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 国際コミュニケーション学部、中国語専攻では、

1年間の基礎を終えた学生に、ピンインや分かち書

きのしていない生の教材を読むという時間を設けて

いる。98年創設後の3年間は、仍甥伉の小品を使っ
ていたが、その後は、よりタイムリーなものをとい

うことで、中国の若者に絶大なる人気をもつ、女性

記者、安頓のインタビュー集から、各セメスター 2

～ 3編を選び読んでいる。生の教材といっても、

一々漢字の発音（ピンイン）を調べていては、筋を

追う面白さがなくなってしまうので、未習の単語に

ついてはピンイン表をつくり、前もって配ってい

る。最初は毎回1～2ページくらいしか進まないが、

最後には3ページから4ページくらいは読めるよう

になる。

 安頓のインタビュー集はもともと『北京青年報』

という新聞に連載されたものを編集したもので、こ

れまで、

《蒸斤咨暴》1998-5 新世界出版社
《回家》1998-12 新世界出版社
《情屬今生》2000-4 南海出版公司
《蒸涙鋤蕊》2002-8 北京出版社
の4集が出、読者からの反応も入れて編集された、

《相逢陌生人》2000-11 北京出版社
を入れると全部で5集になる。安頓の本は、副題が

〈秤湖笥峰糞村〉とあるように、中国の青年が自分
自身のことを、あからさまに語った点に特徴があ

る。第1集《蒸斤咨暴》の “咨暴” とはプライバシー
のことで、そういうと恋愛、結婚、不倫、離婚が中

心かと思ってしまうが、それだけでなく、家の問題、

親との確執、地方出身者の悲哀等々多岐に渡り、個

人の述懐を通じて広く中国の社会を知ることができ

るのである。

 以下そのなかで印象に残ったものをいくつか紹介

してみよう。

恋愛・不倫・結婚・離婚
 第1集《蒸斤咨暴》の最初に載っているのは「あ
なたは私の心の奥底の深い烙印」という作品。3人

の男を流浪した、32歳になる女性の話である。最

初の夫は初恋の相手で業界紙の記者。彼女は出張の

多い夫の留守のすさびにエッセイを書き、夫といつ

かこれを本にしようと約束するのだが、彼女の職場

に転勤してきた上司にひかれ、不倫をしてしまう。

やがて夫はそれを見抜き二人は別れる。彼女はその

後しばらくはその上司との関係を続けるのだが、や

がて妊娠。喜んでもらえると思いかけつけた病院で

待っていたのは、風邪で来院した妻に付き添う上司

だった。もはやこれまでと悟った彼女は、一人中絶

手術を受ける。しかし、気丈な女である彼女はその

後外国の通信社に勤め、今は新しい恋人と暮らして

いる。

 「最も純粋な良心の呵責」は《蒸斤咨暴》の2番目
にある作品で、四川の貧しい村から北京に出てきた

29歳になる女性の話である。彼女は最初に勤めた

貿易会社で渉外の仕事をするうち、酒をのまされ上

司にむりやり犯されてしまう。その後、いづらく

なってその会社をやめドイツ系資本の会社に就職す

る。暮らしはよくなっていくが、最初の上司との過

ちがいつまでも心に残り、なかなか恋愛ができな

い。しかし、そうこうするうちに自分の会社に研修

にきていた同郷の青年にひかれるようになるし、彼

安頓『絶対プライバシー』
　　　　　　　　を読む
―中国社会を知る格好の読み物

国際コミュニケーション学部
荒　川　清　秀
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の方も彼女に好意をもち求婚する。拒否し続けてい

