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今年度から夏期イギリスセミナーの開催地がオ

クスフォードに変わった。そこで今回は、この大

学町に縁のある文学者たちの足跡を訪ねてみたい。

なお、ご存知の方も多いと思うがオクスフォード

の街のどこを探しても オクスフォード大学（Oxford

University）は見つからない。オクスフォード大

学とは、街中のあちこちに点在する35の コレッ

ジ（College）の総称なのである。創立800年以上

になるオクスフォード大学は、これまで数多くの

優れた詩人、小説家、劇作家、それに文芸批評家

などを輩出してきた。そのすべてをここで取り上

げるのはもちろん不可能であり、これから挙げる

のはごく一部に過ぎない。

ルイス・キャロル（1832～98．本名チャールズ・

ラトウィジ・ドジスン）の 不思議の国のアリス

は主人公アリスが姉と共に川べりで静かな午後の

時間を過ごしている場面から始まる。このアリス

は19世紀中頃のオクスフォードに実在した少女ア

リス・リデルをモデルに書かれており、当時30歳

だったドジスンが当時11歳のアリスをかなり本気

で好きになってしまい、その報われない恋の痛み

を昇華させたのがこの作品であると言われている。

その頃ドジスンはオクスフォード大学で最も有名

なコレッジのひとつであるクライスト・チャーチ

の特別研究員・講師であり（専攻は数学・論理学）、

アリスはクライスト・チャーチの学寮長ヘンリー・

リデルの次女だった。 不思議の国のアリス の冒

頭の場面はクライスト・チャーチの傍らを流れる

テムズ川（オクスフォード界隈ではアイシス川と

呼ばれる）を念頭に置いて描かれている。そもそ

もこの物語はドジスンがリデル家の三姉妹をつれ

てこの川で舟遊びをしているときに、アリスにせ

がまれて彼女を主人公にした荒唐無𥡴な話を即興

で語り聞かせたことに始まっている。この舟遊び

は1862年７月４日のことであり、この時彼らは川

を数マイル遡ったゴドストウという小さな村まで

行っている。ここにはゴドストウ・ナナリー（女

子修道院）の廃墟と水門、それに ザ・トラウト・

イン というパブがある。またクライスト・チャー

チの正門の斜向かいには当時アリスらが菓子など

を買いに行っていた萬屋があったが、これは現在

アリスの店 というキャラクターグッズなどを

売る店になっている。 不思議の国のアリス が創

られた頃のドジスンとアリスの実話を映画化した

のが ドリームチャイルド である。

英国の後期ロマン派を代表する詩人P.B.シェ

リー（1792～1822）は1810年にオクスフォード大

学ユニヴァーシティ・コレッジに入学している。

このコレッジはハイ・ストリート沿いにあるが、

広大な敷地を持つクライスト・チャーチと比べる

と幾分小さなコレッジである。革命精神に満ちた

若き日のシェリー（尤も29歳で夭折しているが）

は入学後一年足らずのうちに、 無神論の必要性

‘TheNecessityofAtheism’という小冊子を学友

T.J.ホッグと二人で書いて配布したため、ホッグ

共々除籍処分になっている。ついでながらゴシッ

ク小説 フランケンシュタイン の作者メアリ・

シェリーはこの詩人の妻である。

トマス・ハーディ（1840～1928）の小説 日陰

者ジュード はケイト・ウィンスレット主演の映

画 日陰のふたり の原作としても知られている

が、この小説に登場する架空の街クライストミン

スターはオクスフォードをモデルにしている。ウェ

セックスの小村で生まれ育ったジュードは、地元

の女アラベラに押し切られて結婚するがうまく行

かない。妻が幼い息子を連れて出ていった後、彼

は牧師になるために大学入学を夢見てクライスト

ミンスターへ行き、石工として貧しい生活を送る。

彼はこの地で従妹のスーと偶然出逢い恋に落ちる

が、アラベラの存在を知ったスーは別な男と結婚
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することになる。しかしながら恋愛感情を持たな

い夫との生活を嫌悪したスーは、ジュードの許に

来て同棲生活を始めてしまう。ふたりは当時の英

国社会の倫理観からすればとんでもない 日陰者

ということになる。ケイト・ウィンスレットはこ

のスーの役を好演している。

ライオンと魔女 に始まる全７巻の長編ファン

タジー ナルニア国年代記 の作者C.S.ルイス

（1898～1963）はモードリン（Magdalen)・コレッ

ジの特別研究員（専門は中世・ルネサンス期の英

文学）として生涯の大半を過ごしたが、夕刻には

しばしばセント・ジャイルズ通りにあるパブ ジ・

イーグル・アンド・チャイルド に通い詰めてい

た。ここに集ったルイスの文学仲間の中には 指

輪物語（ロード・オヴ・ザ・リングズ） の作者で

オクスフォード大学の教授でもあったJ.R.R.トー

ルキン（1892～1973）、オクスフォード大学出版局

の要職にあって優れた詩人・小説家でもあったチャー

ルズ・ウィリアムズ（1886～1945）らがいた。彼

らはこのパブを ザ・バード・アンド・ベイビー

と呼んでいたらしい。ルイスらはいつも暖炉の前

の特等席を陣取っていたが、今ではこの席から見

える壁に彼らの写真が飾られている。イーグル・

アンド・チャイルドからセント・ジャイルズを中

心街の方向に少し戻ったところにランドルフ・ホ

テルがあるが、ここはルイスがアメリカの女流詩

人ジョイ・デイヴィッドマンと初めて会った場所

である。夫と離婚して息子を連れ英国に渡ってき

たジョイは帰化を希望するが永住権が得られず、

同情したルイス（当時50代後半で独身）はジョイ

とその子供に永住権を与えるために彼女と 書類

上の 結婚をする。やがてジョイは不治の病のた

め残り３ヶ月の命と宣告される。この頃ふたりの

間には書類上の夫婦関係だけでなく自然な愛情が

芽生えるが、ルイスの献身的な看病のためもあっ

てジョイはそれから１年半生き延びた。と、ここ

まで読んで、このストーリーをどこかで聞いたこ

とがあると思った人は映画 永遠の愛に生きて

を観た人でしょう。この映画でルイスを演じてい

たのはアンソニー・ホプキンズだった。ランドル

フ・ホテルで会う場面は実際にこのホテルで撮影

されたが、本当は彼らはホテルのティー・ラウン

ジで待ち合わせていたのだが映画ではそのとなり

にあるレストランで待ち合わせていた。それから

実際のところはジョイと最初に会ってから結婚す

るまでの間にルイスはケインブリッジ大学に転勤

しているのだが（ケインブリッジでも偶然モード

リン・コレッジに所属していた。ただしこちらは

‘Magdalene’と綴る）、映画では最後までオクス

フォードに勤務していた。それからどうでもいい

ことだが映画の中でオクスフォード駅とされてい

る駅は実はどこかよその駅であって、現在のオク

スフォード駅には当時の面影は全くない。

詩人ルイス・マクニース（1907～63）はマート

ン・コレッジの出身である。未完の自叙伝 The

StringsAreFalse にはここでの学生時代の想い

出が綴られている。トールキンもまたこのコレッ

ジの特別研究員・教授を長く務めた（専門は古期

英語）。トールキンは作品の中で‘dwarf’(小人）の

2002年７月 Goken News
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複数形を‘dwarves’と綴っていたのだが（正しくは

