目」、つまり「感性」を

通してはまだ感じられるものがある。もしもそのわずかに残っている「燃

えさし」のような「感性」さえも、見つけられなくなったわけではない。

過ぎ去ったものはもう二度と取り戻せないが、今なお残っているものの中

に、「力」を見つけることはできるだろう。それを見つける努力をしよう。

そして、過去に一度感じられた「栄光」や「夢」は、これからも自分とと

もにあるに違いないと言う。その信念こそが、詩人が見出した「希望」で

あろう。

そして、このスタンザに、私がこの詩を卒業論文の題材にしようと決め

るきっかけとなった一行が登場する。

Of splendor in the grass, of glory in the flower（Ⅹ:182）

これまで読み解いてきたスタンザの内容から、この「草原の輝き」と「花

の栄光」が、詩人が幼少期に感じられていた「栄光の光」、あるいは「夢」

であることは容易に想像がつく。では何故、この一行が「被災者へ贈りた

い言葉」と称されていたのか。一口に被災と表現してしまったが、その被

害は当然様々である。巨大地震による家屋の倒壊や、それにともなう引火

家事。現在でも終わりが見えない福島原発事故問題から派生した放射能問

題も、元を正せば今回の東日本大震災が原因である。テレビやインターネッ

トで今もなお放送され続けているのは放射能問題が主だが、震災当時最も

大きかったと言えるのは、津波の被害だ。文字通りに全てを浚っていった

津波が引いたあとには、何も残っていなかった。倒壊した建物の瓦礫だけ

で済む話ではない。かろうじて無事だった建築物の基礎さえも、根こそぎ

奪っていった。メディアで放送される場所の大半は、いくらか建物の残骸

が残っていた場所ばかりだが、本当に酷い場所は、地平線さえも見ること

ができてしまいそうなほどまっさらな更地と化していたのである。そこに
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贈られたこの言葉。見かけたのは、詩の考察などをしているわけでもなん

でもない、本当に一般的な個人ブログだった。和訳が添えてあったわけで

もなく、ただぽつりとこの一文があり、その下に「私に感動を与えてくれ

た言葉です。ぜひ被災地の皆様に贈りたい。頑張ってください、応援して

います」といった文章が添えられていたばかりだ。あくまでも推測の域を

出ないが、人々は、「きっとまた大地に輝く草原が生まれ、命に満ち溢れ

た花が咲く」といった、励ましのメッセージとして使ってくださったのだ

ろう。詩全体を精読した上でこの一行を解釈するならば、これは「詩人が

過去に感じられていたが、今は失ってしまった取り戻せないもののうちの

ひとつ」であり、「残りものの中にあって見つけたいもの」、「これからも

あるに違いないもの」となるだろう。残念ながら、抜粋されたこの一文か

ら受ける印象と詩全体を読んだ上での解釈は、大きく異なってしまった。

しかし、根本的なところにあるのは、共通して「不滅性」であると言えよ

う。一度失われてしまったものが、形を変えて再度戻ってくる。そう考え

ると、確かに「被災者に贈る言葉」としては、ふさわしいのかもしれない。

5．詩人が到達した思想

詩人が「不滅のオード」を書く過程で到達した思想を詰め込んだのが、

最終第 11スタンザである。スタンザの大半が、その思想に到達した後の

詩人の目に見えた世界の表現となっている。スタンザ冒頭での自然への語

りかけには、かつての「栄光の光」を取り戻す方法が見つかった、あるい

は再び見えるようになったと思わせるが、実は、そうではない。第 10ス

タンザで、「失ったものは戻らない」と明記してあるのだから。しかし、「戻っ

てきたわけではない」からと言って、「今なお見えないままである」と繋

がるかと問えば、それもまた違う。

Yet in my heart of hearts I feel your might;（Ⅺ :193）
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とある通り、詩人はこの時点で、詩人自身の心の奥底において、自然の力

を感じることが出来ている。そして、そう書いた直後に、

I only have relinquished one delight（Ⅺ :194）

と続けている。ここで言う “delight” とは、「幻想の輝き」（“visionary 

gleam”）を感じ取ることができたときの「歓び」あるいはそういうものを

感じ得た「感性」と呼んでも良いだろう。それが、今では失われてしまっ

たのである。ワーズワスは、「唯一つの歓びを断念した」ことを受け、「一

層常なる支配のもとに生きる」と書いている。「一層常なる支配」とは、

これまでの経緯と詩の内容から、「年齢」のことだと推測できる。年齢を

重ねていくごとに枯渇していく感性。「不滅のオード」の重要なモチーフ

であり、絶望にも重なる「喪失」という事実と向き合い受け入れることで、

詩人はその中にあってもまだ自分の中には自然から得た力がある、自然か

ら力を得ることが出来ると気づいている。そしてそう気づいたことその事

が、詩人を絶望の淵から救う「解答」だったのではないだろうか。第 1ス

タンザで語っていた光り輝く過去とは対称的な、「夢」や「栄光」が見え

なくなってしまった世界を表現することで、失ったものを改めて浮き彫り

にしているのではないだろうか。同時に、ワーズワスが、苦労し苦悩して

見つけ出した「希望」の存在をより強調しているような印象を私に与えた。

元来「希望」とは、「絶望」の中にあってこそより輝きを増し、明るく甘

くたくましく見えるものだという持論を、私は持っている。それは、感性

が枯渇し変わってしまった大人たちの目に、純粋で何も知らない子供たち

が、ひどくまぶしく映ることがあるのと同じことだ。　

ここまで、卒論で書いたことにいくらか加筆しつつ私の意見を述べてき
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たが、要するに私は、言い方は悪いが好きでこの詩を卒論に選んだわけで

はない。この詩にしても、ワーズワスの存在はもちろん認知していたし、

好きな詩人だと言えるが、「数奇な偶然の重なりあいから見つけたものを

好奇心から調べ、読み進め、考察していくうちに好きになっていった」も

のである。卒論のテーマは、自分が好きなもの、あるいは興味があるもの、

前々から調べてみたかったものなど、ある程度論じるものの実態が見えて

いるものから選ぶのが普通であり基本だろうと、当然のことながら、私自

身もわかっている。人気だから、わかりやすいから、他の友人が選んでい

たからなど、他にもさまざまな理由はあるだろうが、普通に考えればそれ

が「当たり前」であり、大多数の意見であることもよくわかっている。あ

まり多くない友人のうち何人かも私と同じように卒論の執筆に挑戦してい

たが、そのテーマや選択理由を訊いてみても、当たり前だがみんな似通っ

ていた。卒論を書かないという友人に訊いてみても、似たような理由で、

卒論を書くなら選んでいたであろう作品があげられた。

しかし、だからと言って、震災の時に見つけて興味を持ったからという

自分の理由が間違っていたとは思わない。「不謹慎だ」、「皆が大変な時に

何を考えている」などという手厳しい意見ももっともであり、それを否定

する気はまったくない。いわゆる変わり者の立場から言わせていただけば、

「卒論のテーマは何もその時自分が好きなもの、興味があるもの、有名だっ

たり人気だったりするものの中から無理に選ぶ必要はない」のである。何

かのはずみで知ったものだったり、思ってもみなかった出会いであったり、

書こうと、書きたいと心から思えるものを選ぶことが重要なのだから。私

の場合はたまたま英文学科に所属していて、たまたまワーズワスを知って

いて、何の因果か震災が起こったのが卒論を書く前で、そして偶然、見つ

けた英文がワーズワスの詩の一節だったという、奇跡にも近い偶然の重な

りあいから、こうして「不滅のオード」で卒論を書くことになった。本当

に、ただそれだけのことだ。もしもこれから卒論を書こうと思っている、
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けれどテーマに迷っている方がいらっしゃるのなら、偶然に身を任せてみ

るのもまた一興なのではないだろうか。
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グローバル社会で通用する人材とは？
これからの国際社会で求められる意識と行動

横山　匡

2011年 12月 6日

宮城学院女子大学にて

私が宮城学院女子大学で講演をさせていただくようになって４年目だと

記憶しています。2010年は訪問する機会が有りませんでしたが、2008年

と 2009年に、UCLA時代に出会った遊佐典昭先生に誘っていただき、毎

回 100人を越えるMGUの皆さんに私の体験をもとに、グローバル社会で

生きていく次世代に「大学生活の中で心がけて欲しい意識と行動」に関し

て語る場を頂いてきました。そして、今回２年ぶりに同じような機会を頂

きましたので、参加された方には思い起こしてもらうきっかけとして、ま

た参加されなかった方には少し講演の内容に触れてもらう機会として、以

下サマリーをまとめました。

まず、この講演での私の狙いは以下の三点です。

・国際社会の中で生きていく皆さんに求める意識と行動の整理

・キーワードの掘り下げ

・今日をきっかけに今後語り合っていける方々との出会い

私が代表を務めるアゴス ･ ジャパンは海外の留学を目指す方々に 

TOEFL その他のテスト対策や、自己分析、将来像の整理、出願先へのプ

レゼンテーションの仕方などを指導する留学準備指導校です。ミッション

ステートメントは「私たちアゴス・ジャパンは、教育と人物交流を通して、

世界を舞台に活躍したい人々を応援します」です。
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「世界を舞台に」が意図するところは、海外もですが、日本にいてもこれ

からは国際社会の一員であるという意識や行動が必要な時代が待っていま

す。そんな視点を、MGUの皆さんに提供したいと思い、毎年この機会を

楽しみにしています。

遊佐先生との縁は、1978年にアメリカ西海岸、ロサンゼルスにある

UCLAで遊佐青年が学生寮の Hedrick Hallに、そして私がその隣の Rieber 

Hallにいた縁です。そんな縁が 30年以上たった今もつながっていること、

そしてその縁からこういう場をもらえることを嬉しく感じています。

国際社会で「自分らしく」生きるための第一歩は自分を理解するというこ

となので、まずは簡単な自己紹介から、私の価値観がどういう風に形成さ

れていったのかを紹介したいと思います。

1958年 7月 24日東京都荒川区に生まれ、家族は、オートバイデザイナー

の父、看護婦の母、妹、そして私の４人です。父からは「好きなことをや

る」、母からは「人のためになることをやる」の精神を無意識のうちに植

えつけられたと、社会に出て数年たったときに理解しました。そんな父親

の仕事の関係で、14歳でイタリアに、16歳でアメリカに渡り 1983年に日

本に帰国しました。海外帰りの就職ルートなど無い時代でしたので、就職

活動はアルバイト情報誌の 「フロム・エー」で見つけた時給 600円の「教

材開発助手のアルバイト」からでした。その後 1986年に留学支援業界に

縁あって転職、98年にアゴスの前身、ザ・プリンストン・レビュー・オブ・

ジャパンへ移り今に至っています。このように、ずっと「留学指導」をも

とに、次世代を担う人達に、「国際舞台での自己実現に向けてのきっかけ

作り」をすることにこだわり、日々奮闘中です。趣味はスポーツ観戦、元

受講生や業界仲間と食事をしながら語り合うこと、そして学生団体の活動
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支援、次世代との交流。更新が滞り気味ですがブログのプロフィールもご