た彼女ではあったが、最後は彼の熱意に折れて結婚

する。さいわい恐れていた結婚初夜も、彼は彼女を

疑うことなく、「君はなんて素晴らしいんだ」と誉

められるほど。結婚後も、彼はなにも疑うことなく

彼女を愛してくれるが、彼女は過去を言えなかった

ことがずっと心にわだかまりとなって残る。

 安頓の作品には地方出身者の話がいくつも出てく

る。中国では農村の戸籍を都市に移すことは容易で

はないし、かりに北京の人と結婚して北京に残るこ

とができても、北京の人々の地方出身者に対する蔑

視の目というものがあって、その中で生きていくの

はなかなかつらい。上の作品も都市の女性ならもっ

とあっけらかんとしているのだろうが、地方の村の

出身者であることで、封建的な観念が彼女の心に根

強く残っているのである。

 このほか、好きで同棲はするものの決して結婚し

ない女性の話、好きで結婚したものの、夫のふがい

なさにいらだち、しばしば家を飛び出す妻の話、ど

ろどろしたものでは、体育教師にだまされた高校生

が、恨みから学校に放火するといった話もある。

 純愛ものがないわけではない。高校生の純愛を描

いた「天と人間世界との握手」は、中国版「愛と死

をみつめて」ともいえるもので、病を得て死を宣告

された彼女のために、日本の故事にちなんで鶴を折

り続ける青年の思いを語ったものである。また、「わ

たしたちは愛し合っているからいっしょだ」は、ヨー

ロッパ人男性と結婚した中国人女性が、中国人大衆

の無理解に苦悩する話である。

家・親との確執
 安頓の作品には家や親との確執を描いたものも多

い。たとえば、「楽しさは私のお面」の主人公の母

は精神的に不安定で、父親は愛人をつくり家を出

る。彼女はそんな母を悲しませたくないという思い

でつねに行動する。母の前ではいい子ぶるのであ

る。母は自分のことだけでせいいっぱいで、娘が始

めて生理になったときも、「友だちに聞いて自分で

処理できるんだったら教えることないわね」で終

わってしまう。やがて彼女は年上の男性記者にひか

れ、気持ちをうちあけるものの、理性的な記者に拒

絶され、それが反動となって留学前のボーイフレン

ドに身をまかせ妊娠してしまう。妊娠した彼女につ

きそい病院に連れていってくれたのは母ではなくそ

の年上の男性だった。「楽しさは生涯のお面ではな

い」は、第2集《回家》に載ったものだが、ここで

は逆に母を神聖化する娘が登場する。「あなたの肩

はわたしの生涯の天」は、両親を事故で亡くした男

の子が、その親戚の家にひきとられるのだが、その

男の子と、その家の弟や妹を犠牲にしてでもその「長

男」を大事にしようとする義理の母との話である。

 安頓の本の魅力は、論評を加えず、個人の生き方

をそのまま記録するという方法をとった結果、話し

手の心の動きをよく引き出している点だろう。ある

程度中国語の力をつけた人たちの速読用教材として

お勧めしたい。
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文学再生と多元化の時代
 この本を出した時、「映画の本ですか？」とよく
聞かれたのですが、表紙の見開きに、第五世代監督
の陳凱歌、張芸謀のワン・シーンが出て来ることが
ひとつの理由だと思います。そう言われて見れば、
いわゆる中国のニューシネマの中には、同世代でも
ある阿城、蘇童といった前衛作家の作品を映像化し
ているものが少なくありません。第五世代は初期の
形而上学的な雰囲気を湛える作品から一転して、更
に洗練された映像美で大衆を魅了する存在になって
います。
 80年代に復活した女流作家、張愛玲の小説や金
庸を代表とする武侠小説も数多く映像化されていま
す。例えば2001年にアカデミー賞四部門を独占し
たアン･リー監督の「グリーン・ディスティニー」（『臥
虎蔵龍』四部作）の原作者、王度蘆（1909-1977）は、
北京の貧しい満州旗人の家に生まれた武侠小説北派
四大家の一人ですが、清末民初より、多くの読者を
獲得した通俗文学は、長い間「白話運動」「啓蒙の
文学」のみを正統とする公式文学史から異端、傍流
として抹殺されて来ました。近現代文学における通
俗小説の吸収統合という機運が生じたのは、80年代
半ばのことで、『新世紀の中国文学』の著者、銭理
群らによる「二十世紀文学史」概念の提唱がその先
駆けとなりました。巷に氾濫する華やかな映像文化
の背景にも、ここ十数年における現代中国文学のメ
ディア環境の変化、一方で通俗文学の再評価という
流れがあります。
 歴史的に溯れば、中国では文化大革命が漸く収束
し、雪解け時期を迎える中、銭理群の述懐によれば
「サルトル、カミュ、の実存主義からフロイトの精
神分析に至るまで、ショーペンハウアー、ニーチエ
の生命哲学からマルクーゼの新感性主義に至るま
で、カッシーラの文化哲学からフッサールの現象学

まで、」が同時に翻訳紹介され「世界文学思潮にお
いては、百年の長きにわたる変遷がほとんど十年ば
かりの短い間に再演され」二十世紀人文科学の成果
に対峙する中で、新しい啓蒙主義と伝統文化の探
索、所謂「文化熱」現象が起こり、ここにおいて文
学観念も根底から覆されます。
 1985年に銭理群らが提唱した「二十世紀文学史」
とは、即ち五四時期文学革命（1917年）以後を現代、
共和国建国（1949年）以後を当代としていた歴史
区分を改め、19世紀末の「戊戌の政変」以降80年
代の現在までを一括して扱う構想であり、近百年の
文学について、客観的にその基本的現象を模索する
中で、文学研究多元化の時代が到来しました。特に
通俗文学の見直しに寄与したのは陳平原（1954-）
が、『中国小説叙事模式的転変』の中で、晩清文化
と鴛鴦胡蝶派の大衆文学の現代性（モダニティ）に
照射したことで、近代小説が伝統小説の通俗性を棄
てて、むしろ書面化、文人化に向かったと言う指摘
は、白話文学運動の進展を軸として論述される正史
へのアンチテーゼとなりました。中国文学の「モダ
ニティ」「モダニズム」は植民地主義や文化的侵略
と分かち難く、複雑な様相を呈しますが、文化的ル
ネサンスと称揚された五四文学の記念碑的地位も、
近代都市におけるハイブリッドな文化形成も新旧の
文学形式、文学的モチーフを検討する中で相対化さ
れ、再考を余儀なくされます。80年代に大学院に進
んだ若い世代を中心として、新しい文学、思想研究
は実践的に大きな成果を挙げ学術交流の国際化も進
展しました。

「視覚」の時代の文学史
 『新世紀の中国文学』の著者である銭理群は、
1939年生まれ、浙江省杭州の人で50年代に人民大
学卒業後、北京大学大学院に進みますが、57年反右
派闘争で貴州に下放され18年間をここで過ごしま
した。文革後大学院に復帰し、北京大学中文系の教
授として近年の学会を常にリードするとともに、そ
の批評、言論活動により中国で最も著名な知識人と
して知られています。
 銭理群の魯迅研究『心霊的探尋（心の探求）』、周
作人研究、演劇研究、文学史研究は二十世紀知識人
の精神史に沈潜し、思想史的コンテクストから多く
のキイ･タームを生み出し、その著作は特に若い世

『新世紀の中国文学』
―文学研究の新しい波―

経済学部
桑　島　由美子
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代に絶大な影響を与えて来ました。また最近では文
学史再考についても評論活動やシンポジウムなどで
積極的に言及しており、1998年に北京大学出版社
から出された銭理群、温儒敏、呉福輝著『中国現代
文学三十年（修訂本）』は近年の研究成果を統合した、
最も定評ある文学史テキストとされています。民族
的な国民文学史研究に「東西文化の衝突と合流」と
いうマクロな文化的視野を導入した「二十世紀文学
史」は、過渡的な性格を有するとは言え、歴史還元
論を脱して新しい学術視野と、審美的基準を提起し
たことは今日から見ても大きな意義を持ちます。共
著者の呉暁東は、新詩研究、および審美的な見地か
ら文学史を再考した『詩化小説論』などで知られる
銭理群門下の若手研究者です。小説、詩、美的散文
の叙述に至るまで、呉暁東が照射する文学本来の審
美的価値に関わる研究は、遅ればせながら新文学研
究が新しい段階に入ったことを示唆しています。
 『新世紀の中国文学』は、韓国やアメリカでも翻
訳されベストセラーになっていますが、その理由の
一つは「視覚」の時代に相応しい文化的アプローチ
という点にあるかも知れません。原著は『彩色挿画

中国文学史』、カラーグラビア版で、作家の肖像は
もちろん、映画やドラマの一齣、写真、版画、近代
絵画など実に多くの図版が収録されています。もと
もと簡体字版より先に繁体字版がアメリカで出版さ
れたことからもわかるように、海外に向けて文化遺
産としての中国文学を広く紹介する目的で刊行され
た本著は、叙述も平易で、中国現代文学を知るため
の、恰好の入門書と言えるでしょう。文学という領
域を超えて現代中国の歴史、文化を見渡せるヴィ
ジュアルな構成になっており、一読の価値がありま
す。
 特色としては、これまでの文学史著述と比較して
非常に大胆な構成、通俗小説のみならず、台湾の郷
土文学と現代派文学、90年代における不条理劇や前
衛小説などまでが文学史の視野に取り込まれること
で、既成の文学史の構図が大きく様変わりしまし
た。詩文の引用によるイメージの喚起、批評の介在
によって個々の作家の輪郭が浮き彫りにされ、ジャ
ンルも小説や散文の他、多彩な現代詩、歌謡、演劇
理論、現代アートへの目配りが斬新に感じられま
す。近代文学の背景として科挙制度の廃止と近代稿

『新世紀の中国文学―モダンからポストモダンへ―』銭理群・呉暁東著　趙京華・桑島由美子・葛谷登訳
白帝社（2003年7月刊）
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に新しき作家
　　　　D.H. ロレンス