‘dwarfs’）、ある時このことを編集者に指摘された。

この時編集者はこの英語学の大家の誤りを発見し

て鬼の首でも取ったかのような気分になり、調子

に乗って 嫌だなあ先生、OED（OxfordEnglish

Dictionary）くらい引いて下さいよ とか何とか言っ

たらしいが、トールキン先生は憮然として OED

を書いたのは俺だ と切り返したという。確かに

トールキンはOEDの編纂者に名を連ねている。そ

して ホビットの冒険 や 指輪物語 があまり

にも広く読まれたために、今では多くの辞書が

‘dwarf’の複数形として‘dwarfs’と‘dwarves’の両

方を認めている。なお、関係ないが日本の皇太子

が留学していたのもこのマートン・コレッジであ

る。

オクスフォードの街を遠くから眺めるとコレッ

ジや教会の尖塔（spires）が林立しているのが見え

る。黄昏時のこの眺めを ドリーミング・スパイ

アーズ と謳ったのは詩人・批評家のマシュー・

アーノルド（1822～88）である。アーノルドはベ

イリオル・コレッジ出身であり、在学中に学生が

書いた優れた詩に対して授与される ニューディ

ゲイト賞 を受賞している。卒業後はオリエル・

コレッジの特別研究員として、教育学と詩学の分

野で活躍した。

と、このようにオクスフォード大学は優れた文

学者を大勢育てているのである。しかしながら、

ジョン・ミルトン（1608～74）、トマス・グレイ

（1716～71）、S.T.コウルリッジ（1772～1834）、

そしてウィリアム・ワーズワース（1770～1850）

など、英文学史上に燦然と輝く大物が皆ケインブ

リッジ大学出身なのは何故だろう。

教室でよく質問を受けることがある。その場で

答えられない場合は、私の宿題となるのだが、こ

の場を借りて、その中の一部を紹介したい。

質問１：“ 西”の由来は

中国語で 買い物 は“ 西”であり、決し

て“ 南北”とはいわない。この“ 西”とい

う言葉の語源をみてみよう。

一説によると宋代の著名な哲学者、朱熹の逸話

に由来するという。ある日彼は街でかごを手にし

た親友の盛温如と行き会い、どこへ行くのだね。

と尋ねた。“去 西”（買い物に行く） との返

事に、“ 南北”と言ってもよいではないか。と

朱熹が疑問を発すると、盛温如は答えていわく、

相生相克の理論で森羅万象を説く五行説に基づ

いているのだ。五行とは金・木・水・火・土であ

り、これに東・西・南・北・中の方角を当てはめ

ると、東は木、西は金となり、金や木といったも

のはかごに入る。しかし、南は火、北は水となり、

火も水もかごには入れられない。だから“ 南北”

とは言わないのだ。

また清代の という学者によれば、この語の

由来は後漢にまでさかのぼる。当時は商人が東の

都洛陽と西の都長安に集中しており、この東西の

都へ買い物に行くことを“ ”、“ 西”といっ

た。そして時がたつにつれ、“ 西”は 品物 の

代名詞となり、“ 西”という言い方が生まれた

のである。

質問２：医者を“大夫”、“郎中”というのはなぜ

中国の北の方では医者のことを“大夫”といい、

南の方、特に農村では“郎中”というが、この呼

《質問》という名の
教師の宿題

法学部

高
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称は1000年以上前の、唐代に続く五代の時代

（907～960年）にまでさかのぼる。

当時、政治は腐敗し、戦乱が相次いでいたが、

支配階級の人間たちは贅沢三昧、官職を売り飛ば

しては私腹を肥やしていたため、巷には官職の肩

書きがあふれた。そして人々の間では官職名で呼

び合うことが一般化し、読書人を“相公”、手に職

を持つ者を“待 ”、お茶売りを“茶博士”、質屋

の店主を“朝奉”、金持ちを“ 外”、“宜敬”、“奉

”などと呼ぶようになった。世のあらゆる職業

に官職名が付けられたといっても過言ではない。

こうした中、皇帝から貧民まで、誰もが世話に

なる医者は非常に尊敬されていたため、高い官位

の“大夫”、“郎中”と呼ばれるようになった。た

だし、医者を“大夫”と呼ぶようになったのは、

正しくは宋代（960～1279年）からである。

宋の時代、中国の医療制度と医学管理は大きく

発展し、医療行政を担当する官職が数多くあった。

翰林（注：唐代以後に設けられた官庁）の医院に

所属する医官は７階級に分けられ、官職も“和安

大夫”、“成和大夫”、“成全大夫”といった具合に

22種類も設けられていた。かくして“大夫”は医

者の正式名称となり、今日に至っているのである。

質問３： 中国 と 中華 のいわれは

中国 という語は周代の文献が初見であるが、

中 の字はこれ以前の甲骨文にも既に見られる。

その字形は旗の形に似ているのだが、商王は旗の

下で会議を開き、人々は旗を囲んで王命を承って

いたことから、 中央 の意味が派生した。 詩経

や 礼記 には 中国 という語が記載されてい

るが、当時この語には二つの意味があった。一つ

は 都 、もう一つは華夏族（漢民族）の居住地域

とその国家である。このころ華夏族は黄河の中流

域一帯を版図とし、現在の陝西や河南に都を置く

のが一般的であり、“四夷”（ ・戎・狄・蛮など

の民族）の中央、あるいは“九州”（冀・ ・青・

幽・ ・揚・荊・豫・雍の九つの州）の中央に位

置していたため 中国 と称した。秦・漢以後、

中国 の語は民族や中原地域の枠を超えて政権

の別称となり、19世紀中葉以後は中国全土を指す

ようになった。この通り、中国が自ら 全世界の

中心の王国 をもって任じているという見解は正

確さを欠くものである。

中華の 華 は、漢民族の祖先が 華夏 と自

称したことに由来し、 華 は 鮮やか 、 夏 は

大きい という意味である。孔穎達が記した 尚

書 の注釈には“中国有礼 之大故称夏、有服装

之美 之 ”（中国はその礼節の偉大さゆえに夏と

称し、その衣装の麗しさゆえに華という）とある。

実際には、漢民族と ・夷・戎・狄・苗といった

各民族が融合して形成されたのが初期の華夏族で

あったが、この呼称は秦代には秦人、漢代には漢

人、さらに唐代には唐人と、時代とともに変化し

た。近代に生まれた 中華民族 という概念は中

国の諸民族の総称である。

2002年７月 Goken News
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RecentlyIhavespenttwoweekendsin

Paris.ThefirstonewasfromSeptember8thto

the12th,2001.Itiseasytorememberbecause

itwastheweekendoftheattackontheWorld

TradeCenterinNewYorkwhichIwatchedon

Frenchtelevision.

Actuallythisweekendbeganwithashock

forme-beforethebiggershockinAmerica.

AtROISSY CHARLES DE GAULLE AIR-

PORTmypassport,mymoneyandmycheque

bookandcardswerealltakenbyapickpocket.

Ifeltsofoolish.UsuallywhenItravelinChina

Iam verycarefulaboutthiskindofthing.I

keepmypreciousthingsininsidepocketsor

trouserpocketshalfwaydownmylegs,andI

neverhaveanyproblemsthere.Infactpeople

inChinamaybepoorbuttheyarehonestinmy

experience.ButFranceissoclosetoEngland.

Itdoesn’tseemlikegoingtoaforeigncountry

...andIbrokeallmyownrulesandtookno

precautions.Therewasoneimmigrationgui-

chetopenfor300people.Ishowedmypassport

andhurriedthroughcarryingtwobags,both

handsfull. SuddenlyIrealisedmypockets

wereempty.....AtthepoliceofficewhereI

reportedthetheft,theysaidthatgangsof

pickpocketsoperatedallthetime.Therewere

depressedlookingyoungblackpeoplesittingon

thefloorofthepoliceoffice.Theatmosphere

wasnotgood.ThiswasmywelcometoFrance.

Westayedintheapartmentoffriendsat42

Quaid’OrleansonILEST-LOUISthreefloors

abovethemostfamousicecreamshopinParis.