覧下さい。http://blog.agos.co.jp/yokoyama/profile

講演で紹介した細かいエピソードは省きますが、イタリア生活では初め

て私は「自分が日本代表」という意識を持ちました。そして、父親の仕事

の関係で２年後アメリカのカリフォルニア州に引っ越すことになり、そこ

で高校に入学しました。四年制の高校でクラブ活動にも積極に取り組み、

それまで決して積極的に学ぼうと思っていた学生ではなかった自分が初め

て「学びが楽しい」と感じた時期でもあります。高校を出てからもう 34

年です。振り返って、自分の人生にとって大きな学びとして残った言葉は

たったの二行ですが、大きな二行です。

・What do you want to do?  君は何がしたいの？

・What do you think?　君はどう思うの？

今でも常にこの二行を基本にものごとを考え、判断していると感じていま

す。

そして「どこに行っても勉強はするんだから、行きたいと思うところに行

こう」と UCLA一校だけを受験し、縁あって入学することになりました。

大学時代の大きな出会い、学びは 3つです。

一つ目が UCLA Basketball との出会い。

二つ目が、その伝統を築いたコーチの Pyramid of Success というコンセプ

トとの出会い。そして、三つ目がそのチームのトレーナーで、私の遠征先

でのルームメートでもあった、これまた伝説の人、Ducky Drake との出会

いです。



『グローバル社会で通用する人材とは？』

114 英文学会誌

Ducky Drakeと共に過ごした時間の中で、思い出す 3つの言葉がありま

す。

・否定できない運命を大切に生きると幸せになれる

この言葉で、「日本人として日本に戻りたい」という単純な気持ちで帰

国しました。

・恵まれた人間には成功する義務がある

「望み」ではなく「義務」だと言われたことを今でもとてもクリアーに

覚えています。

・ある日、「そんなすごい人生の中で（当時彼は 80歳前後）Duckyの一番

幸せな日はいつだった ?」と聞いたことがあり、「思い出深い日々は多

く有るけど、それらを積み重ねて迎えた今日が一番幸せだと思っていた

い」と、今でも大切にしている言葉をもらいました。

22歳のときに出会ったこの 3つの言葉はその後にも大きな影響を与え

＊ 2列目左端が筆者、右端が Ducky Drake
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てくれています。

その中の 2番目、「成功する義務」ですが、「成功」とは何か、を気付かせ

てくれたのは、UCLAのバスケットボールチームの伝統を築いた John 

Woodenコーチの Pyramid of Success　http://www.coachwooden.com/ という

コンセプトです。その中で、コーチは成功をこう定義づけています。

Success is a peace of mind which is a direct result of self-satisfaction in knowing 

you did your best to become the best that you are capable of becoming

「成功」とは常に自分のベストをつくし、自分がなり得る最高の自分を目

指し続けたと自ずから思える心の平静を持てることである。

そして、このピラミッドのコーナーストーン（底辺の左右の 2つ）を支

えるのが、“Industriousness（努力）” と “Enthusiasm（情熱）” です。自分の

ベストを尽くし続けるための最初の鍵は「好きなことを一生懸命やる」と

いうことを言っています。

そして、その「好きなこと」を世界の好きなところで自分らしく出来る

ようになるための「国際社会で活躍する人材に求められる意識と行動」に

ついて、４つの大きな柱を紹介します。
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1）深いレベルでの自己理解

自分を理解したうえで「自信」を持ち、自信を持つことで培われる「謙

虚さ」とのバランスをもつ。そしてそれを自分の言葉で語れるように

なる。

2）一般にコミュニケーション能力といわれている「正しい意思伝達と意

思受信能力」　

a）伝える能力と理解する能力

b）伝える意識と理解する（興味を持って応援する気持ちを持つ）意

識

c）伝えたいメッセージを持つ

この 3つが揃わないと成り立たないのが communication です。英語はあく

まで伝える能力としての大切なひとつの要素。「意識と中身」は、それ以

上に大切です。

3 ）多様性への a）忍耐、b）理解、c）感謝　の 3レベルを経ての成長

「しょうがないなー」と許す、または我慢する気持ち。「そういう考え

もあるよね」と認める気持ち。そして「面白い。そんな違う視点に出

会えてよかった」と感謝できる気持ち。まずはレベル１からで OK。

その人に興味を持って接していけばいずれ、レベル 2、レベル 3に上

がっていくことでしょう。

４）そして、これらが備わった上での リーダーシップとイノベーション

シップとは「精神」。タイトルでもなければ成果の大きさでもない。

イノベーションとは「技術革新」だけではなく、意識や行動、物の捉

え方、取り組み方など、すべてにおいて「これまでどおりでいいのだ
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ろうか？新たな方法はあるはずだ」と考え、行動すること。

「行動」という点で、大学生活で癖づけして欲しい 5つの行動を紹介します。

「思う」 ⇒　What do you want to do? What do you think?

「動く」 ⇒　思ったら動こう

「やりきる」 ⇒　動いたらやりきろう

「成果を出す」 ⇒　やりきって出た成果を受け止めよう

「広げる・つなげる」 ⇒　その成果・経験を周りに、次世代に、自分の 

 　　将来につなげよう

それこそが、出来そうな人（CAN DO）ではなく、やる人（WILL DO）に

なるための意識だと考えます。もう一つ、John Woodenコーチの言葉から

紹介します。

“The greatest failure of all is failure to act.”　（最大の失敗は動かないことであ

る。）

そして、UCLA出身者で起業家の William Saitoの言葉も趣旨は同じです。

“Opposite of success is not failure-it is not doing anything.”

（「成功」の反意語は「失敗」ではない。それは「何もしないこと」である。）

学生は多くのことを学び、分析・判断・決断の中の「分析」と「判断」

は出来るようになる。その上で大切なのは、それを踏まえて何を「決断」し、

実行に移すかです。日本における経営学の第一人者、野中郁次郎教授が講

演で、「研究、理論、セオリーは大切だが、世の中の問題に対しての共通

の問題解決手段は一つであり、それはアクションである」と語ったのを思
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い出します。様々な問題に対しての The only solution is ACTION です。

もう一つ私が大切にしている言葉が「自信と謙虚さのバランス」です。

これも「動いて出た結果を受け入れる」ことに繋がります。成果が出たと

きには自信を持つ。自分でやりきったと思えるときにも自信を持つ。成果

が思うように出なかったときにはそれを認め、そこから何を学ぶのかに気

付き、変っていける謙虚さを持つ、ということです。

そして、留学を通して気付いて欲しいことのひとつにこんな思いもあり

ます。「海外にはすごい人たちがいる。」「もちろん日本にもたくさんすご

い人たちがいる。」「でも他人（流）もすごいけど、もしかしたら自分（流）

もそこそこすごい？」と、動いた自分を認めよう、ということを伝えたい

です。結局、よくよく見ると、日本とかアメリカとかヨーロッパというラ

ベルでくくるものでは無く、一人一人がユニークで多様性に富んでいると

いうことに気付けることが大切なのだと思います。英語で言うならば self- 

confidence と mutual respect ですね。

「あたり前のレベルを上げる！」学生は自己啓発が仕事です。学びや体

験から「今日の努力を明日の当たり前に」することを心がけて欲しいです。

当たり前は人によって違います。そのレベルを年々上げていけるように意

識して欲しいのです。同時に、世界と付き合い始めると「当たり前が当た

り前でなくなる」ことも理解して受けとめられる姿勢が大切です。「多様

性への対応力」ですね。

そして、人生はあなたの「キラリと光るもの」を作る時間でもあります。

自分らしさを感じて行くための自己分析は時間がかかりますが、「そこに

あなたがいるから生まれる違いは？」を意識して、過去を思い起こし、今
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後を意識してみてください。

国際社会で求められるスキルとして鍵となる “communication” について

話をしました。まず、この言葉をどう定義し理解するか。「なにげなく語っ

ている言葉の意味」を理解することの大切さを認識し、“communication” 

に関しては、あなたが発信人の場合は「自分が思ったことを正しく相手に

伝え、心まで落とし、期待する行動を喚起すること」、そして受信者の場

合は「相手が思ったことを自分の頭に届け、心まで落とし、相手が期待す

る、またはそれ以上の行動で返してあげること」を常に意識しましょう。

そのためには、まず、伝えたい側に「伝えきる」責任があり、受信側に「興

味を持って応援する姿勢で聞く」 姿勢が必要になります。このように、

communication には、伝える表現力＋伝えたいという姿勢＋伝えたいメッ

セージの 3本柱が必要です。

次に「世界のトップ大学・大学院の入学審査官は何を見ているのか」を

例にとって、「総合的な人物評価」の中で共通している点をお話します。

［Indicators of Future Success］⇒将来の成功を示唆するポイント

・Intellectual Aptitude and Attitude ⇒　知的好奇心

・Past Success ⇒　過去の成功。これまである程度の 

 　　成功と成長が見られる

・Personal Qualities ⇒　知識、スキル、経験、ビジョンな 

 　　ど

・Personalities ⇒　価値観、コミュニケーション能力

・Credibility ⇒　信頼性と信憑性

［入学審査の７大キーポイント］　⇒　審査官はどんな資質を評価してい
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るのか？

・知的好奇心

・リーダーシップと影響力

・チームワークとコミュニケーション能力

・自己理解と価値観

・将来のビジョン

・なぜその分野の勉強をしたいのか（就職活動では、なぜその分野で働

きたいのか？）

・なぜその学校に行きたいのか（就職活動では、なぜその会社なのか ?）

このような「資質」を、これまで自分がとってきた行動の中から、具体的

なエピソードとして伝えられるように、深いレベルでの自己分析、自己表

現の練習が必要です。

これからやるべきことを整理する上では、例えば 2-3年後の自分をイ

メージしてみましょう。どんな自分になっていたいか？そして、なぜ、そ

こにたどり着けないのか、を考えてみると、そのために今やらなければい

けないことが見えてきます。そして、明日からできることは、または今年

や来年やるべきことは、とだんだんと整理できてくるはずです。

最後になりますが、「日本はやりたいことが出来る国」です。いろいろ

な国の事情がある中で、日本は、強い政治的・宗教的な圧力もなく、人権

も守られ、栄養事情も、医療事情も世界で安心できるレベルにあり、実は

やりたいことが一番できる国なのです。

「失敗を恐れずいろいろやってみよう。大した失敗はしない」
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迷ったときには思い出してください。「最大の失敗は動かないことであ

る」「恵まれた人間は成功する義務がある」「思う⇒動く⇒やりきる⇒成果

を受け入れる⇒そこからの学びを広げる・つなげる」です。

The best way to predict your future is to invent it!