短期大学部
山　田　晶　子

 「そうだよ。僕が求めているのは究極の愛なんだ。」

（『恋する女たち』）

 詩人もその他の連中も、何という嘘つきだろう！彼ら

は人間には感情が必要だと信じさせる。ところが人間が

最も強く求めているのは、この貫くような、消耗するよ

うな、恐ろしいほどの肉の感覚なのだ！（伊藤整訳・伊

藤礼補訳『完訳　チャタレイ夫人の恋人』）

 セックスを真直ぐに考え、率直であろうとすると、世

間は許さないものなのです。セックスについてどんな汚

いことをやっても、それは許されます。事実、人がセッ

クスについて汚いことをやれば、なおさら、世間はそれ

を面白がるのです。しかしおのれのセックスを信じて、

汚すまいとする人間があれば、彼らはその人間を打ちの

めしてしまうでしょう。（『チャタレイ夫人の恋人』）

 「1册の本を薦める、というテーマであるが、作家

の紹介でもかまわない。作家の紹介の場合は新しい

作家を紹介してほしい。」という原稿依頼を受けた。

それで、作家の紹介をすることにした。お引き受け

した時点では「新しい作家」を同時代の作家かな、

と思っていたが、よく考えてみると、文学の世界に

おける「新しい作家」というのは、必ずしも同時代

の作家であるというわけではないことに思い至っ

た。この意味では、現代でも人気が絶大であり、か

つその文学作品としての価値が超一流であるウイリ

アム・シェイクスピアは永久に新しい作家と言え

る。しかし、彼は、ここで改めて紹介するまでもな

いであろう。大学の授業以外でも、新聞で、テレビ

で、映画で、ほとんど毎日のように彼の名前が目に

入るから。それで今回は、知られているようで、今

の若い人には案外に知られていない、イギリス生ま

料制度の規範化、近代的な学制、都市における職業
作家の出現等々をクローズアップする社会文化史的
視点も近年の学術傾向を反映しています。

二十一世紀に向けて
 これまで「新文学」といった時、狭義には「知的
エリートによる啓蒙の文学」を指し、事実二十世紀
においては知識人が、人文主義の伝統を盾とし、時
に「文学の言説」によって、歴史を先導してきた経
緯がありますが、90年代に入って、特に鄧小平の南
巡講話以降急速に顕在化したグローバリゼーション
と文化商業化の波及によって、 文学も娯楽化、大衆
化が急速に進展しました。85年頃からは欧化への抵
抗として土着文化や伝統的文言小説への傾倒も見ら
れましたが、このような厳粛な文学はやがて周縁化
され、前衛文学もその媚俗性によって知的先進性を
喪失しました。最近では1930年代上海の新感覚派
などにその端緒が見られる、無国籍的な、近代都市
の風俗を描いた欧化通俗小説が、若い世代の支持を
得て主流となりつつあります。かつては知識人のみ
が、半植民地下の抑圧と二律背反の「欧化」「モダニ
ティ」に直面してきた歴史を顧みれば、二十一世紀
に入って大衆化と全面欧化現象が、一挙に実現を見
たことはまさに劇的な変化と言ってよいでしょう。
 一方で対外的開放に伴って中国に流入したポスト
モダン諸学や、欧米に滞在する中国文学研究者が増
えたことも大きく影響して、国内外の文化批評は装
いを新たにし、中国の「近代文学」をグローバルな
視点から捉え直し、文学と教育、情報、テクノロ
ジー、エスニシティの問題までを包括的に論じるま
でに変容しつつあります。 表層的には社会経済の変
化を根拠に、都市部を見る限り日本の1970年代、
80年代に譬えられる状況ですが、中国の潜在的な文
学エネルギーが、行き場を失い、屈折したかたちで、
文学評論、文化批評に投影されているという印象も
否めません。新しい映像文化が越境的な文化テクス
トを提供し、ITによるメディア環境の変化は著しい
ものがあっても、それが新しい文学の創出に寄与し
ているとは言い難い状況です。以上中国の文学事情
について管見しましたが、変わり行く中国を見る上
でも、銭理群の文学史著作は大きな示唆を与えてく
れることでしょう。

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／
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れであるがコスモポリタン作家と言えるD・H・ロ