Thesignoutsidesaid“GlacesetSorbetsdela

MaisonBertillon”andtheicecreamswerequite

delicious. WewerevisitingMarkHamilton

whowasstayinginachambredebonneup-

stairs.Theapartmentwasbeautifullydecorat-

edinFrenchstylewithaChinesemuralonthe

wallofthediningroom whichlookedlikea

pictureofthelakeatJehol,today’sChengde

northofPeking. Therewasan

architecturestudentThomasStYvesstayingin

theflatwhowasverykeenontheworkof

JapanesearchitectsTadaoAndo,TetsuoSe-

ThefashionabledrinkamongstudentsinParisatthe
moment

PARIS WEEKENDS

法学部

JOHNHAMILTON

AutumnVisit
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jimaandShigeruBan.Heintroducedmeto

‘Martiniontherocks’whichhesaidwasthe

favoritedrinkamongstudentsinParis.Ithas

beenmyfavoritedrinksincethen.Therewas

alsoagirlcalledJasminArelianovisitingfrom

Chicago.HerfatherwasMexicanandmother

Lebanese.Itseemsthatthesedayshalfthe

population ofChicago speaksSpanish.(In

Chicagoyoucantakeyourdrivingtestin

Spanish,Iwastoldlater.)Thewindowsofthe

apartmentlookedoutontoNotre-Damewhich

isthemostextraordinarybuilding;sometimes

itseemslikeahugeinsect,sometimeslikea

rowingboat,inthemorningswewerewokenup

bythegreatbells......echoingalongthequais.

Wewalkedoutandvisitedthe‘Memorialdela

Deportation’below theapartment. Itisa

memorialtoFrenchJewswhoweredeportedto

concentrationcampsduringthewar. “PAR-

DONNE.........N’OUBLIEPAS......”waswritten

onthewall.Andfromtherewetooktheruede

BievrewherePresidentMitterrandusedtolive,

upintotheLatinQuarter.Ihadtogotothe

BritishConsulateintherued’Anjoutogeta

replacementpassportwhichIneededtoget

backtoEnglandandadayortwolaterreturn

toJapan.TheBritishConsulategavemevery

goodservice.Theyfaxedmyapplicationand

photographtoPeterboroughinUK andtwo

dayslaterthenewpassportwasready.After

theSeptember11thattack inNew York I

neededthepassporttogetbackintoEngland.

OntheSundaywevisitedacousin,Katede

Montjoie,inSuresnesbehindtheLongchamps

racecourse. Wehadaverygooddinnerby

candlelight.Thecheeses-TommedeSavoie

andReblochondeSavoiewerequitedelicious

aswastheSorbetsomuchsothatIcopied

downtherecipe.

PÊCHESETGRANITEAUBEAUMESDEVENISE
(forfour)

Legranite:1/3delitredebeaumesdeVenise,

100gdesucresemonte

Lespeches:4pechesblanchesetjaunes,1citron

jaunenontraite,1brindethym frais,quelque

grappedegroseilles

Preparation:5minutes Cuisson:7a8minutes

LeGranite.Verserdansunecocotte2.5dld’

eau,ajouterlesucre,porteraebullition,et

lorsquelesucreestfondu,laissercuireencore5

minutesafeudoux. Retirerdufeu,laisser

refroidir,ajouterlesbeamesdeVenise,melan-

ger,verserlapreparationdansunbacdeglace,

mettreaucongelateuretlaisserprendreles

peches. Couperlespechesenlamelles,les

mettredansunsalade,raperaudessuslezeste

ducitron,exprimersonjus,enverser2cuiller-

eesasoupesurtesfruits,remueretmettreau

fraispouraumoinsuneheure.Aumomentde

servir,repartirleslamellesdepechedansdes

coupes,ajouteraugranitequelquegroseilleset

unbrindethym.

Weweredrivenback from Suresnesby

HenrideMontjoie.Alongthequaiswepassed

theplacewherePrincessDianahadhitthe

pillarandbeenkilledreallynotsolongago(a

breathtakingwaytogo.)Thefollowingdaywe

visitedKateagain,thistimeatherworkinLa

Defense.Sheisresponsableforamongother

thingstheartcollectionofthebankSociete

Generale.Infactwewereuponthe35thfloor

lookingatartworkswhentheattackstook

placeinNewYork.35floorsseemedquitehigh

enoughtome.Wehadwonderedhowwewould

getoutiftherewasafire.
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SpringVisit

(forOdetteBarral’s80thbirthdayparty....

Sheisstill23!)

WevisitedParisagainovertheEaster

weekend(March31sttoApril4th.)Thistime

RoissyCharlesdeGaulleAirportwasquite

civilized.The1960smodernarchitectureofthe

airportisveryinteresting.Wetookthebusin

toPorteMailliotandwalkedupAvenuedela

GrandeArmeetotheapartmentwherewewere

staying.Thepartyhadnotbeenkeptasecret

butthebirthdayladydidn’tknow wewere

coming.Westayedthefirstnightwithoneof

thedaughtersMarieAnne.Shewasactually

nottherewhenwearrivedbutonherwayback

from atennistournamentinGrenoble,soher

husbandtookcareofus. MarieAnneisa

bankerandhasworkedforBanqueNationale

deParisforalongtime.AsinJapan,banksin

Franceareconsolidating.RecentlyBNPmer-

gedwithParibas,sosheisworkingontheBNP

sideoftheBNP-PARISBASMERGERwhich

isquiteajob. “Itisdifficulttopaytheir

salaries,”shesaid.Isensedabattleinprogress.

Afterthesemergersthereisalwaysablood-

bath.Itiscalled‘restructuring.’(Amerchant

bankerfriendinEnglandaged52wasrecently

firedbya26yearoldgirl.)Whilewaitingfor

hertocomebackIwatchedthetelevisionnews.

IsraelhadjustattackedRamallahontheWest

Bank.Chiracinaninterviewwassayingthat

IsraelwouldneverwinsecuritybyforceandI

agreedwiththat.ThePresidentialelectionin

Francewasinfullswing.Atthattimeitlooked

asifJospinwasgoingtowin,butnobodywas

veryinterested.Weweretogetasurprisea

fewweekslater.

TheBIRTHDAYPARTYwasalunchon

EasterMonday.Sincethebirthdayladyhad

had9childrenandweknewallofthem,and

nowallofthemweremarriedsomemorethan

once,andhadtheirownfamilies,itwasgreat

funforus. IalwaysenjoyspeakingFrench

whichIdoverybadly,thoughitimprovesasI

drinkmorewine.(SometimesinFranceIfind

myselfspeakingJapanese!)Itwasabeautiful

day.ThegardenontheedgeoftheParcde

Sceauxwasfullofflowers.Ablondegirlwas

loungingwithherblackboyfriendonthebal-

conyofaflatacrosstheroad....BeforelunchI

wentwithoneofthesonstotheboulangeriein

Sceauxtocollectabout50warm baguettes

whichhadbeenorderedbefore.Carryingthe

warm baguetteswaslikecarryingawarm

baby.Pariswaslookinggood.Sincethegreat

stormwentthroughFranceayearortwoago,

lotsofyoungtreeshavebeenplanted,andnow

theyareallbeginningtolooknice.Atthelunch

IwasseatedbetweenanartistcalledTopsyand

afellow80yearoldcalledAlainPhilippe.

Thatnightwestayedwithadaughter-in-

lawCarolineinaflatinPlacedeMexicointhe

16th.Itwasonthefifthfloorandtheliftwas

notworkingsowehadtobecarefulnotto

forgetanythingwhenwewentout.Shehad

three daughters,Emmanuelle,Sabine and

QuitrieandtwogoldenlabradorsLenaand

Gali.Wetookthedogsforawalkdowntothe

BenjaminFranklinParkwhichisadog’sloo

oppositetheTrocadero.ITWASSOEXCIT-

ING WALKING WITH DOGS THROUGH

PARIS.Ireallyfeltathome.