「自分の将来を予想する最良の方法は自分で創ることである」。

今日の出会いをきっかけに再会する縁がある人がいることを願っていま

す。東京に来るときには連絡下さい。tadashi.yokoyama@agos.co.jp

最後に、遊佐先生、今年もこのような機会を頂きありがとうございまし

た。来年もぜひまた呼んで下さい（笑）。
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英文学科の新機軸と新企画
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ESLの活用の仕方

ESL（English Speaking Lounge）は、在学生の英語コミュニケーション

能力を向上させる方策の一つとして企画されたもので、教授会の承認を受

け 2010年 4月より開設されました。Robert Green氏（本学英文学科非常

勤講師）が担当し、通常授業とは別に、マンツーマン形式で 1回 15分～

20分の英会話指導を行っております。これまで非常に多くの学生が利用

し、利用した学生からも好評を得ておりますので、今後は担当講師を増や

し、さらに多くの学生が利用できるように拡充していきたいと考えており

ます。 （一般教育科：増冨和浩）

英語力アップのカギ、それが ESL
１年　大友　萌

私は、ESLに前々から興味を持っており、英語をある程度まで話せるよ

うになりたいと思っていたので、利用するようになりました。ESLは良い

ことばかりあります。話す内容は自由ですので、自分に関すること、英語

についてのちょっとした質問など、気軽に先生と話すことが出来ます。私

も実際、自分のことを詳しく説明する機会がありました。その会話の中で、

自分の英語力がどれくらいで、どの程度理解してもらえているかなどを正

確に把握する事が出来ました。そのため、ESLは英会話の試行錯誤の糸口

として役立っています。また、リスニング、スピーキングのトレーニング

にもなり、お互いに色々な情報を交換しています。楽しくて、都合の良い

時間に申し込める、そして、英語力のアップにも繋がる ESLを、ぜひ活

用する事をお勧めします。
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ESLの勧め
2年　小山　佳菜

ESLはネイティブの先生と楽しくコミュニケーションすることによって

英語力をみがいたり、外国の文化を知ることができるところです。私はも

ともと英語が得意ではありませんでした。興味本位で行ってみたところ、

初めは聞き取ることもできず、自分の言いたいことがなかなか伝えられず

に、すごく不自由に感じたのを覚えています。しかし、続けていくうちに、

初めのころよりコミュニケーションをとれるようになったと感じます。そ

こで発見できたのが、日本語以外の新たな言語で通じ合うことができる喜

び、英語の楽しさです。ESLを利用していなかったら気づくことがなかっ

たかもしれません。また、私は、英文学科で学習する以上ある程度の英会

話は基本としてできるようになりたいと思っていたので、ESLは授業だけ

ではなく自分から英語に触れる機会を持つことができるので役に立ってい

ます。

ESLは癒しの時間です。
3年　平間　純子

私は、ほぼ毎週 ESLを利用しています。英文学科なので、ネイティブ

の先生方が担当するクラスはありますが、１対１でゆっくり話すという機

会はなかなかありません。なので、ESLを頻繁に利用して、自分の英語学

習に役立てています。具体的には、新しく学習した単語や言い回しをアウ

トプットする場にしています。せっかく学習したことも、使わなければ忘

れてしまうし、使い方が本当に正しいのか分からないままです。ネイティ



英文学科の新機軸と新企画

126 英文学会誌

ブの先生に聞いて頂くことで、使い方も身につきますし、何より自分の自

信になります。学習だけでなく、ESLでは、ゲームをしたりジョークを言

い合ったり、時には恋の話をしたりと本当に楽しく、心からリラックスで

きる時間です。空きコマや空いた時間を見つけて是非利用してみてくださ

い。

ESLの勧め
大学院１年　伊藤　睦

ESL(English Speaking Lounge)は、ネイティブの先生がマンツーマンで指

導してくださる貴重な時間だと思います。自分の関心のあるテーマについ

て先生と議論することも出来ますし、先生がそれに関連した興味深いト

ピックを用意して下さることもあります。私はアメリカ文化について研究

しているので、ESLではそのことに関する内容を扱っていただいています。

また、英語の発音や適切な言い回しについてもご指導いただいています。

私は英語を話す際、この２点に特に苦手意識があり、克服したいと思い努

力していました。しかし、これらは自分ひとりで気付いて直すことが難し

いので、間違ったときにその場で先生に直していただけることはとても勉

強になります。ぜひ多くの方に利用して欲しいと思います。
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English Speaking Loungeにて、2011年 10月
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An International Exchange
 

Anne Thomas

Due to fortuitous circumstances an American high school teacher and I got in 

touch and decided to set up a key-pal exchange between her students and mine 

here at MGU. Her class became interested in Japan after seeing the images 

of the earthquake and tsunami devastation in Tohoku. They really wanted to 

communicate with Japanese young people to learn about daily life since the 

disaster. They also wanted to learn about Japanese culture and to share their own 

stories with their key-pals.

We both thought the idea of an international key-pal exchange was excellent. It 

would give our students the opportunity to communicate directly with youngsters 

from a different culture and to learn firsthand about another country. In addition, 

it would allow my students to develop English skills. So, we launched this key-pal 

exchange program during second term this year. 

From start to finish it was very successful for everyone involved. In fact, here is 

one of many e-mails that the American teacher wrote to me. This was written at 

the mid-way point of this term.

“I just want you to know that the level of enthusiasm for our project keeps rising. 
Although our students are writing brief and simple letters, they are learning so 
much. I, too, am learning more with each note. I find myself going to the globe 
and to maps, really looking at the islands of Japan for the first time. I find myself 
curious about new words that reflect new concepts. It astounds me that after all 
my years of education, reading, television-watching, radio-listening, conversation-
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participating that I could know so little about such an important place and such 
an ancient and fascinating culture.”

And I am finding with my students that they not only are developing English, 

letter writing, and computer skills, they are also becoming “teachers of Japanese 

culture.” They do this by writing about their ordinary daily lives, and then sending 

photographs of typical things, such as shoes in a genkan, futons, and tatami rooms 

or places in Sendai City, young folks’ fashion, and karaoke.

Later the teacher again wrote to me. This time she had more questions, most 

educationally oriented, including one about MGU.

“Could you tell me more about Miyagi Gakuin Women’s University? What is 
a prefecture, and what comprises a district? How does the educational system 
work? That is, what are its divisions (elementary, middle, secondary)?

“We’re in the middle of administering standardized tests. My understanding is 
that the Japanese system uses such tests for career and educational placement. Is 
that so, and, if so, how does it work? What are the academic pressures on students 
and teachers? Could you also talk about manners and courtesy? (Referring to an 
elementary school I, Anne, recently visited) I would probably faint if one of my 
classes stood and bowed and wished me a good morning! It sounds quite lovely, 
and I would happily return such gestures of respect.

Almost every week the teacher sent me another enthusiastic message. This one 

was particularly rewarding. It not only mentioned a bulletin board made especially 

for this key-pal project, it also talked about wanting to include the wider 

community in our international endeavor. 
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“Students here have loved the photos your students have sent. In fact, we always 
look forward to all the photos. 

“I’ve set up one of my bulletin boards just for our project. Right now, it has a 
photo sent by Kami, wishing her key-pal a happy Halloween. (My juniors sent a 
return photo of themselves in costume.)

“Messages from your students are met with squeals of happiness and are read 
intently. I would have to say my students are loving their correspondence with 
your students.

“There are at least two people in our community who have spent time in Japan 
and who are familiar with the language. I hope to involve them in our project in 
some way.”

Since this was part of a required course, “Writing I”, each week my students 

had to write essays to their key-pals. Topics varied. Some used themes I had 

selected. Others chose ones of their own. For example, one outdoor-loving student 

wrote about various kinds of autumn insects. Another who lived in a traditional 

household enjoyed telling about her four-generation family and the customs they 

carefully followed. Other students went into manga, perikula（プリクラ）, karaoke, 

and computer games. 

And the Americans responded with many questions as well as information of their 

own. 

At the end of the term, my students had to fill out an evaluation sheet. The 

questions were as follows:
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1. What did you like the best about this project?

2. What did you learn as you exchanged messages with your key-pal?

3. Do you feel more interested in foreign countries because of having an American 

key-pal? In what ways?

4. Do you think you will continue writing to your key-pal after this class is over? 

Why or why not?

5. What suggestions do you have to make this project better for future students?

The responses to this survey were mainly very positive. Concerning what they 

liked the best about this project, here are a few, which represent the feelings of all 

the Japanese students.

I could make a friend from abroad. I do not have any friends in the world, so I 
was happy about this key-pal project. 

The things I liked best is that I can know about my key-pal’s school and his 
country’s culture. 

My key-pal asked me a lot of questions. So, I learned a lot about Japanese culture 
from this. I was surprised about that. 

Studying English is important. But in fact, communicating with foreign country 
people is the best way!
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For the second question, what did you learn from this project, here are some of the 

responses.

I learned differing points of view about events and cultures. That was very 
interesting for me. 

I learn how to communicate in writing. 