レンスの紹介をさせていただこうと思う。

 【ロレンスの想像を絶する大きな足あと】

 彼は当時の男性としてはかなり背が高かった。し

かし、ここでは彼の体格の大きさを言おうとするの

ではない。彼は背は高かったがかなり痩せていた。

正式な名前は David Herbert Lawrence である。

1885年9月にイギリスはイングランドのノッテンガ

ム州イーストウッドに誕生した。ノッテンガム大学

で教育を受けてロンドンの小学校で一時教員を勤め

ていたが、病弱な体質のため、退職して文筆活動に

専念することにした。1912年、26歳の時である。

だがこの年の3月、彼の芸術活動に多大な影響を与

え、彼の芸術家としての大成に欠かせなかった人物

と一生関わることになった。それは彼の恩師アーネ

スト・ウィークリーの妻であったフリーダという女

性であった。

 フリーダは奔放な女性であった。彼女が著したロ

レンスとの思い出の書『私ではなくて風が・・・』

によると、ロレンスと彼より6歳年上の彼女は、初

めて出会ってアッという間に相愛の間柄になり、彼

女は幼い3人の子供を捨てて、同年5月にロレンス

とドイツへ駆け落ちをしたのである。しかし二人は

直ぐには結婚できなかった。アーネストとフリーダ

が離婚するまでに時間がかかったためである。二人

が結婚したのは1914年7月であり、駆け落ちをして

から約2年後であった。世間の非難を受け、またフ

リーダには捨ててきた子供へ愛着が募って、そのた

めにロレンスとの喧嘩が絶えなかったし、第一次世

界対戦中、フリーダがドイツ人であったために二人

がイギリス滞在中にはスパイの嫌疑をかけられるな

どと、多くの苦難をなめながらも、二人はロレンス

が1930年3月に死ぬまで運命を共にした。そして

フリーダはロレンスの芸術活動において彼の思想に

多大な影響を与えたのである。

 ロレンスは十代の頃から詩作に耽り、また絵にも

才能があって、感受性が途方もなく鋭い若者であっ

た。その上に研究心が旺盛で絶えず読書に耽っては

創作した。幼い頃から病弱であったことが彼の感受

性の鋭さを一層増したのであろう。故郷のイースト

ウッドを離れてフリーダと一緒になってからは、

ヨーロッパのみならず、アジア、オーストラリア、

メキシコ、アメリカ等世界を旅して回って見聞を広

め、書き続けた。13册の長篇小説（他に共作の小説

が1冊）のみならず数多くの中短編小説、数
あまた

多の詩

集、戯曲集、評論集、紀行集等を著した。また8巻

の書簡集もある。稀に見る多作の作家である。

 【ロレンスの思想の新しさ】

 次にロレンスの思想の特徴について多くのうちか

ら主要ないくつかの点を述べたい。

①　新しい男女の関係

 まず最初に、彼の男女観のユニークさを挙げ

たい。彼以前には、愛しあう男女は一心同体を

目指すということが当然と思われてきた。しか

しロレンスは、愛しあう男女の間には永遠に距

離があるのだという思想を説いた。彼は愛する

女性が相手の男性を束縛することを嫌悪した。

混じりあうこと、溶け合うことを憎んだ。彼の

この思想は一般の人間の関係についても及ん

だ。彼が説くこの「共にいながらの自由」、「星

の均衡」という、男女が混じりあわないで距離

を保ちながらお互いの存在を尊重しつつ共存す

るという思想は、新しい男女観である。しかし

現在でも、愛しあう男女は相手を所有し、束縛

したがるものである。ロレンスが「所有しない

関係」を望んだのは、一人ひとりの人間を自立

した存在として認めているからである。女性

は、男性によって幸福にしてもらおうという受

け身の存在であることをやめるべきだ、という

ことが彼の思想には在る。このユニークな男女

観は、中期の傑作である『恋する女たち』に書

かれている。そして「男」と「女」の二項対立

から、二元論が展開されている。

②　独自のフェミニズム

 1970年代になってフェミニズム批評が盛ん

になった。ロレンスの作品も、フェミニズム批

評の対象になり、痛烈なバッシングを受けてき

た。なぜなら、彼の男女観にはセックスの問題

が関わっているのだが、最後の長編小説である

『チャタレイ卿夫人の恋人』における主人公メ
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ラーズとコニーのセックスの場面で、女性が男

性に従属しているので女性を侮蔑しているとい

う意見が、フェミニズム批評を唱道する女性た

ちから沸き上がったからである。一方この小説

を読む男性たちには、男性優位の思想が見られ

るとして喜んでこれを支持している者が多い。

 しかし、筆者は、『チャタレイ卿夫人の恋人』

は、女性の真のあり方を描いているという点

で、女性蔑視とか男性優位という思想とは異

なった思想が表れていると捉えて、この小説を

支持している。つまり、メラーズがコニーに示

す「優しさ」の思想は、女性を本当に理解して

いる男性ゆえに生じていると考えるのである。

それでロレンスには独自のフェミニズムが存在

すると考えるのである。

 この小説の主題に賛成するか否かは、コニー

という女性の存在のあり方の捉え方によるし、

また読者の性格にも拠るものと思われる。とい

う訳で、様々な読み方が可能な小説である。

③　現代機械文明への痛烈な批判

 ロレンスと言えば、機械文明を嫌悪していた

人間として有名である。彼は人間の本能や無意

識を重視し強調した作家と言える。この主題

は、作品に植物や動物がおびただしく登場し、

それらの人間との関わりから描かれていること

から分かる。精神性は理知と関係し、更に科学

文明や機械文明へとつながってゆく。この文明

の基にあるのがキリスト教の思想である。ロレ

ンスはキリスト教を激しくバッシングした。そ

れは、機械文明の発達が、今日の我々の生きて

いる状況を見れば一目瞭然のように、弊害をも

たらしたからである。人間と自然界の分裂が人

間を不幸にしてしまった。それゆえに彼は「闇」

の重要性を唱えたのである。「闇」はロレンス

独自の「セックス」の主題と結びついて彼の思

想の根幹を成している。

 以上に述べてきたように、ロレンスの主題の

新しさは、彼が生きていた時代以上に21世紀

の今、重要となっている。彼は世界的に重要な

作家として、詩人として、批評家として今後も

永久に読み継がれてゆくであろう。

 彼の多くの傑作の中から、若い人に特に薦め

たい2冊を次に記しておく。

原著 The Cambridge Edition of the Works of 

D.H.Lawrence: Women in Love

 （Cambridge University Press, 1987）

 The Cambridge Edition of the Works of 

D.H.Lawrece: Lady Chatterley's Lover

 (Cambridge University Press, 1993)

翻訳 ロレンス著／中村佐喜子訳『恋する女たち』

 （角川書店：角川文庫、昭和39年） 

 ロレンス著／伊藤整訳・伊藤礼補訳

 『完訳　チャタレイ夫人の恋人』

 （新潮社：新潮文庫、平成8年）
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 はじめに断っておきますが、私はハリー・ポッ