ThefollowingeveningwedinedwithAlix,

anotherdaughter.andherhusbandMarc,near

themetrostationBoulogneJeanJaures.Both

ofthem wereearnoseandthroatdoctors.

Marc’sfatherhadbeenavetinChad(Chadis

6timesthesizeofFrance)sohehadbeen
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broughtupthere. Hehaddonehisservice

militaireasadoctorinBrazzaville.Thatday

wasMarc’s“JOURNEECELIBATAIRE”but

becausewewerevisitinghecameandjoinedus.

Theirhousewasverynice.Ithadasecretattic

concealedbehindabookcase.Itwasthekind

ofplacewheretheresistancemighthavehada

radioduringthewar.Therewasaplateonthe

dresser,broughtbackbyMarc’sgrandfather

from China,datingfrom themid19thcentury

maybe,andmaybefromJingdezhen -

andonitwasaninscriptioninChinese.Icopied

itdownbutsofarIhavenotbeenabletofind

anyoneChineseorJapanesewhocantranslate

it.Hereitis:

AtdinnerAlixwasaskingwhyEnglanddid

notjointheEuro.“Youcan’tlivenextdoorand

notparticipate,”shesaid.“AREYOUWITH

AMERICAORWITHUS?”“Wefeelthatthe

Britishstayoutinordertobecomerichonour

back.” Itwasinterestingtohearthesecom-

mentsalthoughIdon’tseethingsinquitethe

sameway.

WeweredrivenbackacrosstheBoisde

Boulognetowherewewerestaying.Onthe

waywesawlotsofladiesofthenight(‘poules

deluxe’)waitingtobepickedup.Manycome

fromPolandandtheUkrainethesedaysIwas

told.ItwasgoodtobeinParisagain.

REFLECTIONS.

MydifficultiesatRoissyCharlesdeGaule

werefoodforthought.Theairportisatthe

interfacebetweendevelopinganddeveloped

worlds.LotsofpeoplefromNorthAfricaand

WestAfricawanttocomeandliveinFrance.

IndeedtheEuropeanUnionisalsobesieged

fromtheEastaswell.Maybesomeluckyman

isnowusingJohnHamilton’spassportinEng-

land,andhadenoughmoneytogetthroughthe

firstfewweekswithhisfamily.Goodluckto

him!

Afterthesevisits,LE PEN,theextreme

rightwingcandidate,cameinsecondinthefirst

roundoftheFrenchPresidentialelectionahead

ofJospin.IftheFrenchelectoratehadbeena

littlemorelazyhemightevenhavewon......

RecentlyGeorgeBushinAmericawonthe

Presidentialelectionbyaverynarrowmargin

intheFloridarecount. BothAmericaand

Francearematuredemocracies. Butboth

resultsmakemeanxiousthatinthefuture

really dangerous people could by chance

becomepoliticalleaders.Thedemocraticsys-

tem cangowrongjustbychance...Thistime

wasjustawarning.