To know about each other’s daily life was so unexpected! I learned so many 
interesting things.

I learned real English. That was so cool!

As for greater interest in foreign cultures, some of the thoughts were:

Now I think I want to live in many different places. And I think I want to live in a 
place surrounded by the sea, like my key-pal does. 

I really liked communicating with a young person. I want to learn more about how 
young people in other cultures think and do things. 

When asked about continuing writing to their key-pals after this class ended, most 

said yes. One girl said:

Yes, of course. This was so much fun. So I really want to continue writing to my 
key-pal for a long time.

Yes, because this is a very valuable experience for me to communicate with my 
American friend.
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Of course. I’d like to be taught more about American life and culture by my key-
pal. And I’d like to tell her more about Japanese life and culture, too.

As for suggestions, they can be summed up easily.

I think future students should do this key-pal project. I think they not only can 
enjoy it, but can make gradual progress in their English writing. 

Encourage the students to continue communicating after the class is over. 

Remind the students that sending pictures is really great. Writing is good, but 
pictures are wonderful. 

The American students also wrote very favorably of this project. Here are their 

evaluations of the term.

I enjoyed communicating with students in another country. It was a huge learning 
experience. I liked the presents we received.

What I liked best was helping the students practice English and learning about 
their culture and telling them about ours.

After exchanging messages with my key-pals, I learned many new things. One 
interesting part of the emails was learning about the Japanese culture, including 
about the tea ceremony. I also learned about daily routines.

Yes, I feel more interested in foreign countries after exchanging emails and 
learning about the Japanese way of life. One part of Japan that made me intrigued 
to visit was the food. It is so much different that American food, and some of it 
sounds delicious. One type of food that did not sound good was the broiled beef 
tongue.
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I enjoyed getting a different cultural viewpoint than in the U.S. I also liked making 
three new friends.

I learned about Japanese cuisine. I learned what Japanese houses are like. I 
learned what sports the Japanese play. I learned what they want to do for careers. 
I learned what life is like for Japanese students my age.

I developed an interest in foreign countries when I sailed around the world. 
However, our key-pal experience made me more interested in visiting Japan one 
day.

Writing to my key-pals was a fun experience. I have never been able to 
communicate with foreign students before. These emails have been a great 
learning experience. -- Noah

Being able to talk with other students, getting to know them...

I learned a lot about the food and culture of Japan, as well as about the girls 
themselves.

What I liked best about this project was the opportunity to talk to the girls and 
realize that we have much more in common than I ever would have thought. I 
have always assumed that people in other countries, especially those across the 
world in Japan, would be entirely different, but I learned that we actually like the 
same TV shows, food, and do many of the same things on weekends.

I learned much more about the Japanese culture and lifestyles. Japanese culture 
can become distorted by stereotypes in America, and by emailing the girls I was 
able to see what is true about Japanese lifestyle and what is only talk.

I have always been interested in foreign countries, but talking about the culture in 
Japan definitely made me want to visit Japan.



英文学科の新機軸と新企画

135第 40 号

I think this project is good as it is, but if I were to make a suggestion, I think more 
pictures emailed back and forth would be interesting, and possibly video-chatting 
would be very cool. -- Grace

There was only one difficulty about this project. It seems that in some cases 

there were some technical glitches, so students on both sides of the world did 

not receive mail for several weeks. The students were disappointed and at a loss 

as to what to say in their weekly messages. However, my students had a list of 

suggested topics, so could turn to that for ideas. The American teacher and I are 

now sorting out the best way to rectify this problem for future classes. 

Three of the American key-pals A display about Japan in the American school



英文学科の新機軸と新企画

136 英文学会誌

In summary, even though a few of the students had a bit of trouble with their 

weekly messages, everyone on both sides of the world seemed to have gained a lot 

from this exchange. The American students made an ongoing bulletin board with 

a map of Japan, messages from their key-pals, and artistic tenugui that I sent each 

student as a thank you gift. The community was welcomed to see this exhibit.

And the American students sent a box of wonderful, imaginative gifts for their 

key-pals. They allowed for a very festive way to end this term. 

And as this project slowly expanded over time, we began thinking about setting 

up Skype as one student suggested video-chat exchanges as well. We were not 

able to do that this year, but hopefully in the future it will become a reality.

And who knows? Hopefully these students, both east and west, have indeed 

established lasting friendships. We teachers certainly did. In an end-of-term 

message the American teacher summed it up by saying, “My students and I are 

“Writing I” key-pal participants hard at work
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grateful to have been a part of your writing class. (I think some correspondence is 

continuing.) The international exchange has been a highlight of my semester.” 

Hopefully someday our students will be able to actually meet one another in 

person. What could be a more rewarding, successful, and long term “Writing I” 

class than that?
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2011年度基礎セミナー紹介
遊佐典昭

前期は、担当教員が生成文法の統語論、意味論に関する基礎を講義した
後、講義内容に関する練習問題を、受講生が解くことで確認を行った。講
義では、英語学の知識を深めるのはもちろんのこと、英文学科の学生とし
ての英語力を伸ばすことに重点をおき、毎週、多くの本や辞書を紹介した。
後期は、前期で学んだ知識を一歩展開した論文を各グループが発表した。
発表者には、単に知識を伝えるのではなく、説得力を持つように伝えるに
はどのような戦略をとる必要があるかを考えることが求められた。発表に
対して内容のみならず、プレゼンの方法に受講生からもコメントがあり、
一回目よりも、二回目の発表で大きく進歩を見せた受講生もいた。また、
後期は学年末に提出が求められている英文レポート提出のために、英文の
提出を 2回求め、詳細な添削を行い返却した。前期は発言する学生が少な
かったが、後期になると積極的に発言する学生が増えた。また、学内外で
開催された言語学関連のセミナーやワークショップに参加する学生もい
た。言語学やことばへの関心を育むことに関して、一定の成果をおさめら
れたのではないかと思う。

木口寛久

本年度の基礎セミナーでは、担当教員が専門にしている統語論の基礎を
勉強しました。
今年の教科書は H. Lasnik（2000）Syntactic Structures Revisitedで、その
中の Ch.3を用いて演習を行いました。前期は主に担当教員が講義をし、
それを踏まえた宿題レポートをほぼ毎週提示し、次週は、その見直しから
入るというパターンで行いました。後期は学生が個別発表を行い、内容に
即した宿題をやはり、ほぼ毎週こなしてもらいました。１２月には、学習
したことのまとめの試験も実施し、学生一人一人の授業内容の理解度の把
握にも努めました。
人数は少なかったのですが、今年も真面目で熱心な学生に恵まれ、来年
度の卒業論文に意欲的なことは喜ばしいことです。来年はもう少し人数を
増やして、個別でなくグループ発表ができるような規模で運営できればよ
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いと思っています。

鈴木雅之

今年度のセミナーの目標のひとつは、英語を「読む力」に加えて、「発
表力」を強化することです。2011年度の「英米文化・文学基礎セミナー」
では、短い英詩のアンソロジーをテクストに使用。「詩を読む行為」とは
何か、について自覚的に取り組んでもらいました。一人ひとりに詩を選ば
せ解釈をしてもらい、それを適切な日本語と英語でいかに他の人に伝える
か、に挑戦してもらいました。前期に英文レポート 1回、それをもとにし
て日本語による口頭発表を 1回、そして学年最後には英文レポートを課題
といたしました。とりあげた作品は、“A Red Red Rose”（Robert Burns）, “The 
Fly”（William Blake）, “Infant Joy”（Blake）, “The School Boy”（Blake）, “The 
Oak”（Alfred Tennyson), “The Night has a Thousand Eyes” (Francis William 
Bourdillon）, “The Rainbow”（William Wordsworth）, “A Memory” (William 
Allingham）, “Remember”（Christian Rossetti）他。

吉村典子

本年度は、イギリスの造形作品を取り上げ、言葉で表されていないもの
を、言葉で表すということを共通の課題に、様々な作品分析を行った。最
初はいくつか作品をみていくなかで、グループで「気になる作品」につい
て、感じることを言葉で表し、意見交換するなかで、作品についての「問
題」を提起した。それに基づき調査や話し合いを進め、授業では英文資料
の講読をし、それらも参照しながら、グループでテーマを設定し、口頭発
表によりプレゼンテーションの経験を積み上げていった。これらの基礎作
業をもとに、前期末には、各自の関心をもとに、個々人で資料収集が進め
られ、調査成果をまとめたレポートが夏休み明けに提出された。
後期はそこから出てきた疑問や関心をもとに、何を議論したいのか、各
自でテーマ設定（問題設定）を考え、同時に英文レポートにおけるイント
ロダクションの書き方の練習を進めた。その後は、問題解決のために必要
な資料収集やその整理・解釈を進め、英文レポートでの議論の進め方をサ
ンプルを参照しながら学び、実際に少しずつ書き進めることにした。受講
生の取り組んだテーマは、19世紀の絵画や生活デザインから近年の景観
問題など多岐にわたるが、今年は、それぞれが問題設定とそれへの解決に
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意欲的に取り組んでいる。2月上旬に提出される最終レポートにも期待し
たい（2012年 1月 20日現在）。

両角千江子

英米の短編小説を教材とするこのセミナーでは、次のような目標を設定
しました。

①作品を原文で読み、英語を正しく理解する力をつけること
②作品の内容を原文から深く読みとる練習をすること
③原文の表現技術を鑑賞すること
④自分の意見を口頭および文章で分かりやすく伝達する練習をする
こと

具体的には、訳読発表、作品ごとの 1000字エッセイ作成、意見交換、
前期末に 4000字エッセイ作成、を行いました。後期には長めの小説 3篇
を扱い、最後の作品はレポーター発表による読みあわせの形式で解釈・観
賞を行いました。授業で読みあわせした作品から任意の一つを選び、全ク
ラス共通の課題である英文の 10枚レポートを書くようにしました。
エッセイ課題の目的は、正確で分かりやすい文章を書くこと、1つのト
ピックで統一した内容にすること、パラグラフに分けること、エッセイの
内容にふさわしい魅力的なタイトルを工夫すること、テキストからの引用
を用いて自分の解釈を支持する客観的な証拠を提示すること、借り物でな
く自分の考えた主張を書くこと、としました。時間と努力が要求されたか
と思いますが、最後の 1000字エッセイをみると、それぞれにそれなりに
進歩がみられました。