ターをごく最近はじめて読んだ、にわかハリポタ

ファンということです。それゆえシリーズ最初の

作品、「ハリー・ポッターと賢者の石」しか読んで

いません。もちろん、ここ数年のハリポタブーム

は知っていましたが、さすがに子供の本を読んでみ

ようという気にならなかっただけでした。しかし、

最新作「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」の発

売に合わせて、タイム誌（2003年6月23日号）の

カバー・ストーリーに取り上げられ、さらに大修館

の英語教育という英語教員向けの雑誌の2003年10

月増刊号で「ハリー・ポッターのイギリス」という

特集が組まれたりしますと、これはもはや無視でき

なくなってきた、というわけです（ちなみに後者の

特集記事の中で本学文学部の清水一嘉先生が、「日

刊予言者新聞：魔法の国の本とジャーナリズム」と

いうタイトルで興味深い一文を書かれておりますの

で、ぜひご覧ください）。

 作者の J.K. ローリングは、なんと私よりひとつ

だけ年上だということが分かり、まず驚いたのです

が、すごいことに現在、世界200カ国、55もの言

葉に翻訳され、2億冊以上売れているということで

す。その彼女が第一作の「賢者の石」を書いてい

る時は、なんと生活保護を受けているシングルマ

ザーで、タダのおむつを頂戴するためにわざとベ

ビーストアの試着室をのぞいていたこともあるとい

うのですから、さらに驚いてしまいました。その

彼女は現在、イギリスのエリザベス女王よりも5千

万ドルもお金持ちになっているそうです。現在、

再婚しており、前の夫との11歳の娘ジェシカに加

えて、昨年、再婚相手との間に息子デビッドが生ま

れたそうです。ハリーという名前をつけたかった

ようですが、やはり将来自分の息子がからかわれる

のを恐れたそうです。

 このような作者に私は興味を持ち、かつこれだけ

世界中の子供のみならず大人までも巻き込んで一大

ブームを巻き起こしたハリー・ポッターは「本当に

面白いのか？」という単純な動機で読み始めまし

た。読み始めてみるとやはり多くの子供たちのよ

うにすぐに、とはいきませんでしたが、やはりは

まってしまいました。主人公のハリーはもちろん

感情移入できるのですが、登場人物の中で、さらに

共感できる人物が現れたのです。これは悪役です

が、クィレル教授というどもりの教授で、「お会い

できて、ど、どんなにう、うれしいか」（賢者の意思・

第5章ダイアゴン横丁より）のようにしゃべるハ

リーの敵役です。私自身が少しどもる時がありま

すので、こういう登場人物には不思議と共感できて

しまうのです（もちろん悪役に共鳴するわけではあ

りません）。

 ハリー・ポッターがこれほど世界中で人気を集め

たのは、諸説がありますが、ハリーやその他の登場

人物の誰かしらに読者が共感できること、ハリーの

学ぶホグワーツ魔法魔術学校が、魔術を学ぶこと以

外は、普遍的に世界中の子供たちの置かれている学

校という学びの場と基本的に共通していること（勉

強の大変さ、先生や友達との関係、いじめ、など

等）、さらにベスト・セラーとなる物語の基本的な

パターンともいえる善と悪との対立という勧善懲悪

というストーリーを駆使していることなどが主な理

由でしょう。

 このように大人気のハリー・ポッターですが、人

気者はいつの世でも同時に憎まれるわけでもありま

す。世界中の学校の中には、ハリー・ポッターを

学校に持ってくることを禁止しているところもある

そうです。特にキリスト教に厳格なところでは、

この本は神の敵である悪魔や魔法、魔術が主題なの

だからといって、燃やしてしまった過激なところも

ハリー・ポッターは
　　まず翻訳で読もう

経済学部
三　川　克　俊

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／



（10） 2004年3月LL ニュース （11）2004年3月 LL ニュース

あるようです。しかし逆に聖書が、現在のハリー・

ポッター以上のものを子供たちに訴えかけることが

できなければ、何かがキリスト教に欠けているの

だ、と反省する牧師さんもいるほどです。学校の

中には、ハリー・ポッターを教材に使ったことに

よって、国語力が大幅に向上した、と報告している

ところもあります。私自身は、現在の活字離れの

世の中にあって、子供たちが活字をむさぼるように

読むきっかけとなったハリー・ポッターは素晴らし

い功績を残したと思っています。また、作者の J.K.

ローリングは「子供を侮ってはいけない」と言って

いるそうです。これは第一巻「賢者の石」の原著

（223ページ）の中で挿絵がまったくないにもかか

わらず、世界中で文化や言語が異なっていても、子

供たちが活字に熱中していることで証明されている

と思います。

 さて、ハリー・ポッターを英語で読もうと考えて

いる人に若干のアドバイスをしたいと思います。

原著は英語を母国語とする小学生でもスラスラ読め

るように書かれているわけですが、日本人英語学習

者には、高校卒業程度の英語力ではなかなか楽には

読めません。ある調査によると、ハリー・ポッター

の英語の8割は高校までで学習する単語でカバーさ

れているそうですが、あくまでこれはひとつの単語

にひとつの意味しかない、と仮定して計算した場合

でしょう。いくつか壁になると思われるものを「賢

者の石」から少し例をあげてみましょう。

（1） 知っている（と思われる）単語に意外な意味が

ある（慣用句など）

(A） She had a very stern face and Harry’s first 

thought was that this was not someone to cross. 

（とても厳格な顔つきをしている。この人には逆

らってはいけない、とハリーは直感した。第7章組

み分け帽子より）

 最後の単語 cross は「横切る」と覚えていると理

解できません。前後の文脈からある程度は推測で

きるかもしれませんが、cross には、「逆らう」ま

た形容詞では「腹を立てている」などの意味がある

ことを知っていなければ誤解する恐れがあります。

(B） I’m with Harry. I wouldn’t put anything 

past Snape. But what’s he after? 

( 僕はハリーとおんなじ考えだな。スネイプならや

りかねないよ。だけど何を狙ってるんだろう？第

11章　クィディッチより）

 be with ～は「賛成している」、という意味があり、

wouldn’t put anything past ～は「～なら何でもや

りかねない」、という意味があり、be after ～には「何

かを狙っている」という意味があります。このよ

うに単語は高校までで学習するものばかりですが、

意外な意味がたくさんありますので、注意が必要で

す。 ネイティブの子供はこうした慣用句を日常、耳

にしているので易しいのですが、日本人学習者には

難しいといえます。

（2） なまりや方言、またはアメリカ英語でなくイギ

リス英語が多い

(A） ‘Shouldn’ta lost me temper.’... Meant ter 

turn him into a pig’...( 癇癪を起こすんじゃなかっ

た。豚にしてやろうと思ったんだが、、、第4章　鍵

の番人より）  

 標準的な英語で書き直すと ’I shouldn’t have 

lost my temper,’ ...I meant to turn him into a 

pig.. 

(B） ‘Not a wizard, eh? Never made things 

happen when you was scared or angry?’

( 魔法使いじゃないって？えっ？おまえが怖かった

時、怒った時、何も起こらなかったか？　同上）　

 これも標準的な英語に書き直すと ’You have 

never made things happen when you were 

scared or angry?’ となります。このように主語が

会話では脱落したり、訛りの雰囲気を出すために発

音どおりの表記で書かれていたり、代名詞や be 動

詞が標準的な用法と違っていることがままありま

す。話し言葉に慣れてくれば難しくはありません

が、学校ではあまり教えませんので、ひとつの壁に

なっています。

(C） ‘Every year she makes us a jumper,’ said 
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Ron, unwrapping his own, ‘and mine’s always 

maroon.’ 

（「ママは毎年僕たちのセーターを編むんだ」、ロン

は自分の包みを開けた。「僕のはいつだって栗色な

んだ。」第12章みぞの鏡より）

 jumper は日本語の「ジャンパー」と理解してい

ると意味が成り立ちません。イギリス英語では通

常セーターのことを指します。

（3） 魔法魔術に関するやや特殊な語彙や筆者の造語

が多い

(A） ’For your information, Potter, asphodel and 

wormwood make a sleeping potion so powerful 

it is known as the Draught of Living Death. A 

bezoar is a stone taken from the stomach of a 

goat and it will save you from most poisons. As 

for monkshood wolfsbane, they are the same 

plant, which also goes by the name of aconite.’

( 教えてやろう、ポッター。アスフォルデとニガヨ

モギを合わせると、眠り薬となる。あまりに強力

なため、「生ける屍の水薬」と言われている。ベゾ

アール石は、山羊の胃から取り出す石で、たいてい

の解毒剤となる。モンクスフードとウルフスベー

ンは同じ植物で、別名をアコナイトととも言うが、

トリカブトのことだ。第8章　魔法薬の先生より）

　太字にした単語はほとんどの日本人英語学習者に

は馴染みのない単語でしょう。もちろん、ネイティ

ブスピーカーの子供たちもこれらの単語をすべて

知っているわけではないのですが、前後関係からな

んとなく薬や薬草の名前だな、という見当をつける

ことができますので、辞書を引かなくても、読みす

すむことができるのです。とはいっても、子供の

語彙は7歳で2万から2万7千程度、読んだり聞いた

りして分かる語彙 (passive vocabulary）があると

いわれます。たとえ小学生であっても、日本人学

習者よりははるかに語彙が豊富であることは違いあ

りません。

(B） He thought he had been called a Muggle, 

whatever that was. 

（マグルとかなんとかと呼ばれたような気もする。

第一章　生き残った男の子より）

Muggleとは魔法使いの血が入っていない魔法使い

からみた人間のことを指しています。これは J.K.