Itwasgoodtohaveaglimpseoflifein

Franceafteralonginterval,andtoseefriends,

andmembersofabigfamily,andhow they

wereallgettingalong.Somehadbeenoutof

workforalongtime,somehaddivorcedand

remarried,ornotyetremarried,buttheywere

allsurvivingwithsenseofhumourintact.The

foodandwinewasdelicious.Theyhavebeauti-

fulchildren-thoughnotquitesomanyasinthe

previousgeneration. Younglovelytreesare

cominguptoreplacethosesweptawaybythe

hurricane.
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ベルギーの魅力は何であろうか

ベルギーは、華麗な中世文化の息吹きを伝える

国である。その美しく、平和で、活気に満ちたベ

ルギーの都市や田園のたたずまいの背後には、苦

難の歴史がある。ベルギーの人々には、苦難に耐

えた勇気と、未来に挑戦する強い意志や、英知が

秘められている 、 ベルギーの首都、ブルッセル

は、‘CenterofEurope’（ヨーロッパの中心）であ

る と、日本ベルギー大使館、FrenchCommunity

の大使代理のJean-FrançoisDelahaut氏は誇ら

しげに語った。また、FlemishCommunityのDavid

Maenhout氏は ベルギーは、ドイツ、フランス、

オランダと国境を接し、ドーバー海峡でイギリス

と通じている。ヨーロッパのCrossingRoad（交

差点）であり、ヨーロッパのHeart（心臓）であ

る と、言われた。

ヨーロッパの中心、ヨーロッパの心臓であると

称せられるベルギー・ブルッセルには、ヨーロッ

パ連合（EU）本部がある。

筆者は、2000年３月、SIETAR (Society of

Intercultural Education, Training, and

Research）学会世界大会で、研究発表を行った際

に、EU本部を訪問し、EUの言語教育について調

査・研究をする機会を得た。その一端を Goken

NewsNo.5：EUの語学教育―ヨーロッパ言語年

2001― で紹介した。今回は、ベルギーの魅力を

さぐってみよう。

ベルギーの概要

…………………………………………………………

国名：ベルギー王国 KingdomofBelgium

面積：30,519㎢（九州よりやや小さい）

人口：1,016万人

首都：ブルッセル

民族：フラマン人（北部、オランダ語系）55％

ワロン人（南部、フランス語系） 44％

言語：公用語は北部でオランダ語、南部でフラン

ス語、0.6％がドイツ語

宗教：キリスト教（カトリック90％）

政体：立憲君主制（連邦制）

元首：アルベール２世国王

独立：1831年７月21日

EU議長国：1993年

…………………………………………………………

ベルギーの歴史

ベルギーはローマ帝国時代、フランク王国時代、

中世の封建時代を通じ、世界的な交易上の拠点と

して古くから文明の開けた地方であった。特に、

11世紀以降は東方交易が盛んになり、北イタリア

などとともにルネッサンスの文化および産業貿易

の勃興の中心の一つとなった。しかし、15世紀以

降はフランス、オーストリア、スペインなどの周

辺の強国の支配を受け、苦難の時代を送る。オラ

ンダ統治下の1830年、ブルッセルでの反乱を機に

暫定政府が樹立され、翌1831年、立憲君主国とな

る。1839年、永世中立国となるが、第１次世界大

戦後却下する。民主的な立憲君主国で、実際の行

政権は内閣に委ねられている。

第２次世界大戦後、ブリュッセルはヨーロッパ

統合の中核としての国際的役割を担うようになっ

た。ヨーロッパ連合（EU）本部、ヨーロッパ議会、

ヨーロッパ委員会、北大西洋条約機構（NATO）

本部などの国際機関の本部が設置され、国際ビジ

ネスのヨーロッパにおける中心地となる。GNPは

自由主義世界でも豊かな国の一つで、EU平 を常

に上回っている。

ベルギーの言語と文化

法学部

平尾 節子
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ベルギーの言語

ベルギーは、多言語国家である。スリにご用心

の注意書にも、上から、オランダ語、フランス語、

ドイツ語、英語で、記されている。

ベルギーの国情の最大の特色は、フラマン人（オ

ランダ語を話す）と、ワロン人（フランス語を話

す）の２言語国民、およびドイツ語系の国民で構

成されている点にある。北部に多いオランダ語を

話すフラマン人は、ゲルマン的特性から、質実剛

健、忍耐強い。南部に多いフランス語を話すワロ

ン人は、ラテン的特性で独立心が強く、楽天的で

あると言われる。

ベルギーの公用語は、オランダ語とフランス語

の２言語である。ブルッセル首都圏では、80%が

フランス語、20％がオランダ語を話す。国民の11％

が両方を使用でき、大多数が英語を駆使する。

ベルギーの語学教育

ベルギーは、フラマン語（オランダ語系）圏と、

フランス語圏およびドイツ語圏とに分かれている

連邦制国家である。教育制度は、フラマン語圏と

フランス語圏・ドイツ語圏と異なっている。フラ

ンス語圏とドイツ語圏の教育制度はほぼ同じであ

る。教育行政も、フラマン語圏教育省と、フラン

ス語圏教育省と分れている。

2001年３月、筆者は、両教育省を訪問し、各々

の小・中・高・大学、計８校を訪れる機会を得た。

EUの言語政策である １＋２ すなわち 母語プ

ラス外国語２ケ国語 の言語教育が実施されてい

る実態を参観することができた。つまり、小学校

第３学年から、母語であるオランダ語（フランス

語、またはドイツ語）を習得するとともに、第２

言語（フランダース地方では、フランス語、ワロ

ン地方では、オランダ語、ドイツ地方では、フラ

ンス語）を選択する。さらに、小学校第５学年か

ら、外国語としての英語を学習している。

1425年、世界最古のカトリック大学として創設

されたルーヴェン・カトリック大学の英語教育学

では、targetlanguageである英語を用いて、講義、

プレゼンテーション、デイスカッションが展開さ

れていた。

ベルギーの文化

ベルギーには、ゲルマンとラテンの文化がたく

みに調和していると言われる。

首都ブルッセルのグランド・プラスは、ヴィク

トル・ユゴーが、 世界で最も美しい広場 と賞賛

した広場である。広場正面には、市庁舎（左）、ギ

ルド・ハウス（中央）、王の家（右）などの歴史的

建造物があり、その華麗さ、荘厳さに魅了されて

しまう。

市庁舎（14C）の塔は、ベルギー特産の手編みレー

スを連想させるような繊細で緻密なゴシック装飾

でおおわれている。ギルド・ハウス（17～18C）の

壁面には、金箔が燦然と輝き、ベルギー独特のバ

ロック的絢爛・豪華な装飾である。ベルギー建築

の感性は、タピスリー織りや、ダイアモンドのベ

グランド・プラス広場〔王の家〕MaisonduRoiの前にて
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ルギー・カットと無縁ではないかもしれないと思

われた。

1880年のベルギー建国50周年を記念するサン・

カントネール宮殿入り口にある凱旋門を夕刻に訪

れたが、緑色にライトアップされて、息をのむ美

しさであった。

グランド・プラスの北東の丘の上には、13Ｃ建

立のサン・ミッシェル大聖堂がある。昨年、ベル

ギー王室のフィリップ皇太子の結婚式が行われ、

皇太子と雅子妃も出席された。大聖堂の内部には、

前国王の結婚式当時の現天皇・皇后列席の写真の

拡大パネルが、飾られていた。

京都・祇園祭の鶏鉾の重要文化財になっている

ゴブラン織りのタピスリーは、トロイの王子、ヘ

クトルが妻子に別れを告げる場面が織られている

が、16Cにベルギーで製作されたものであるという。

フランダースの犬 のいわれなど、ベルギーと

日本との友好関係が色濃く感じられた。

ベルギーの言語教育に関する調査・研究で、レ

クチャーをして下さったFrenchCommunity教育

省のDr.AndreBayenは、ベルギーの色とりどり

のチョコレートは 食べる宝石 であるとか、ベ

ルギー・ビールの個人消費量は、世界一で、種類

も800種類に及ぶなど、ユーモアを交えた説明もし

て下さった。学校訪問スケジュールやレクチャー

の手配をして下さったFlemishCommunity教育

省のMr.GabyHostensが、東京で開催されたG8

教育大臣会議 G8教育サミット に出席されたと

聞いて、感動、感激が連続したベルギー訪問であっ

た。

アモーレス・ペロス は2000年のカンヌ映画祭

批評家週間グランプリを獲得し、東京国際映画祭

でもグランプリを受賞した。監督は新人のアレハ

ンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥであり、ラジ

オ局の人気DJからCM監督を経て初メガホンと

なった。

映画は導入部分と３つのエピソードの４部構成

である。導入部分は３つのエピソードを結びつけ

る役割をしており、３つのエピソードの主人公達

が登場するカーチェースシーンとなっている。若

者と血まみれの犬をのせた車は追跡されており、

追跡車を振り切ったかに見えたその瞬間に別の車

に接触し、事故を起こす。

事故に関わる３つのエピソードが以下では描か

れる。エピソード１はこの事故の加害者であるオ

クタビオと義理の姉スサナの物語である。スサナ

は兄と望まぬ妊娠の結果結婚し、たびたび暴力を

振るわれている。オクタビオは義姉スサナを愛し

ているので、兄の仕打ちに耐え切れず、姉に駆け

落ちを持ちかけ、その資金調達のために、兄の犬

を使って闘犬で荒稼ぎをする。オクタビオとスサ

ナは結ばれ、駆け落ちを決めるが、結局、犬は闘

犬中に銃で撃たれ、スサナは兄のもとへ戻る。オ

クタビオは犬を撃ち殺した相手をナイフで刺し、

彼らの仲間に追跡され、導入部分のカーチェース

の部分へと結びつく。

エピソード２は事故の被害者であるスーパーモ

デルのパレリアの物語である。彼女はこの事故ま

で仕事も恋も順調であった。仕事は一流ブランド

との契約を獲得し、不倫相手の広告デザイナー、

映画 アモーレス・ペロス
が描くメキシコシティ

経営学部

丸谷雄一郎
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ダニエルは妻と別居を決めた。ダニエルが彼女に