12月にMLA方式の論文形式とアウトライン作成法の紹介をし、1月始
めにアウトライン・論題、および英文 2枚の提出を義務付けました。英作
文の練習と先行研究の調査・論文の読み方は、この授業では扱いきれませ
んでしたので、MLA方式の英文エッセイのサンプルと日本語の作品研究
論文 1本のコピーを配布しました。
初めてづくしの難事業であるこの本格的な英文レポートの作成におい
て、みなさんが健闘されますよう願っています。また、この「基礎セミナ
ー」という 3年次開設科目の成果が、4年次での学習に役立つようであっ
てほしいと思っています。
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2011年度研究・教育活動報告
鈴木雅之

研究活動：
1.昨年度に引き続きイギリス・ロマン主義時代の研究に関して、日本と欧
米の研究者の人的・学術的交流および協力関係を推進する仕事に関与
しています。英国英文学会および英国ロマン主義学会の元会長 Peter J. 
Kitson （University of Dundee）を日本学術振興会の Invitation Fellowship 
Programs for Research in Japan（外国人招聘研究者）として招聘（2011
年 6月 –7月。招聘元：Steve Clark. 東京大学大学院文学研究科）。仙台
を含む各都市での講演・セミナー等に参加しました。

2. Kobe International Conference Center にて開催の国際学会 “Coleridge, 
Romanticism, and the Orient: Cultural Negotiations”（16–18 July 2011） に
出席。基調講演を行いました。詳細は学会サイト（http://stc2011kobe.
com/）をご覧ください。　

論文：
1.「エリオットのロマン派的自画像─断片とマージナリアと」『T. S. 

Eliot Review』第 22号、日本 T. S. エリオット協会、2011年 11月。
2.「時代の目撃者―「ヴェネツィア派の秘伝」と『個展作品解説目録』
（1809）」『揺るぎなき信念―イギリス・ロマン主義論集』新見肇子・
鈴木雅之共編著。彩流社、2012年 3月。

基調講演：
1.‘Coleridge and Blake as “congenial beings of another sphere”：“The Science 

of Correspondencies” and the Fine Arts’. International Coleridge Conference, 
“Coleridge, Romanticism, and the Orient: Cultural Negotiations.” Kobe 
International Conference Centre. 18 July 2011.（招待講演）

社会活動：
日本学術会議連携会員
日本学術振興会科学研究費委員（2010年）
日本英文学会東北支部理事
イギリス・ロマン派学会理事
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『試論』編集委員

科学研究費の受領：
1.顕微鏡と 18-19世紀イギリス文化の研究（基盤研究Ｃ、代表）
2.ロマン主義時代の旅行記とその歴史的背景─国家意識・国民意識の変
容を中心にして（基盤研究Ｂ、分担）

教育活動：
講演会：　

2011年 11月 2日に、京都大学大学院人間・環境学研究科教授水野眞理
先生をお招きし、「木蔭に詩

うた

あり」と題した講演会を開催しました。3/11
震災によって奪われてしまった「緑陰の思想」、その系譜をギリシャ・ロ
ーマに遡りつつ、イギリス・ルネッサンス時代の詩人 Edmund Spenserを
中心にご講演いただきました。色鮮やかなスライドを駆使してのご講演で、
学生ともども愉しく拝聴 /拝見しました。イギリス文化論講義（吉村先生）
との共同によるイギリス文学・文化特別講演会（宮城学院女子大学英文学
会主催）。150名近い学生・院生・教職員他が集まって下さいました。

学部：
「英米文学作品講読」では、R. L. Stevensonの短い詩を数多くとりあげ、
毎回数名の当番を決めて発表してもらいました。高校でも英詩を読む経
験をほとんど持たない学生さんたちでしたが、慣れるにつれて瑞々しい
コメントが出るようになりました。「英文学史Ⅰ、Ⅱ」では、Chaucerか
ら Joyceまでを前期と後期とに分けて講義。3/11震災のため講義開始がひ
とつき遅れましたので、後半部は急ぎ足で駆け抜けました。「英米文学・
文化研究セミナー」では、ヴィクトリア朝を代表する女性詩人 Christina 
Rossetti（1830-94）の詩を読みました。各自の「詩」の理解を、如何にし
て自分の言葉で相手に伝えることができるかをテーマといたしました。

大学院：
OEDを頼りに、Lyrical Ballads（1798, 1800）所収のWilliam Wordsworth 
と S.T. Coleridgeの詩作品、関連する批評文を精読。東日本大震災後のわ
たしたちにとって心洗われるような詩作品を、詳しく分析・鑑賞・評価し
ました。
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遊佐典昭
研究活動： 
（1）科学技術振興機構の受託研究費、科学研究補助金で行った、第二

言語獲得における経験と生得性に関する論文が Journal of Cognitive 
Neuroscience誌（MIT Press）から刊行されたのを初めとし、５本の
論文が出版された。

（2）研究発表は国内外で、共同発表を含め 10本の論文を発表した。
（3）科学研究補助金（基盤 B）の研究成果を、社会に還元する目的で公開

ワークショップ「日本人英語使用者の時制習得の問題点」を、本学
で開催し、80名の参加があった。（2012年 1月 21日）。

（4）科学研究補助金（基盤 B）の共催で、言語進化に関する国際会議 The 
9th International Conference on the Evolution of Languageでワークショ
ップ（Language and the Brain）を企画し、研究発表を行う予定である
（2012年 3月 13日）。

（5）科学研究補助金（基盤 S）によるフィールドワークを、グアテマラの
アンティグアで８月に行い、研究成果を日本言語学会で発表した。

論文及び著書：
1.遊佐典昭　「ブローカ野における階層構造と回帰的計算」藤田耕司・岡
ノ谷一夫（共編）『進化言語学の構築　̶新しい人間科学を目指して̶』
75-93. ひつじ書房、2012．

2.遊佐典昭　「構造依存性と刺激の貧困」 西岡宣明他編『ことばとこころ
の探究』152-65. 開拓社、2012.

3.遊佐典昭 「ナル動詞と英語教育」藤田耕司他『最新言語理論を英語教育
に活用する』336-47.　開拓社、2012.

4. Noriaki Yusa, Masatoshi Koizumi, Jungho Kim, Naoki Kimura, Shinya Uchida, 
Naoki Miura, Ryuta Kawashima, Hiroko Hagiwara. “Second Language Instinct 
and Instruction Effects: Nature and Nurture in Second Language Acquisition.” 
Journal of Cognitive Neuroscience 23. 10, 2716-30. 2011.

5.遊佐典昭「脳科学から見た第二言語獲得」佐野富士子、岡秀夫、遊佐典
昭、金子朝子（編）『英語教育学大系　第 5巻　第二習得研究』109–17. 
大修館、2011.
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研究発表：
1. 遊佐典昭　「第二言語の脳科学：言語発達の脳科学ー言語学と脳科学
の連携に向けて」（招待講演）第 36回関西言語学会シンポジウム「言
語発達の脳科学ー感受性期以降の統語獲得を中心にー」大阪府立大学、
2011年 6月 11日

2. 遊佐典昭　「第二言語獲得の普遍性と個別性」（招待講演）名古屋学院
大学、2011年 7月 14日

3. 遊佐典昭「第二言語獲得研究の可能性」（招待講演）三重大学言語学コ
ロキアム、三重大学、2011年 7月 15日

4. 遊佐典昭「第二言語獲得における個別性と普遍性」（招待講演）、日本
英語学会第９回大会シンポジウム『言語と言語の接点から見る言語知
識の普遍性と個別性』、新潟大学、2011年 11月 13日

5. 大滝宏一、杉崎鉱司、遊佐典昭、小泉政利　「カクチケル語における項
削除の可否について」日本言語学会第 143回大会、大阪大学、2011年
11月 26日

6. Noriaki Yusa “Neuroimaging Evidence for the Poverty of the Stimulus 
Problem in Second Language Acquisition”（invited）50 Years of Linguistics 
at MIT. マサチューセッツ工科大学、2011年 12月 9日、10日

7. 大滝宏一・杉崎鉱司・遊佐典昭・小泉政利　「カクチケル語における空
主語・空目的語の解釈について」科研（S）ワークショップ『カクチ
ケル語の理解と産出と獲得』、大分、2011年 12月 17日

8. 杉崎鉱司・大滝宏一・遊佐典昭・小泉政利 「カクチケル語における語
順の制約の獲得について」、科研（S）ワークショップ『カクチケル語
の理解と産出と獲得』、大分、2011年 12月 18日

9. Noriaki Yusa “Structure Dependence in the Brain” Workshop on Language 
and the Brain, The 9th International Conference on the Evolution of Language, 
京都、2012年 3月 13日（予定）

10. 遊佐典昭「実験言語学からみた第二言語獲得研究」（招待講演）明海大
学、2012年 3月 17日（予定）

社会活動：
1.日本英語学会評議委員
2.東京心理言語学会顧問 （査読委員を兼ねる）
3.日本第二習得学会顧問
4.言語科学学会企画委員 
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5.慶応義塾大学言語文化研究所研究員

科学研究費の受領：
1.科学研究費補助金（基盤研究 B） ［代表］（2011年 4月̶2012年 3月）
2.科学研究費補助金（基盤研究 S） ［分担］（2011年 4月̶2012年 3月）
3.科学研究費補助金（基盤研究 A） ［分担］（2011年 4月̶2012年 3月）
4.科学研究費補助金（基盤研究 B） ［分担］（2011年 4月̶2012年 3月）

教育：
学部：
「ことばと人間 1, 2」「英語音声学 1, 2」「心理言語学 1, 2」「英語学基礎
セミナー 1, 2」「卒業論文セミナー」を担当した。４月に学科長が辞職し
たために、急遽選出されたが、「疾風に勁草を知る」という言葉で自らを
戒め、学生が教育を受けやすい環境に努めた。

大学院：
Cedric Boecks （2009） Language in Cognition: Uncovering Mental Structures 

and the Rules Behind Them （Wiley-Blackwell）を受講生と精読し、担当教員
が生成文法、認知科学について解説を行った。

学外非常勤：
宮城教育大学教育学部 （集中講義）

木口寛久
研究活動：
今年度から科学研究費補助金（基盤研究Ｃ）を向こう 3年間受領するこ
とができ、新たな国際研究プロジェクトを代表として立ち上げることが出
来ました。また、2009年度まで３年間受領していた科学研究費補助金（基
盤研究Ｃ）による国際共同研究成果をギリシャの国際学会で発表すること
が出来ました。そして、この成果を海外研究雑誌に投稿すべく、現在も海
外共同研究者とともに論文執筆中です。

研究発表：
Hirohisa Kiguchi and Rothalind Thornton, “Connectivity Effects in Child 

Grammar” 2011 Generative Approaches to Language Acquisition, Thessaloniki, 
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Greece, 7 September 2011.