ローリングの造語ですので、辞書をひいても当然出

ていません。

 以上の3点のほかにも語学的に困難と思われる点

もありますが、私が提案したいのは、まず翻訳で楽

しんでみようということです。ハリー・ポッター・

シリーズは、松岡祐子氏によるすぐれた翻訳がでて

いますし、ごく最近、第一作「賢者の石」の文庫本

版が発売されました。まず、翻訳を読んで内容を

頭に入れてから、英語に挑戦してみたらどうでしょ

う。この場合、できるだけ辞書は引かないように

するのがいいと思います。どうしても気になる単

語や文章は印などをつけて読み進み、あとで引いて

みるとよいでしょう。楽しみながら、英語そのも

のに触れている時間が長ければ長いほど英語力がつ

くからです。最後に、原書で読もうとしている人

が多いためか、手助けとなる参考書もいくつか出て

います。以下に参考としてあげておきます。

ハリー・ポッターが英語で楽しく読める本　

クリストファー・ベルトン　コスモピア編集部

世界一簡単にハリー・ポッター 1st+2ndが英語で読める本

藤城真澄　ぶんか社

ハリー・ポッター大事典　― The Encyclopedia of 

Harry Potter　寺島久美子 　 東洋館出版社
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 「私のおすすめの一冊」をあげるように言われ、
はたと困ってしまった。時代、分野を問わず、と
にかくドイツ語で書かれていればよいらしいので、
余計途方にくれてしまう。専門分野である19世紀
レアリズム文学だけにしぼってみても、「面白いか
らぜひ読んでみて！」とすすめたい小説はたくさん
ある。そこで、次のような条件を出してみた。古
い時代のものよりは、やはり現代もののほうがよい
だろう。ドイツ語をやらない人にこそ読んでほし
いので、日本語の翻訳が出ていること（これでずい
ぶんと限られてくる。）「ドイツ色」がはっきり読み
取れるもの。ここまで考えた時点で、ある作家の
名前がすっと頭に浮かんだ。ベルンハルト・シュ
リンクである。当初の悩みが嘘のように、「おすす
めの作家」は以外に簡単に決まってしまった。シュ
リンクなんて作家、聞いたことないぞ！という人
も、あの『朗読者』の著者といえばわかっていただ
けるのではなかろうか。2001年に新潮社クレスト
文庫から出た『朗読者』（松永美穂訳）は、海外文
学の翻訳ものとしては異例の売れ行きを示した。
LL ニュースの読者のなかでも、すでに読まれた方
は多いと思う。ギムナジウムに通う15歳の「ぼく」
が、20歳以上も歳の離れたハンナに恋するところ
から、物語は始まる。まもなく二人は人目をしの
ぶ逢瀬を繰り返すようになるが、その都度ミヒャエ
ルはベッドの上でハンナに請われるまま、学校で
習った古典文学の作品を朗読するのである。この
あたり、ハンナの謎に満ちた素性とともに、物語の
後半への伏線の引き方が絶妙である。ミステリ作
家シュリンクの本領発揮といったところであろう。
そして突然のハンナの失踪、思いがけぬ法廷での再
会。物語は一転して、ナチスの戦争責任という大
きなテーマをはらんでくる。しかし著者はこの問
題を大上段に振りかざすようなことはない。法律

シュリンクの
　　　『逃げてゆく愛』
―現在に忍び寄る過去

文　学　部
河　合　まゆみ

学を専攻する学生として裁判を傍聴するミヒャエル
と、強制収容所の元看守として被告席に座るハンナ
の微妙な心の動きがていねいに描き出され、読者は
知らず知らず物語に引き込まれていく。そして、
自分に不利な証言も否定しようとしないハンナがひ
たすら隠す真実とは･･･。まだの人は、ぜひ読んで
いただきたい。
 『朗読者』を「おすすめの一冊」とできれば楽な
のだが、やはりここは、あまり知られていない面白
本を紹介すべきであろう。しかし正直なところ、
「おすすめの作家」はすんなり決まったのだが、じゃ
あどの作品？となると困ってしまう。そこで、シュ
リンクという作家について少し詳しく見てみよう。
ベルンハルト・シュリンク（Bernhard Schlink）は、
1944年、ドイツのビーレフェルトに生まれた。弁
護士としてボンとベルリンに事務所を構える一方、
法律学の教授としてベルリンの大学で教鞭も取って
いる。1987年、ヴァルター・ポップとの共著『ゼ
ルプの裁き』（小学館、岩淵達治他訳）で作家デ
ビューをはたす。これは、68歳の私立探偵ゲーア
ハルト・ゼルプが活躍する社会派ミステリである。
彼は、義兄コルトの経営するライン化学工業で起き
たハッカー事件に挑むが、調査をすすめるうちに、
ナチ政権下、敏腕検事であった自分が、知らぬこと

ディオゲネス出版社刊の
　『逃げてゆく愛』（“Liebesfluchten”）

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／
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とはいえある陰謀に荷担していたことを知る…。
さてシュリンクは、つづく『ゴルディオスの結び目』
（小学館、岩淵達治他訳）で1989年グラウザー賞（ド
イツ語圏の最も優れたミステリ小説に与えられる
賞）を受賞する。こちらの主人公は元弁護士で、
今は翻訳で生計を立てるゲオルク・ポルガーであ
る。彼は、新型攻撃ヘリコプターの機密書類の翻
訳にかかわったことで、東側の諜報活動に巻き込ま
れてしまう。舞台も南フランスから一転してニュー
ヨークへ、といった具合にゼルプシリーズとはまた
違った味わいの、綿密に構成されたスパイ小説に仕
上がっている。1993年にはゼルプシリーズ第二作
の『ゼルプの欺瞞』（小学館、平野卿子訳）でドイツ・
ミステリ大賞を受賞し、シュリンクはドイツのミス
テリ文学の文字どおり旗手となる。このシリーズ
第二作で、老探偵ゲルプは、行方不明の女子大生の
捜索を依頼される。なんと彼女は、米軍の軍事施
設への爆弾テロにかかわっていた･･･。 そして
1995年に出た『朗読者』が、ご存知のように世界
的な大ヒットとなる。この作品は、20以上の言語
に翻訳され、アメリカでは200万部を超えるミリオ
ンセラーとなり、ドイツ内外の文学賞を総なめにし
た。最近では、2001年にゼルプ三部作を締めくく
る『ゼルプの殺人』（小学館、岩淵達治他訳）が出
された。作中、主人公ゼルプは脳卒中の発作で倒
れるのだが，はたして本当にこれでシリーズ完結な
のか、ファンはやきもきするところだろう。上で
挙げたミステリ四作品はすべて「小学館ミステリ」
から翻訳が出ているので、ミステリ好きの方はぜひ
読んでいただきたい。
 ここまでシュリンクの作品を紹介してきて、残す
ところあと一作品。それを「私のおすすめの一冊」
にしたい。2000年に発表された短編集『逃げてゆ
く愛』（新潮社、松永美穂訳）である。この作品で
シュリンクは、『朗読者』においてと同様、ミステ
リという枠にとどまらず，様々な愛のかたちを描き
出している。収められた七つの短編では、どれも
過去が現在に忍び寄り、暗い陰を落とす。そして、
恋人、夫婦の間の愛情や親子の絆が試される。そ
の過去とは、ある物語ではナチス時代のユダヤ人迫
害であったり、ある物語では、旧東ドイツ時代の秘
密警察活動であったりする。そしてどの登場人物
たちも、自分なりのやり方で過去と向き合い、それ