二人で住む予定のマンションを見せ、彼が買い忘

れたシャンパンを彼女が買いにいく途中で、事故

は起こったのである。彼女は重症だったが一命を

とりとめ、車椅子姿のまま退院する。そして、二

人のマンションで彼女の愛犬リッチーとの３人暮

らしが始まった。そんな矢先、リッチーが自宅の

床の穴に落ちてしまう。情緒不安定な彼女は彼と

会えば口げんかを繰り返し、完治していない足で

床をたたき、リッチーを探す。結局、リッチーは

彼に助けられるが、彼女の足は切断を余儀なくさ

れるのである。

エピソード３は事故を目撃し、救助した殺し屋

エル・チーボの物語である。彼は大学教授であっ

たが、反体制運動に参加した結果投獄され、現在

は殺し屋となっている。事故当日は仕事を依頼さ

れ、ターゲットの尾行中であった。ターゲットは

依頼者の兄であった。結局、彼は依頼者とターゲッ

トの双方を縛りあげ、依頼者のスーツや車を奪い、

昔捨てた娘の家に忍び込み、貯めた金を娘に与え

るためにおいて、姿を消すのである。

この映画はメキシコシティの社会階層という観

点からみると非常に興味深い。舞台となったメキ

シコシティはアステカ帝国に遡る世界遺産にも指

定される伝統的な大都市であり、時代を経るごと

に地方からの人口を吸収し、現在では2000万人を

超えている。こうした発展はこの映画で示される

階層の格差を形成した。

メキシコはスペイン移民の末裔である富裕層と

比較的早い時期に流入した人々から構成される上

層階層と都市の拡大に伴って地方を追われるよう

に流入した下層階層という２つの階層に大きく分

けられる。そして、下層階層は1982年以降の新自

由主義経済への移行を経て増加傾向にあり、中間

階層の多くが下層へ近づくことで近年２つの階層

への集約が鮮明になってきている。こうした階層

は日本では認識しづらいかもしれないが、階層意

識は世界的にみると一般的である。メキシコシティ

は時間をかけて形成された都市だけに、さまざま

な階層が隣接し、交錯することになったのである。

映画はそうした複雑な階層社会の関係を興味深く

描いている。

エピソード１では典型的な下層階層の生活を示

している。ここで描かれる家族はスーパーマーケッ

トの従業員である兄の収入等で生活している。彼

らはその日の食べ物に困るというレベルの生活で

はないが、上層階層の豊かな生活が近くにあると

いう世界の大都会でみられる風景の中で常に金へ

の憧れを頂いている。

エピソード２では典型的な上層階層の生活を示

している。主人公はスーパーモデルであり、その

周りの人々もマスコミ業界の人物であり、彼らは

先進国と変わらないおしゃれな生活をしている。

シャンパンでお祝い事を祝い、ペットを飼い、高

層のマンションでアーバンライフを過ごしている。

エピソード３は上記の２つのエピソードとは趣

が異なる。主人公の老人は大学教授という上層階

層から殺し屋という下層階層へドロップアウトし

ており、下層階層の生活をしながら、上層階層の

依頼者や娘と接している。

おそらく、監督はエピソード１では金への執着、

エピソード２では物質以外のものへの欲求、エピ

ソード３ではそれぞれの階層の隣接性を描いてい

るのである。そして、この隣接性こそが大都市メ

キシコシティの特徴であり、その活力の源になっ

ているのである。

また、この映画のタイトル アモーレス・ペロ

ス は直訳すると 犬のような愛 であるが、そ

れぞれのエピソードでの犬の使い方が各階層の特

徴を示している。エピソード１では闘犬という収

入を得る手段として描かれている。エピソード２

ではペットという豊かさの象徴であり、愛すべき

対象として描かれている。エピソード３では双方

の性格を持つ犬が混在し、最終的にはペットとし

ての犬が闘犬に全て殺されてしまうという結末を

迎える。まさに、多様な階層の同居の難しさが象

徴的に示されているのである。

このように真面目な議論をすると、この映画が

小難しい内容のものに捉えられてしまうかもしれ

ない。しかし、この映画は決して難しい内容の作
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品ではなく、監督のDJからCM監督といった経歴

を反映して、エンターテイメント性にも溢れてい

る。特に、全編に流れる音楽はメキシコの伝統的

音楽マリアッチではなく、ロック・エン・エスパ

ニョールと呼ばれるスペイン語のロックであり、

画面に臨場感を出している。メキシコ人は音楽好

きであり、街には音楽が溢れているが、その多く

は決して伝統的な音楽ではなく、米国のロックが

ラテン風にアレンジされ、独自の進化を遂げたも

のなのである。

また、どこか土着的な雰囲気も魅力的である。

話題を呼んだハリウッド映画 メキシカン や ト

ラフィック もメキシコを舞台にしている。しか

し、この映画はこれらの映画と根本的に異なる土

着的な雰囲気がある。この映画と比較すると、上

記の２つの映画はメキシコの外面的な部分しか捉

えていないと感じる。 トラフィック は筆者も作

品的には非常に優れていると思うが、そこで描か

れるメキシコはハリウッド映画の粋を出ておらず、

当然のことながら、米国人からみたメキシコなの

である。社会階層や文化を知ることは語学を学ぶ

上で不可欠であると思うが、この映画はそういっ

た意味で非常に優れた題材であるといえる。また、

映画を通じて、日本人が意識しにくい階層といっ

た見えない壁の一端を理解できるかもしれない。
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2001年度の名古屋語学教育研究室主催第７回外

国語コンテスト・ドイツ語部門の本選が、2001年

11月27日（火曜日）におこなわれました。その結

果を簡単にですが、報告したいと思います。

今回は、昨年度と趣向を変えて二つの歌を課題

に選びました。参加者は、シューベルト作曲の有

名なドイツ・リート 菩提樹（リンデンバウム）

と20世紀の初めに女優マレーネ・ディートリヒが

歌って有名になった リリー・マルレーン のど

ちらかを選ぶことができるようにしました。

人前で歌を、しかも慣れないドイツ語で歌わな

ければならないということで参加者が集まるかど

うか心配はしましたが、11名の参加者がありまし

た。

その結果ですが、非常にレベルの高いコンテス

トになりました。採点は、発音・アクセント、そ

して表現力の合計点で行ないました。今回は、歌

ということで表現力のところで差が見られました

が、外国語コンテストであるということを 慮し

て、まず発音とアクセントが正確であるかどうか

を重視しました。

その結果、第１位（優勝）は 菩提樹 を完璧

に歌ってくれました榎谷太一君（01J1312）、第２

位は同じく 菩提樹 を歌った小島祐樹君（99

J1455）、第３位は リリー・マルレーン を歌っ

てくれた木村友紀さん（00J1363）でした。残念な

がら入賞できなかった他の参加者も、入賞者と比

べて見劣りのない練習の成果を堂々と披露してく

れました。これを機会にして、皆さんには、ただ

授業のドイツ語を勉強するだけでなく、さまざま

なドイツの歌にもぜひ親しんで欲しいものです。

最後に、意欲的な学生の皆さん、語学教育研究

室にかかわっている多くの教職員のみなさんのお

かげで今回もコンテストを続けることができまし

た、心よりお礼申し上げます。

そして今後さらに質の高いコンテストを行なう

ために、課題の選び方から実施、審査の方法まで

まだまだ反省すべき点や改善すべき点は多いとい

うことをふかく自覚して、次回コンテストに備え

たいと思います。

（島田 了）

第７回フランス語コンクールは2001年11月26日

行われ、19名の参加者があった。これまでと比較

して平 的な人数である。その大多数は法学部、

経営学部の２、３年生であった。

コンクールのテーマはギヨーム・アポリネール

の詩 ミラボー橋 を読むこと、できうれば空で

朗読することであった。難しいところは多くある。

発音やプレゼンテイションに気を配ることの他に、

リズムを強調し、詩句のメロディーを際だたせる

ことである。なぜならこれは有名な詩であり、多

くの歌手に歌われてもいるからである。

例年どおり、１回目２回目と審査を繰り返して

優秀者を選抜していった。初回で７名を選んだが、

これは容易であった。学生たちの知識程度が、概

して、下位グループとの間ではっきりしていたか

らである。しかし、最終３名を選出するに当たっ

ては、挑戦者間に大きな差異はなく、選 は困難

であった。最終的には、立ち会ったフランス語教

師３名の相談により、以下のとおり決定した。

第１位 肥田 晴司 (00M3304)

第２位 川北 陽 (00M3314)

第７回 外国語コンテスト

ドイツ語部門

フランス語部門
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第３位 浦川 博明 (00J1277)

本年度もまた、コンクールはよいコンディショ

ンと雰囲気のもとで行われたが、これは参加者全

員にとっては喜ばしいことであった。

（ラッセン）

第７回外国語コンテスト 中国語部門 は2001

年11月22日㈭午後１時から211教室において開催さ

れた。例年と同様 現代中国学部部門 と 法学

部・経営学部部門 とに分けて実施した。

現代中国学部部門 では、課題文の暗唱と自ら

が作文した中国語の文章を暗唱するという内容で

あった。正確な発音に努める一方、文章の内容を

よく理解した上、感情をこめた発表が特徴であっ

た。ただ、昨年と比べ、参加者の人数が少なかっ

たことにさびしさを感じた。一方、 法学部・経営

学部部門 では参加者が44名で活気にあふれた熱

戦となった。とくに車道の法学部２部からは３名

が参加し、しかもその中から第１位の栄冠を勝ち

取った学生が現れたということは前例のないこと

であった。

今後は、教師側からの 過度の働きかけ によっ

て参加者を増加させるという方向ではなく、学生

側からの積極的かつ自主的な参加が切に望まれる。

入賞者は以下の通りである。

法学部・経営学部部門 （課題文の朗読）

第１位 01SJ1002原田 大輔

第２位 00M3388山田 真理子

第３位 01J1262 奥富 裕一郎

現代中国学部部門

第１位 00C8006 柴田 幸洋（自由課題文)

第２位 00C8017 大崎 綾子（課題文の暗唱)

第３位 00C8110 山下 怜子（課題文の暗唱)