教育活動：
Grammar, 英語学講読、生成文法、英語学基礎セミナー、卒業論文セミ
ナー、大学院の統語論の授業を担当しました。今年もバーク先生と共にカ
ナダ海外研修の引率を担当しました。夏休みに 3週間のヴィクトリアでの
研修を終え、学生全員と無事に帰ってきました。

社会活動：
1．東北地区大学の ESSによる英語劇のコンテストの審査員を務めました。

（2011年 7月 17日　於：桜の聖母短期大学）

科学研究費の受領：
1. 再構築現象に関わる第一言語獲得論 :その理論的・実証的研究
科学研究費補助金（基盤研究 C、代表　2011年 4月－ 2014年 3月）　

吉村典子
研究活動：
イギリス住空間研究の中で、本年度は特に 19世紀の概念と形象の変容

に着目し、当時の建築誌の関連記事の収集・分析と現存例の調査を行い、
以下のような口頭および論文発表を行った。また、広くデザインに関する
雑誌編集に携わり、本年度中 2号の発行に至った。その他、ウィリアム・
モリスの『社会主義』の翻訳研究会に参加し、2012年春に出版（晶文社）
される予定。現在、監修する展覧会は 4月末開催予定（愛知）。

論文：
1.吉村典子「イギリス 19世紀にみる『家』の価値転換　―『公的』住ま
いから『私的』住まいへ―」『英文学会誌』第 40号、宮城学院女子大
学学芸学部英文学会、2012年 3月

2.吉村典子「ベイリー・スコットの住宅にみる『私的』住まいの成立過程
　─『ホール』から『リヴィング・ルーム』へ―」『デザイン学研究』（2012
年春号掲載予定）

編集：
『デザイン理論』第 58号、意匠学会、2011年 9月
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講演：
吉村典子「ウィリアム・ド・モーガンのタイルの魅力」特別展・開催記念
講演会、南アルプス市春仙美術館、2011年 11月

学会・研究会等での口頭発表：
1.吉村典子「1900年の無地　― ベイリー・スコットの住宅論と実作例の
考察 ― 」

　　　意匠学会全国大会、国立民族博物館、2011年 7月　　
2.吉村典子「ミントンとイギリスのタイル産業」特別企画展準備研究会、
世界のタイル博物館、2011年 1月　

社会活動：
意匠学会『デザイン理論』58号　編集委員長
意匠学会『デザイン理論』59号　査読委員

科学研究費の受領：
「アーツ・アンド・クラフツと民藝：ウィリアム・モリスと柳宗悦を中心
とした比較研究」（基盤研究 A）

教育活動：
本誌巻末の大学院および学部の担当授業を通しての教育活動の他に、学
科専任教員全員と、本学大学院生および修了生とともに、学部生の基礎英
語におけるリメディアル教育の運営に携わった。中でも、直接教育運営に
あたった山口早苗さん（大学院修了生）、桑野明子さん（院 2年）、伊藤睦
さん（院 1年）、鈴木舞子さん（院 1年）等は、きめ細かなコミュニケー
ションを取りながら学部生指導にあたってくれ、受講生の多くが著しい伸
びを見せてくれた。活動の報告とともに、特に修了生、院生の皆さんには
この場をかりて感謝の念を表したい。

ジョン・ウィルトシア （John Wiltshier）

研究活動：
This year I finished writing Level 5 and Level 6 of a six level coursebook 

for teaching English to children called Our Discovery Island. The course was 
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published in September 2011 in South America, China, Taiwan and Korea. In the 
process of writing I visited schools in Hong Kong, the UK and Japan and I have 
been in close communication with teachers in Brazil, Mexico and Korea. During 
the summer I spent one week in primary schools in the UK working with teachers 
and children using online materials. Through my observations and interviews I 
was able to gain a valuable insight into the merits of using online material and 
some of the challenges that need to be overcome. This experience helped me to 
develop the online world component of the Our Discovery Island coursebook. 
The theme of “How to effectively use online children’s ELT material” will be an 
ongoing research topic throughout 2012. 

教科書：
Wiltshier, J. & Morales, J.L.（2012）. Our Discovery Island Level 5 Student 

Book. Hong Kong: Pearson Kirihara. 
̶ （2012）. Our Discovery Island Level 6 Student Book. Hong Kong: Pearson 

Kirihara.
̶ （2012）. Our Discovery Island Level 5 Workbook. Hong Kong: Pearson 

Kirihara.
̶ （2012）. Our Discovery Island Level 6 Workbook. Hong Kong: Pearson 

Kirihara.
Wiltshier, J. （series consultant） & Nunan, D. （series advisor）. （2012）. Our 

Discovery Island Japan Edition Levels 1～ 6. Hong Kong: Pearson Kirihara.

講演：
Wiltshier, J. （2011, December）. English Firsthand – making it your course. A 

presentation at Nellie’s ELT Festival, Tokyo.
Wiltshier, J. & Helgesen, M. （2011, November）. English Firsthand – making it 

your course. A presentation at JALT International Conference, Tokyo. 
Wiltshier, J. （2011, November）. Two Pathways For Successful Language 

Learning. A workshop for Junior and Senior High School Teachers at Niigata 
International University in collaboration with Niigata board of Education, 
Niigata. 
̶ （2011, November）. Speaking Fluency, Shadowing and Classroom 

Dynamics. A workshop for Junior and Senior High School Teachers at 
Niigata International University in collaboration with Niigata board of 
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Education, Niigata. 
̶ （2011, October）. Creating Intake – Inspiring Production. A presentation at 

Pearson Education Teachers Conference, Osaka.
̶ （2011, October）. Two Pathways For Successful Language Learning.  A 

presentation at The Amazing Minds, Pearson Education Teacher Training 
Workshop, Tokyo. 
̶ （2011, October）. Creating Intake – Inspiring Production. A presentation at 

Pearson Education Teachers Conference, Osaka.
Wiltshier, J. & Helgesen, M. （2011, October）. English Firsthand – making 

it your course. A presentation at Pearson Education One Day Teachers 
Workshop, Osaka.
̶ （2011, October）. English Firsthand – making it your course. A presentation 

at Pearson Education One Day Teachers Workshop, Tokyo. 

バーバラ・バーク（Barbara Bourke）

研究活動：
1） SILK Kanji Learning Strategy Research: I am currently working on the last 

chapter of the book based on my kanji learning strategy research which aims 
to assist students of Japanese from a non-character background to understand 
the kanji system and the kanji learning process. I plan to publish this in 2012. 
I have recently been approached by a Masters student from the University of 
Brazil and a Ph.D. student from the National Taiwan Normal University who 
are both interested in using my SILK test in their research. The student in 
Taiwan is studying at the Graduate Institute of Teaching Chinese as a Second 
language and says that no similar inventory exists for Chinese language 
learners.

2） SILK Kanji Learning Strategy Website: My SILK kanji learning website is 
available at http://kanji-silk.net/ and has been further developed this year. 
The SILK kanji strategy test that is available on this website is now digitally 
interactive and I will present a paper on it at a meeting of the kanji research 
group 漢字学習研究会 at Waseda University in February 2012. 

3） Higher Degree Research Supervision: I am continuing the supervision of a 
Ph.D. student through QUT’s School of Language and Cultural Studies in the 
Faculty of Education. The topic is “Learner Strategy instruction and student 
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up-take of strategies in the Japanese as a foreign language context.” I am also 
providing editorial and stylistic support to a Ph.D. student enrolled in the 
School of Languages and Comparative Cultural Studies at the University of 
Queensland. The thesis deals with the impact of Japanese cultural values on 
relationships with Australian university students when they live with Japanese 
families in home stay situations in Japan. 

研究発表： 
In July 2011, I organized a panel on the theme of Kanji education for students 

from a non-character background to present at the JSAA （Japanese Studies 
Association of Australia） Biennial Conference which this year was held at the 
University of Melbourne, Australia. The Chairperson of the panel was Dr Etsuko 
Toyoda from the Asia Institute at the University of Melbourne and the other two 
panelists were Professor Chieko Kano from the Graduate School of Humanities 
and Social Sciences at the University of Tsukuba and Ms Susan Anderson, a 
post-graduate student in the School of Cultural and Language Studies at QUT 
in Brisbane, Australia. The topic of my paper was, “Sound as a kanji learning 
strategy: realising its potential”. The panel was well attended.

教育：
This year I taught first and second year listening and speaking classes, two 

general education English classes and the Australian/Canadian cultural studies 
class. The cultural studies course starts with an introduction to the history, 
geography and culture of each country, then I use two movies in each semester 
through which students not only practise their English skills by watching the 
movies in English and then writing reviews in English, but also learn something 
about the countries’ history and culture. The movies in the Australian part of 
the course were ‘Rabbit Proof Fence’ and ‘Australia’. ‘Rabbit Proof Fence’ is the 
true story of some aboriginal girls who run away from the mission where they 
have been sent to learn white man’s ways and walk 2,400 km through the desert 
to return to their mother. ‘Australia’ is an action drama love story which again 
touches on the aboriginal theme as well as themes of discrimination between 
man and woman and black and white people. The movies in the Canadian part of 
the course were ‘Anne of Green Gables’ （『赤毛のアン』） and ‘Iron Road’. ‘Iron 
Road’ is a two-part mini-series developed for Canadian television about the role of 
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Chinese immigrants in building the Canadian Pacific Railway through the Rocky 
Mountains in British Columbia. 