をどう受け入れるか苦悩、模索し、そして乗り越え
ていく。たとえば『割礼』という話を取り上げて
みよう。法律学を学ぶドイツ人大学生アンディは、
留学先のニューヨークでユダヤ人女性サラと知り合
い、恋に落ちる。ヒットラーを本でしか知らない
世代に生まれ、それまでユダヤ人の知り合いも友人
もいなかったアンディは、サラや彼女の親族と交わ
ることで初めて、ホロコーストという過去と正面か
ら向き合うことになる。ユダヤ人とドイツ人とい
う壁を越え、愛するサラを頭で理解するだけでな
く、丸ごと受け入れることはできないかと苦悩する
アンディがとった方法とは･･･。あるいは、ミステ
リ好きの人には『少女とトカゲ』がおすすめである。
少年は父親の仕事部屋に掛かる絵に描かれた少女に
恋心を抱く。しかし父親は、少年を含め他人の眼
から絵を隠そうとする。その父が亡くなり、すで
に大学生となっていた主人公は、この絵の出所をつ
きとめようとする。そして、その絵がある著名な
ユダヤ人画家の作であること、ナチス時代、軍事裁
判所の判事であった父親がその画家とかかわったこ
とが明らかになっていく･･･。どれも非常に読み応
えのある作品である。短編集というのも、読みや
すくてよい。もしシュリンクをまだ読んだことの
ない人も、この一冊から始めてみてはいかがであろ
うか。

新潮社刊の翻訳『逃げてゆく愛』
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 他人に一冊をすすめる前に、私にとっての一冊

は、たとえば昨年は何だったのだろうかと考えてみ

た。やはり特別だったのは、授業で学生たちに無

理やりに読ませたジャン・ジオノの『丘』だろう。

何とは言っても、この一冊に最大の時間を割いた。

もっとも、学生たちは私の何倍もの時間と労力を費

やさなければこの一篇を読み通すことはできなかっ

たはずだから、これは私の一冊というよりも私の学

生たちの一冊なのかもしれない。この文章を打っ

ている頃には彼らはジオノのレポートを懸命になっ

て書いているはずだから、私としてはこの雑文をし

たためることで彼らを苦しめたことのせめてもの罪

滅ぼしをしたいというところだ。

 ジャン・ジオノは、二十世紀最大の南仏の小説家

であるが、奇妙なことに、日本では『木を植えた人』

という中学校の教科書に採られている小篇の作者と

して知れ渡っている。この『木を植えた人』が日

本でここまで知られるようになった背景には、リー

ダーズ・ダイジェストというアメリカのメディアに

それが登場したこと、カナダ人の作家、フレデリッ

ク・バックがこれをアニメ化したことなどがあげら

れるが、折からのエコロジー・ブームに乗って90

年代に爆発的に売れ、「社員全員に『木を植えた人』

を贈った社長」などが現れたりすると、もういい加

減にしてくれと言いたくなるのは私だけではあるま

い。

 ここで取り上げる『丘』は、上記の『木を植えた

人』とは正反対に、日本ではほとんど読まれていな

いと言ってよいが、ジオノのまがうことなき代表作

である。ジオノはこの一冊によって中央文壇に登

場することになる。1929年に書かれたこの作品は

すでに古典の域に達しており、フランスでは、リセ

や大学で最もよく扱われるテクストのひとつになっ

2004（2003）年の1冊

文　学　部
中　尾　充　良

ている。参考書類も何冊か出版されており、日本

での不評ぶりとは対照的である。事実、真にエコ

ロジーについて考えようとするのならば、人間と自

然の関係についての神話的、根源的な考察のなされ

ている『丘』のほうが『木を植えた人』よりもはる

かに深みのある作品であるといえる。

 『丘』という作品をこの場のような短い紙幅で語

るということはおよそ不可能な試みであるが、あえ

て要約すれば、それは風と土、火と水との物語であ

る。

 舞台は二十世紀初めの南仏の山奥に位置するたっ

た4軒の集落、レ・バスチド・ブランシュ（白い城

砦と言う意味をもつ）。登場人物はその集落の住人

たちなのだが、彼らが小説に登場するまでには、

長々と、風に洗われる丘の、そしてその丘をめぐる

動物たちや植物たちの物語が続く。そう、ここで

は「丘」も人間同様、小説の登場人物なのである。

 レ・バスチド・ブランシュの住人たちは、「丘」

の恵みを受け、その自然と調和した生活を送ってい

る。ところが、ある日「丘」はその住人たちに対

し牙を向ける。凶事の兆候は、集落の開祖であり

最年長者であるジャネの譫妄から始まる。ジャネ

は「丘」の声を代弁し、人間たちに開墾され征服さ

れたかのように見える「丘」が、今や人間たちに報

復するときがやって来たことを告げる。さまざま

な不幸の兆しが現れる。悪夢、黒猫、･･･そして集

落の泉が涸れる。人は水がなければ生き延びるこ

とはできない。絶体絶命だ。この危機は廃村の泉

を探し当てることで回避されるが、更なる災難が

やってくる。この世の終わりを思わせるような山

火事である。炎はレ・バスチド・ブランシュを呑

み込むかに見えたが、若きリーダー、ジョームの火

に対して火を放つという秘策により、集落は救われ

る。ジャネの死によって「丘」は以前の平和な姿

を取り戻し、泉は蘇る。人々は泉で猪を仕留め、

生命の血が、歓喜が流れる。

 あらすじを大まかに書けば以上のようになるが、

この一篇の魅力は、なんと言っても、これまでの都

会的なフランス文学に親しんできた読者には思いも

よらない新鮮な自然描写にある。拙訳で申し訳な

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／
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いが、雷雨がレ・バスチド・ブランシュを襲う場面