（鄭 高 ）

第７回外国語コンテスト 韓国・朝鮮語 の部、

本選会は2001年11月22日㈭、名古屋校舎212教室で

実施された。本選出場者は、車道校舎からの２名

（山口彬・吉田誠両君）を加え、15名。ほぼ全員

が、課題テクスト朗読の前後に短い韓国語による

自己紹介や挨拶を行なっていたのが印象的であっ

た。

審査員の一人、陶山名誉教授が 総評 でも言

われたように、上位者のレベルは高く、従って入

賞者の選定には今回も頭を痛めたが、結局以下の

ごとく決定した。

第１位 00J1369 水谷 元昭

第２位 01M3376 宮代 和子

第３位 98J1327 久野 幹太

入賞はのがしたものの、吉田誠君（01SJ1098）、

塚原雅也君（01J1286）、木村恵さん（00M3405）

等と、入賞者との差はほとんどないと言ってもよ

かった。しかし、上位者だけが 関心の対象 と

いうわけではない。毎回言うことだが、むしろ他

の学生諸君が、熱心に練習してきて平素の実力を

はるかに上回る発表をする時こそ、私達教育者は、

外国語コンテスト の本来の意義を感じるもの

だ、ということも知っていて欲しい。

（常石希望）

日本語部門は2001年12月11日、例年のように、

外国人留学生によるスピーチコンテストでした。

１年生12名、２年生３名の合計15名が全員 留学

生が見た日本 という大きなタイトルのもとで、

それぞれ自分の身近でおきた小さな出来事から学

び取ったことを語ってくれました。そういった小

さな出来事は私達日本人には極当たり前のことと

なっており、ほとんど気にもしないで通り過ごし

ていることばかりですが、留学生は敏感にそれら

中国語部門

韓国・朝鮮語部門

日本語部門
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を読みとり、そこから多くを学んでいる様子が伝

わってきました。聞いている者には、異文化を体

験するとはこういうことなのだと知らされた思い

がするとともに、また、日本というのはこういっ

た側面を持った社会なのかと、あらためて日本を

客観的に見つめる良い機会となったと思います。

例年に比べて、今年はスピーチというより自分

の体験談に終始したものが多く、その点は少し残

念でした。しかし、そもそもスピーチをするのは

なかなか大変なことです。それがましてや外国語

となればなおさらですが、にもかかわらず、積極

的に参加してくれた学生が多くいたことをとても

嬉しく思っています。そんな中でも、しかし、入

賞者たちのスピーチは主張もはっきりしており、

日本の社会、文化を巧みに浮き彫りにしてみせて

くれました。この後に記載される学生のスピーチ

を楽しんで下さい。

（山本雅子）

第１位 01C8217 李 成海

第２位 01M3514 易 華

第２位 01C8218 李 亜坤

《日本語コンテスト入賞作》(原文のまま)

第１位 日本語からみた日本人

現代中国学部１年 01C8217 李 成 海

こんにちは、みなさん 私が日本に来て一番

最初に学んだ日本語とはこのあいさつの言葉 こ

んにちは でした。私の日本での留学生活、日本

語勉強というものはこの一言のあいさつから始ま

りました。

朝学校に行くと おはようございます と明る

くあいさつ、帰る時は さよなら と丁寧にあい

さつします。バイト先に行くとまた おはようご

ざいます と元気よく仕事場の人たちに声を掛け

ます。バイトを終えて帰る時も お疲れ様でした

ときちんとあいさつします。すみません 、ごめ

んなさい 、 ありがとうございます などは一日

中で何回言っているか自分でもよく分らないぐら

いです。日本語勉強から始まった日本での留学生

活、あいさつから始まる日本語の勉強、留学生の

方なら多分みんなこういう経験があったと思いま

す。私は なぜ日本人はこんなにあいさつにこだ

わってるんだろう と えはじめました。

実は日本語だけでなく、英語とか韓国語、中国

語などを学ぶことも決して甘いものではないと思

います。言語というものはただのコミュニケーショ

ンのための手段であるだけではなく、その民族の

文化、あるいは価値観、世界観などに深くかかわっ

ている という文章をある本から読んだことがあ

ります。その通り、一つの言語を通してはその民

族の心理と性格の特徴を覗いて見ることができる

のです。普通、日本人は礼儀正しいと言われてい

ます。きちんとしたあいさつをしているからそう

えられるでしょう。勿論、あいさつに対するこ

だわりも礼儀正しさを求める日本人の性格特徴の

一つだと言えます。しかし、それだけではありま

せん。日本人はあいさつを通して他人に対する自

分の心配りを示しているのです。がんばってねー

短くてもやさしい一言、 ありがとうございます

うれしいけれどそう答えるしかない自分。人と人

の心が一言のあいさつによってうまくつながって

くるのです。

あいさつのほかにもいろんな事から日本人の性

格を覗いて見ることができます。私にはこんな小

さな発見がありました。日本人は ヨイショ と

いう言葉をよく口にします。朝、ヨイショと言っ

て床から起きあがって、ヨイショと言って伸びを

します。顔をごしごし洗ってからヨイショ、出掛

ける前ももちろんヨイショ。面白いことです。こ

れは日本人独自の少なくとも中国人とか韓国人に

はない口くせです。これはなぜでしょう。私は ヨ

イショ というのはある事に対する訣別だと え

ます。新しいことを始めようとすれば必ず一旦立

ち止まって古い事と訣別しながら新しい事に立ち

向かう。そして、自分に新しい事に立ち向かう力、
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つまり気合いを入れる。これも日本人独自の性格