At the end of each semester, students selected a topic of interest to them and 
presented on their chosen topic to the whole group. Topics in the Australian part 
of the course included whaling, the Sydney opera house, Aborigines, Uluru, 
kangaroos, Qantas, Steve Irwin, the crocodile hunter, the flying doctor service, 
school of the air, the Great Barrier Reef and Tasmania. Topics in the Canadian 
part of the course included Inuit and First Nations peoples, the French separatist 
movement, immigration and multicultural issues, Canada-America relations, 
environment, film festivals, personalities, tourist destinations, fashion, food and 
events. 

海外研修：
This year I organized and led the study tour to Canada as well as teaching the 

preparation course in the lead-up to the trip. Accompanied by 木口先生 , we took 
32 students to study English for three weeks at Stewart College of Languages in 
Victoria, the capital of British Columbia situated on Vancouver Island. Students 
stayed in home stays and enjoyed many activities including dragon boat rowing, 
whale watching, afternoon tea at the Empress Hotel and fireworks at Butchart 
Gardens. Victoria is a really beautiful city known as the City of Gardens and 
everybody thoroughly enjoyed their time there.

オープンキャンパス他：
In addition to the above, this year I have presented mini-lectures at the three 

Open Campus days entitled “Bridging Cultures through English.” These focused 
on the content of my Australian/Canadian cultural studies course as well as 
introducing the study tour and giving students’ feedback on their experiences 
overseas. I also conducted a class at Miyagi Gakuin Senior High School in mid-
November designed to allow students to have a taste of university-type classes 
and observed one of our students doing practice teaching at MGU high school in 
October. 
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3  英文学科専任教員  4

Barbara Bourke
Listening
Speaking
Intermediate Listening
Intermediate Speaking
Overseas Study Preparation
 文化研究（オーストラリア ･カ
ナダ）

木口寛久
Grammar
生成文法
英語学講読
英語学基礎セミナー

鈴木雅之
文学作品講読
イギリス文学史
英米文化・文学基礎セミナー
英米文化・文学研究セミナー

吉村典子
Writing
イギリス文化史
Translation
英米文化・文学基礎セミナー

John Wiltshier
イギリスの生活と文化
児童英語教育
Intermediate Writing
Intermediate Listening

遊佐典昭
ことばと人間
英語音声学
心理言語学
英語学基礎セミナー

3  非常勤教員  4

阿部裕美
Intermediate Reading
英米文化・文学研究セミナー

Charles Adamson
Business English
Intermediate Listening
Intermediate Speaking

荒このみ
英米文学研究（19-20世紀）

千種眞一
英語の歴史
社会言語学

2011年度　英文学科講義題目
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Daniel Eichhorst
Discussion Seminar

藤田博
英米文化・文学研究セミナー

福地和則
Grammar
英語教材研究

Jim Grace
Listening
Speaking

ロバート・グリーン
Listening
Speaking
アメリカの生活と文化
Translation

飯塚久栄
英米演劇の世界
英米文学研究 (17-18世紀 )

金子義明
Advanced Grammar
英語学セミナー

菅野幸子
文化交流論

金情浩
外国語としての日本語

小泉政利

日英語比較文法論
英語学セミナー

久保田佳克
Reading
Intermediate Writing

熊谷優克
Current English
英米文化・文学研究セミナー

Bruce W. Leigh
Business English
Intermediate Writing
Intermediate Listening
Intermediate Speaking

増冨和浩
英語学セミナー

両角千江子
英米小説の世界
アメリカ文学史
英米文化・文学基礎セミナー

西田光一
Reading
Advanced Grammar

岡田毅
語法研究
コーパス言語学

佐々木誠逸
Writing



英文学科講義題目

157第 40 号

Intermediate Reading

清水菜穂
Intermediate Reading
アメリカ文化史
英米文化・文学研究セミナー

鈴木美津子
英米文化論講読
英米文化・文学研究セミナー

高橋晶子
Reading
Writing

Anne Thomas
Writing
Listening
Speaking
Intermediate Writing

3  英文学科専任教員  4

木口寛久
英語学演習（統語論・意味論）

鈴木雅之
英米文学特殊講義（戯曲・詩歌）

吉村典子
文化論演習

John Wiltshier
英語学特殊講義（児童英語教育）

遊佐典昭
英語学演習（心理言語学）

3  非常勤教員  4

Charles Adamson
英語コミュニケーション

荒このみ
英米文学特殊講義（小説）

金情　浩
英語学特殊講義（心理言語学）

両角千江子
米文学演習

清水　菜穂
英米文化論特殊講義（文化論）

2011年度　英語英米文学専攻講義題目
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2011年度卒業論文題目
1 遊佐ゼミ（英語学） 

邊見　　悠 ･･････What Properties Do Music and Human Language Share?

1 木口ゼミ（英語学）

古川　　綾 ･･････The Analysis on the Dative Structure with a Temporal PP

信野かおり ･･････The Negative “not” is an Adverb

1Wiltshier ゼミ（英語学）

品川　真衣 ･･････A Case Study Comparing PPP and TBLT Teaching Methods 

for Teaching English to Japanese Primary School Age Chil-

dren

1 鈴木ゼミ（英米文化 ･ 文学）

高橋　佳代 ･･････“Splendour in the Grass”

̶“Immortality Ode” における世界の輝き̶

1 吉村ゼミ（英米文化 ･ 文学）

石山　春花 ･･････ ジョン ･ラスキンとゴシック ･リヴァイヴァル

̶建築を通しての理想の社会̶

盛山　　和 ･･････J. W. Waterhouseが描く女性

̶その表情の核心に迫る̶

小野寺真理花 ････ イギリス住宅にみる「ホール」

̶その変遷と展開̶

滝口智恵里 ･･････ 物語絵を超えた絵画性

̶ジョン ･エヴァレット ･ミレイの ｢オフィーリア｣ ̶



2011 年度　卒業論文題目

160 英文学会誌

内海　　希 ･･････ ウィリアム ･ド ･モーガン̶タイルから見る独自性̶

1 両角ゼミ（英米文化 ･ 文学）

阿部真衣子 ･･････ 罪を犯した 2人の相反する価値観

̶ナサニエル・ホーソーンの『緋文字』を読む̶

藤田　咲子 ･･････ 人間が無意識に縛られている思い込みとその解放

̶Herlandに置けるギルマンのメッセージ̶

池田菜都子 ･･････ 人間らしく生きるとは何か

̶ウィリアム・ゴールディングの『蝿の王』を読む̶

佐藤　恵理 ･･････ 幸せとは何か

̶レイ・ブラッドベリの Fahrenheit 451を読む̶

奥寺紗有良 ･･････ 独裁者ナポレオンの成功

̶『動物農場』に描かれた支配と従属の関係̶

鈴木　恵理 ･･････「笑い」の裏側に隠された「恐怖」

̶Ray Bradbury, The Martian Chronicles 研究̶

高橋　美姫 ･･････「秩序」と「自由」がもたらす変化

̶ナサニエル・ホーソーンの『緋文字』を読む̶

1 清水ゼミ（英米文化 ･ 文学）

小林　涼子 ･･････ ローザ・パークスとバス・ボイコット

̶公民権運動における黒人女性̶

杉山　千佳 ･･････Analysis of Lyrics of Gospel Songs:“Hope”and“Joy”

2011年度修士論文題目
1 指導教員　鈴木・吉村

桑野　明子 ･･････『抒情歌謡集』における ｢自然｣ と ｢子供のイメジ｣
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英文学会活動報告
11月 1 日 英米文学・文化特別講演会『木蔭に詩あり』　水野眞理氏

12月 6 日 スペシャリスト講演会『グローバル社会で通用する人材と

は？』　横山匡氏

1月 21日 公開ワークショップ『日本人英語使用者の時制習得の問題点』

1月 23日 就職報告会

2月 28日 フューチャービジョン・キャリアデザイン講座　横山匡氏

横山匡氏講演会（2011年 12月）
『グローバル社会で通用する人材とは？』

公開ワークショップ（2012年 1月）
『日本人英語使用者の時制習得の問題点』

水野眞理氏講演会（2011年 11月）
『木蔭に詩あり』
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ＴＯＥＩＣ
―私の勉強法―
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“Take it easy” 学習のススメ
1年　小竹　沙綾

TOEICスコア：900

今回、初めて受験した TOEICで、900点というスコアをとることがで

きました。特に必死に勉強したわけではなく、自分の「趣味」の延長とし

て慣れ親しんできた結果です。ここでは TOEICに限らず、日ごろの英語

学習にも使える「上達のカギ」をいくつか紹介したいと思います。

リーディング：文法の基礎がため→多読

私の英語力が飛躍的に UPした大きなきっかけは、多読にあると思いま

す。ただ、多読を始める前に文法の基礎を固めることが不可欠です。（そ

うでなければ、いつまでも文の構造を捉えることができず、単語ごとに訳

をしてしまうことになります。）参考書などを用いて、高校までの文法の

復習をしておきましょう。

文法の基礎が身についたら、できるだけ多くの英文に親しみましょう。

私はもともと、英語圏の文化に興味があり、海外の雑誌を読み漁っている

うちに、かなりの語彙と読解力が身につきました。米国のティーン誌は、（ス

ラングが多いですが）文法も簡易なものが多く、内容も分かりやすいので、

オススメです。また、海外のニュースサイト（Yahoo! USなど）も、日本

のサイトにはないような興味深い記事を扱っており、楽しみながら学習で

きるのでオススメです。英語の記事を読む際には、まず辞書を使わずに一

通り目を通し、だいたい話の筋が理解できたら辞書を使って分からない単

語を確認する、という方法がよいでしょう。

リスニング：ネイティブの発音に近づける→多聴

私は今回の TOEICのリスニングで、満点を記録しました。おそらく、

リスニングの苦手な人に共通して言えることは、「英語の正しい発音が分

かっていない」ということだと思います。英文学科でも多くの人が、英語



TOEIC

165第 40 号

を発音する際に、恥ずかしがってカタカナ発音をしてしまいがちです。L

と Rの発音の違いを分かっていない人もほとんどです。カタカナ発音を

話す、聞くことに慣れてしまっていては、ネイティブの発音を聞き取れる

わけがありません。日ごろから、電子辞書などを活用して、正しい発音を

確認する癖をつけましょう。それができたら、とにかく良い素材をたくさ

ん聴くことです。私のオススメは ENGLISH JOURNALと CNN Student 

Newsです。これらを用いた学習は、時事問題にも強くなれるというメリッ

トがあります。スクリプトもあるので、聞き取れない箇所があればバッチ

リ確認できます。ネイティブの普段の発話に近い（日本人向けに聞き取り

やすく話しているわけではない）ので、TOEICのリスニングの学習に適

していると言えます。

私は、「好きこそものの上手なれ」だと思っています。以前は英語学習

と言うと、参考書を何冊も用いて英語を頭に叩き込むのが一般的でした。

今は情報社会ですから、インターネットで海外のサイトを利用するなど、

英語を楽しんで学習する方法はいくらでもあります。“Take it easy” をモッ

トーに、英語を「世界を広げるツール」として、肩肘張らずに付き合って

みるのはいかがでしょうか。

English in your life
3年　太田　裕美

TOEICスコア：830

私が TOEICの勉強に真剣に取り組もうと決意したのは、約１年間の語

学留学から帰国したときでした。「留学までしたのだから下手な点数は取

れない。」というのが一番の理由でしたが、それに加えて、「日本にいても

英語力は伸ばせるはず！」という気持ちが非常に強かった部分もありまし

た。ここでは、そんな私が取り組んだことをいくつか紹介したいと思いま
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す。