ではないでしょうか。

このように他人に対する心配りを伝えることも、

自分に気合い入れることも言葉を通じて表現でき

るのです。我々在日留学生にとっても日本語の勉

強を通じて日本の文化、習慣、日本人の性格など

をもっと深く理解し、言葉のコミュニケーション

に基づいて、心と心のコミュニケーションを求め

ることが留学生活のためにも、自分自身のために

もいいことになるのではないでしょうか。

コミュニケーションというものは決して一方的

なものではありません。だから、来年は日本人学

生の方からも 中国語を通してみた中国人 のよ

うなスピーチを発表して欲しいです。日本人が礼

儀にこだわっているように中国でも礼儀というも

のは大切なものであります。いつか中国に行って

実際に体験してみなさい。その時、中国の人々た

ちは千五百年前から伝わって来たあいさつ言葉で

歓迎するはずです。

それとは 有明自 方来，不亦 乎

第２位 日 本 の 女 性

経営学部１年 01M3514 易 華

皆さん、今日は。私は経営学部一年生易華と申

します。今日は日本の女性というタイトルで話し

たいと思います。私は話をする前に皆さんに質問

したいことがあります。皆さんは幸せのにシンボ

ルとしてどんなimageを思い浮かべますか ダ

イヤモンドをついているrolexを手にはめて人目の

中で自分を誇ることですか それともベンツか

BMW に乗って都会から自然の中をゆっとりドラ

イブ事ですか そういうことも幸せかもしれま

せん。でも私の心に一番ぴったりする幸せな姿は

アメリカのグリーンカードを持って、ヨーロッパ

の大きなハウスに住んで、中国の美味しい料理を

食べていること。でもそれが幸せに完成するため

には日本人の奥さんのような役割を果たす女性が

そこにいなければなりません。日本人の女性は美

しく、優しく、礼儀が正しく、家庭に尽くすこと

で世界中の男性が憧れています。私はそんなこと

が本当にあるだろうかと言う不思議な気持ちを抱

えながら、日本に留学してきました。

戦後日本経済は大きく発展してきました。短期

間で豊かな国になりました。このように発展した

要因としてはいくつかの言い方があります。アメ

リカからの援助とか、自分の国では戦争がなく、

周辺の国の戦争で経済が刺激される機会があった

とか、日本の農村の人が大都会に出て安い賃金で

も一生懸命働いて競争力を支えたこととかあげら

れているのを聞き、そうかもしれませんと思いま

した。でも日本人の女性の役割に触れた話はほと

んど聞きません。日本の女性について、私が中国

にいた時に聞いたことと私が日本に来て実感した

ことと大変な違いがあると思います。みなさん、

ちょっと えてください。日本の女性は普通は小

学校の五年生頃に、裁縫や料理など身近な生活の

技能や知恵など身につけ始めます。学校を卒業し

て就職しても結婚したら、仕事をやめて、専業主

婦になる人が多いようです。男は仕事、女は家庭

という役割分担でその生涯を一貫しています。奥

さんは主人が起きる前に朝食を作っておきます。

昼には家事、育児などをします。主人が帰る前に

晩御飯を用意してお風呂を沸かしておきます。こ

のようにして外で働くものが十分力を発揮するこ

とが出来、子供のしつけや教育に対しても日常的

に行き届いた心配が行われています。家庭全体の

大切なバランス維持させることになりそのことが

日本の人々の生活を守り、日本が豊かな国になっ

たのを陰で支えたのは奥さん達でもあると言える

でしょう。奥さん達がモノを生産していないとい

うことで、そういう奥さん達の役割を小さく評価

していいでしょうか

このような伝統的な女性の生き方に変化が出て

きたようです。女性も世間知らずではいけない。

もっと社会に進出するべきだという声が高くなり

ました。日本女性の生き方が変化を生じたのは歴

史的な必然のようなものがあったかもしれません。
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これから、時代が発展するに伴い、日本の女性

の社会的地位が高くなり、優れた指導力を発揮す

る人も多くなるでしょう。しかし、日本の伝統的

な奥さんたちが果たしてきた役割がただ世界中の

男性が憧れるというよりも遙かに重要な意味があ

るのではないでしょうか。

私は日本で勉強する一人の外国人女性として、

その精神が将来の人々の幸福を作る力をよく え

てみたいと思います。

最後に言いたいことがあります。それは21世紀

は女性が人間として生きる時代だと思います。

以上

第２位 日本のホームレス

現代中国学部１年 01C8218 李 亜 坤

何処の国でも自分たちの独特な生活習慣があり

ます。同じ国でも地方や民族によって生活習慣が

違います。

たぶん、今ここにいる皆さんにとっても日本へ

留学に来る前、自分の頭の中には、日本に対して

いろいろなイメージがあったと思います。

でも、日本に来てから、自分自身本当に日本の

社会の中で体験した時、最初の頃自分が思った日

本と全然違っていたり、或いは不思議に感じると

ころもいっぱいあったと思います。私も日本に対

して、色々な驚いた事がありました。中でも一番

驚いたのはホームレスの事です。

日本は世界でも有数の経済、文化や交通が発達

している国です。人々の生活水準もとても高い国

だと思います。このような先進国であるにもかか

わらず、ホームレスというような人が存在してい

ます。しかも、公園に行ったら、あっちこっちに

います。日本人の友達の話によると、ここ数年ホー

ムレスが急激に増えているそうです。

最初日本に来た頃、テレビをつけたら、ただ人

を殺してみたいというような少年による殺人事件

や会社の倒産或いはリストラで自殺する事件など

いろいろな事件を放映していました。どうしてこ

の国では精神的に弱い人、 えることが変わって

る人が多いのだろうと思ってとても怖かったんで

す。それで、ホームレスのような人を見たら、大

回りしてホームレスの前を通らないようにしてい

ました。ホームレスの人は何を えているかよく

分からなくて、見るたびに怖がっていました。

しかし、ホームレスってどんな人なんでしょう

か そのような呼び名の人がいるわけではあり

ません。ある人が置かれた状態を示すに過ぎませ

ん。辞書を引いてみたら、住む家のない路上生活

者と書いてありました。路上生活者って文字通り

に路上だけで生活しているわけではないと思いま

す。当たり前のことですが、誰でも、生まれなが

らにして路上生活をしていた人はいるはずがあり

ません。結果的に路上生活に至るまで、必ずそれ

ぞれの生活の歴史があると思います。私はとても

その原因を知りたくて、インターネットを通じて

いろいろ調べました。インターネットを開いてみ

たら、いろいろ書いてあります。たとえば、親子

や夫婦関係をめぐるトラブルによって起こった家

庭崩壊により家族と離れて関係を取り戻すきっか

けをつかめないままになってしまった人、または

出稼ぎで大都市に着いたが、不況などの原因で職

を失い、そのまま家族と会えなくなってしまった

人、競争社会から脱落し、社会的なストレスを抱

えた人、またそれらを背景としたアルコール、ギャ

ンブル依存症など、目には見えにくいけれど具体

的な生活困難を抱えてしまった人など、いろいろ

あります。しかも、ホームレスの中には、中小企

業の元社長もいれば、元教師や修行僧もいます。

いろいろな人がいます。

私の家の近くにも公園があります。そこにもた

くさんホームレスが住んでいます。このように彼

らがホームレスになった原因をいろいろ知ってか

ら、前ほど怖くなくなりました。今は普通にホー

ムレスの前を通ることができるようになりました。

それだけでなく、以前より心の距離が近くなり、

ホームレスの人が現実の社会に対して、あきらめ

ずに元気で生きて行ってほしいと思うようにまで
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なりました。

人間は生きている間、社会と関係なく、誰もが

ずっと自分の思った通りに生きていけるわけでは

ありません。ホームレスの人はもちろん人によっ

て様々な大変な経験や過去があると思うけれど、

生活にあきらめてホームレスになるのは、ちょっ

と弱すぎるんじゃないかなと思います。人生はど

んな困難なことが起こっても、最後まで前向きに

頑張るべきだと思います。

ホームレスになった人たちの弱い心を えたら、

つい私たち留学生のことも頭に浮かんできました。

私たち留学生もふるさとを離れて、外国で留学し

ているうちに、みんな言葉で言えないぐらい沢山

の困難なことを抱えていると思います。それでも、

みんな自分たちの夢をかなえるために、いろんな

困難と戦って、あきらめずに前向きに頑張ってい

こうではありませんか。

留学生活は私にとっても、みんなにとっても、

本当に人生の中でとても貴重な体験でと思います。

ですから、これからもこの貴重な体験を無駄にし

ないで、どんな時でも、挫けずに素晴らしい未来

に向かって挑戦する気持ちを持ち続けて行きたい

と思います。

最後に、私が愛知大学に入学して、皆さんと知

り合いに慣れたのも、何かの縁だと思います。こ

の縁を大事にして、お互いに助け合い励ましあっ

て頑張って行きましょう

愛知大学言語学談話会
後期> 名古屋校舎研究館第３会議室
時間> 14：30～16：30

⑥９月21日（土）
ＥＵにおける言語教育政策―ポーランドの外国語教
育の現状―
平尾 節子（法学部教授）
⑦10月12日（土）
日本語話者がフランス語を通して見た韓国語・韓国
語を通してみたフランス語（その２）
田川 光照（経営学部教授）
⑧11月９日（土）
メディア用語の変遷と最近の特徴
大西 五郎（法学部教授）
⑨12月７日（土）
トーマス・マンとはいったい何者だったのか
島田 了（経営学部助教授）
2003年１月11日（土） ２講義開催
漢字について
矢田 博士（経営学部助教授）
漢字文化圏における表音文字の背景（その２）
陶山 信男（愛知大学名誉教授）

編集後記>

’02年７月号をお届けします。

次号より、内容のより一層の充実を目指し

て、各語系の先生方に、この半年あるいは１

年間に外国の新聞などに掲載された言語・文

化に関するニュースなどを提供していただく

ことになりました。お楽しみに

2002年７月Goken News
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