まず私が一番心がけたことは、いかにして日常に英語を取り入れるか、

ということ。留学中は苦労せずとも英語を耳にする機会に恵まれています

が、日本ではそうはいきません。そのため、意図的に英語に触れるように

心がけました。たとえば、私は映画が好きなので、洋画の DVDを借りて、

速読の練習として英語字幕で見たり、字幕なしでリスニングの強化を意識

していました。また、音楽鑑賞も好きなので、洋楽を聞くだけでなく、歌

詞も確認したり、覚えて耳だけで理解できるように頑張ってみたり、つい

でに歌えるように頑張ってみたりもしました。映画や音楽で使われるよう

な語彙や言い回しが TOEICの問題に必ずしも出てくるとは限りませんが、

英語に見慣れること、聞き慣れることも大切ではないかと私は思います。

しかし、もちろん TOEIC対策参考書も使いました。単語帳や反復練習

するようなものが嫌いなので、私は模擬試験３回分が含まれている参考書

を使いました。また、英文学科図書室にある TOEIC公式問題集も利用し

ました。私の場合は、ひたすら問題を解き、復習するという単純な勉強法

です。でも、その復習にものすごい時間をかけるようにしました。どの問

題においてもわからない語彙の確認はもちろん、リスニングの場合は聞き

直し、発音記号の確認をして一語一句逃さず理解することを目標にします。

文法、リーディングセクションでは、正解以外の選択肢の意味や、なぜそ

れが正解になりえないのかなど、ひとつの問題に対して、より深く考える

ようにします。私は記憶力がよくないほうなので、高校時に使った参考書

を引っ張り出して再確認する場合もありました。そのようにして１回分の

模試を「完璧にマスターする！」という意気込みで復習しました。

勉強法は人それぞれ合う・合わないがあると思いますが、少しでも参考

になるものがあれば非常にうれしく思います。わたしもよりよい勉強法を

これからも探して勉強を続けていきたいと思います。
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私の TOEIC学習法
3年　庄子　未紗

TOEICスコア：785

私が今回 TOEIC対策として行ったのは、模試形式の問題集を解くこと

でした。模試形式のものを解くことで、TOEICという試験問題の流れの

把握ができました。今まで学校の定期試験や入試など、様々な試験の対策

をしてきたと思います。初めてその問題を解いてみた時と２回目に解いて

みた時とでは、確実に２回目の方が点数は良くなっていたのではないで

しょうか。学力が１日や２日で伸びる訳がありませんから、短期間の内に

違う年の過去問を解いて点数が上がったのは、どのような形式なのか、ど

ういったことが問われるのか、次にくるのはどんな問題なのかが把握出来

たからだと思います。それらが分かっていれば、事前に心構えも出来てス

ムーズに次の問題に移れるし、リスニングならどんな点に気をつけて聴け

ばいいのかが分かるはずです。また、何度か解くことで、きっと各問題の

コツも掴めるのではないかと思います。

他には、通学中に洋楽を聴いたり、家で洋画を見る時には字幕なしで音

声を英語にして見たりすることで、耳を慣らすようにしました。これらは、

TOEIC対策というよりは日常の中で英語に触れる機会を増やすために

やっているといった方がよいかもしれません。ただ、洋楽を聴く時も洋画

を見る時も、ただ聞き流すのではなく、耳に入ってくる音を「意味を持つ

音」として意識して聴くことに注意しています。当たり前のことなのです

が、集中出来ずにぼーっとただ見たり聴いたりしていると何を言っている

かなど全く頭に入ってきませんし、英語を耳で理解することを目的とした

場合、少なくとも私は、ただ聞き流すことに意味はないと思います。また

字幕も、（英語字幕・日本語字幕問わず）付けた状態で見るとそちらを目

で追うことに集中してしまい耳があまり働いてくれないように思うので、
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リスニング力をつけるためにはない方がいいと感じました。ビート板なし

で泳ぐことに挑戦するのと同じで、最初は何が何だか分からないし不安な

気持ちが強いと思いますが、慣れてくると楽しく感じられます。あくまで

字幕はビート板、つまり補助であり、補助なしで内容を理解できる状態、

自力で泳げる状態が目標なのだと思っています。ちなみに、見るのなら映

画よりも 30分程度のドラマがおすすめです。短いので気軽に見ることが

でき、集中力も保ちやすいと思います。Friendsがとても面白いです、ぜ

ひ一度シーズン 10まで見てみてください。

以上が今回私の取り組んでいたことですが、目標点数を超えることはで

きず悔しい思いをしました。今回見えた反省点を踏まえて、次回は目標点

数が取れるようまた勉強を続けたいと思います。

私の英語学習法
2年　古瀬　元子

TOEICスコア：745

1年生の後半に初めて受験した TOEICのスコアは 600でした。私は、

次回の TOEICではこれを上回るスコアが取れるように頑張ろうと決意し

たはずでした。しかし、その後 TOEICの参考書を用いるなどの特別な勉

強をするわけでもなく、月日が過ぎていきました。

そして約 1年後、つまり今回の TOEICはあまり自信の無いままに臨ん

だのですが、前回のスコアを 145上回ることが出来たので一先ず安心しま

した。上記の通り、私はこれといった勉強をしたわけではありません。強

いて挙げるのであれば、常日頃から英語に触れる機会が多かったこと、こ

れが今回のスコアアップに関係しているのでしょう。例えば、私は洋楽を

聴かない日はありません。暇さえあれば聴いています。これは何かしらの

英語が常に耳元で流れているということになります。耳を英語に慣らすと

いう意味では、有効なのではないかと思います。また、洋画や海外ドラマ
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を英語音声＋日本語字幕もしくは英語字幕で観ることも、英語力の向上に

役立つのではないかと思われます。しかしこれらはただ聞き流すだけでは

不十分で、その内容を理解しようとする意識が最も大切です。私も以前は

聞こえてくる英語を何となく聞き流すにとどまっていましたが、最近では

文章の意味や文法、用いられている単語、またその意味や発音など細かい

ところに気を配るよう心がけています。英語の勉強をしようというつもり

ではなく、ただただ趣味の一環として上記のようなことを毎日繰り返して

きましたが、それが結果的に TOEICの Listeningのスコアの向上に繋がり

ました。これは予想もしていなかったことでした。何がどう実を結ぶかは

結果が出るまでは分からないのです。何か英語に関係することで、毎日の

ように続けられることがあるのなら、それをこつこつと続けていくことを

おすすめします。

TOEICの試験は長時間に及びます。途中で集中力を切らしてしまえば

そこでアウトです。集中力を切らさないためには、英語を苦と感じないよ

うにするのが一番です。とにかく普段から英語に慣れ親しんでおくことで

す。また、TOEICの Readingの問題はじっくりと読んでいる時間があまり

取れません。長文を速読する練習、流し読みでも上手く内容を読解するた

めの練習をするべきであると思います。

今回の私の TOEICの結果を見ると、Listeningと Readingのスコアには

大きな開きがありました。この差を少しでも埋められるように努力し、次

の TOEICで満足のいくスコアを取ることが出来るよう、これからも頑張っ

て学習を続けていきたいです。
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私が今後したい勉強法
4年　中村　麻子

TOEICスコア：730

将来語学力を活かした仕事がしたいという普段の意識から、前回の点数

より 45点上がったのだと思います。正直特別な対策はしていません。平

日は授業を受け、休日は就職活動をするという当たり前のことをこなすこ

とで点数が上がったと思います。

点数が上がったことに最初は喜んでいたのですが、私が大学１年生の時、

英文学科の先生に「点数が上がったのは問題との相性もある」ということ

を言われたのを思い出しました。今回 45点上がったのも問題との相性が

良かったからかもしれません。

大学４年生になると就職活動と授業の両立は難しいです。10月 30日の

受験のための勉強をできませんでした。しかし、120分の試験には普段の

倍の集中力を使いました。私は、将来英語が使いたいという思いが強かっ

たからです。

私が 800点に繋げるためにしたい勉強法とは、英語に触れることを継続

することです。洋楽を積極的に聞くこと、海外の友だちとの交流をソーシャ

ルコミュニティーを通して続けること、洋画の映画を字幕なしで鑑賞する

ことは今まで通り続けたいと思っています。更に取り入れたい勉強法は、

語彙力を上げるための勉強法です。英字新聞を読むこと、You Tubeで

BBCを聞くこと、文法問題を中心に問題を解くことをしたいと思います。

今回結果を見てみると、リスニングが 495点で、満点まであと 55点で

した。リーディグは 205点でした。リスニングもリーディグも克服点は語

彙力を上げることだと思います。リーディングの点数を上げるためにス

ピードリーディングの練習や文法を覚えたいと思います。

私が就職活動をする中で気づいたことは英語を話せる人が多いこと、
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TOEIC600点以上を求める企業が多いこと、高得点を取ることで就職の内

定率が上がるということです。

就職したらますます TOEICの勉強をする時間を確保することは難しく

なると思います。自分のことよりも仕事優先になってしまうと思うからで

す。しかし TOEICで高得点を取ることでモチベーションが上がるので、

これからも満点を目指して勉強したいです。
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（2012.02.20. 編集担当：鈴木雅之）
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