を取り上げてみよう。

 二日二晩風は吹いた。風は雲を伴っていた。

今は雨が降っている。ローヌ河谷の狭窄部を塞

ぐ雷雨が起こったのだ。草で鞭打たれた牡牛の

ように、雷雨はその身を平野の泥沼から引き剥が

し、筋肉隆々のその背を膨らませた。そして、

丘を飛び越え大空を行進し始めたのだ。

 雨が降っている。怒ったかのように降る小雨

は、一段と雨脚を強めたかと思うと理由もなく鎮

まり、そこに陽光が矢のように差し込む。荒々

しい風が吹いてきて一旦降り止んだかと思うと、

意外にもしつこく続いている。雨はその熱い脚

でオート麦を踏み潰した。ツバメやクロツグミ

の群れは、木立の中で微かな音を立てている。

 空は、澄んだ水が泥の塊の中で所々輝いている

沼地のようだ。

 アニミスム的な世界観の中、自然が賛美される一

方で、人間たちの住む都会は貶められることにな

る。次のレ・バスチド・ブランシュに登ってくる

郵便配達人のことが書かれている場面では、この二

つの世界の対立が鮮明に描かれている。やはり、

拙訳で引いてみると。

 昨年は、よく郵便配達人が上って来たものだ。

 ほとんど一週間に一度の割合だった。モラス

のところの息子が機械化部隊で兵役についてい

た。

 彼は、今は戻ってきているので、もう手紙を

書く必要はない。広場から、あるいは畑から呼

ぶと、お母さんが出てきて彼に訊く。

 「なんだい？」

 それで、郵便配達人はもう上って来ない。

 時々月末に、公証人のところで署名した手形

の支払期日がやってきた時を除いては。

 言わば、郵便配達人は望まれていないも同然

なのだ。

 町からやってくるものは悪いものだ。雨をも

たらす風に郵便配達人。

誰も反論はしない。

 人の住んでいないリュール山から吹いてくる

剃刀の刃のように冷たく身を切る風、カササギ

を追い出し、それとわかる人たちには野ウサギ

の巣穴を教えてくれる風のほうが、ここでは人々

に好まれている。

 言っておくが、これは日本文学にではなくフラン

ス文学に属する作品である。返す返すパリに集う

文人ばかりを追いかけていてはいけないと思い知ら

される一篇であると言えはしまいか。

 ところで、上に拙訳を登場させなければならな

かったのには訳がある。この作品には戦前の古い

訳はあるが、簡単に手に入れることのできる新しい

現代日本語訳がない。そのため、この作品を読も

うとすれば必然的にフランス語を紐解かざるを得な

くなるのだ。ジオノの文体は、プルーストのそれ

とは違ってさほどの苦労もなく読めるものではあ

る。しかし、随所にちりばめられた動植物やプロ

ヴァンス語の語彙を読み解くためには、かつては専

門辞書が必要だったに違いない。幸いなことに、

今日ではインターネットがあり、これでほとんどの

語は検索できる。動植物もその絵や写真がすぐに

手に入る。『丘』はまさにこの二十一世紀にこそ読

むべき作品であると言えよう。ただし、基本的な

フランス語ができなければ手も足も出ないわけで、

このことからも、今日でもフランス語を学ぶ意義は

十分にあると言える。世界の重要作品といえども、

まだ読みやすい現代日本語になっていない作品が、

いくらでも存在するのだ。というわけで、読書の

すすめがフランス語学習のすすめになってしまった

が、この小説の書誌情報を記して拙稿を終えること

にする。

Jean Giono, Colline, Grasset, coll. Cahier Rouges, 

n° 179, 2002.

ジオノ，ジャン『運命の丘　他一篇』葛川博訳　第一

書房　昭和11年。
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 『プッターヌパープ（仏威）』は、今年8月、タイ

に研究出張していた折に放映されていた連続テレ

ビ・ドラマでした。ある夕方、偶然その一話を見た

私は、何やら不思議な力に包まれたような、それで

いて安らいだような気持ちになり、翌朝その力に押

されるように本屋さんに急行し、このドラマのノベ

ライズ本とテレビ・ガイドを買い求めました。結局、

タイ滞在中にはバタバタしていてドラマは2回ほど

しか見られなかったのですが、ノベライズ本とテレ

ビ・ガイドは貪るように読みました。心の奥をワシ

づかみされて（キュッ、キュッ）、涙が止まりませ

んでした（本を相手に爆笑したり号泣したりするこ

とがよくありますが、周囲の人にはすごく気味悪が

られます。ここで明言しておきますが、決して病気

ではありません !! …　と思うけど…）。

 正直言って、LLニュースに載せる「この一冊!!」
として、『プッターヌパープ（仏威）』を挙げてよい

ものかどうか、かなり悩みました。まず、この本は

タイ語で書かれています。LLニュースに掲載して

一般に読んでいただくものとしては不適切かもしれ

ません。また、仏教色がかなり色濃く出た作品で

す。宗教関係の話題に妙に違和感を覚えてしまう日

本人読者には、「ひかれてしまう（惹かれずに引か

れてしまう…」かもしれません。それでも、それで

も、それでも、この作品には、皆さんに紹介せずに

はおれない気持ちにさせる、そんな力を感じるので

す。

 さて、前置きばかり長くなってしまいました。そ

ろそろ本題（作品の紹介）に入っておきたいと思い

ます。

 『プッターヌパープ（仏威）』は、行脚僧の物語で

す（はい、ちゃんと「行脚」、読めましたね？　読

めなかった方、漢和辞典をひきましょう）。タイで

は、仏教僧はとても尊敬されます。僧は頭髪を剃り

（眉毛も剃っている）、黄衣を着ているので、一目で

それとわかります（それ以外のものは着てはいけな

い）。タイの男性は、短期間（3ヶ月ほど）僧にな

ることが多いです。仏教や僧は、それだけ身近な存

在だということです。僧の中には、さらなる修行を

求めて僻地をあちらこちらと移動しながら修行を重

ねていく僧もいます。それが行脚僧です。傘（寝

る時に蚊帳を吊って天幕がわりにする）と鉢（托鉢

用）を携えて、歩いていきます。もちろん、タイの

僧には227カ条に及ぶ厳しい戒が課せられており、

行脚の最中も、それを守らなければなりません。妥

協は許されないのです。その上、見知らぬ土地を独

り歩いていく行脚僧は、ひたすらストイックに見え

ます。そんなこんなで、タイの行脚僧は、見ている

だけで合掌したくなるような、そんなお坊さんです。

 そんな静寂に満ちた僧の生活とはマッタク無縁な

あるところに、おじいさんとおばあ…いやいや、日

夜ケンカに明け暮れ、周囲をブイブイ言わせる不良

学生がいました。それが主人公です。彼はある日、

自分の身代わりになって対立不良集団に刺された母

親を前にして「愛」に目覚めます（ちょっと「マザ

コン」っぽく読めてしまうが、親の愛は偉大である

ことを素直に認めましょう !!　親になるとわかるん

だけどね…）。そして、更生を期して出家するので

ありました!!　（この更生の仕方は、かなりタイっ

ぽいでしょう？）

 そしてそして、更なる修行のため、彼は行脚に出

ます。なぜか毎週毎週行く先々で必ず悪人を引き寄

せてしまう水戸黄門のように、彼にも行く先々で危

難が襲いかかって来るのでした!!　（水戸黄門と同

じ星の元に生まれたのでしょう。かなり珍しい運勢

だと思います。）ただ、この作品のタイらしいとこ

ろは、悪人も必ずしも悪人面をしておらず（水戸黄

門は、誰が悪人かすぐわかる）、また悪人が根っか

らの悪人であることもあるが、根は善人だけど何か

の事情で悪の道に走ってしまう人が登場するところ

です。また、根っからの悪人の場合は、その行いに

タイ、この一冊！！
『プッターヌパープ
　　　（พุทธานุภาพ：仏威）』

国際コミュニケーション学部
加　納　　　寛

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／
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適した運命が待ち受けているところ（因果応報）も

タイらしいところでしょう（水戸黄門では、運命で

はなく、人間による勧善懲悪に頼ります）。たとえ

ば、闇堕胎屋のインチキ産婆は事故で串刺しになっ

て死んだりします（人の腹に刃物を入れて胎児を殺

した報い）。悪人は、自分の業によって形成された

運命によって裁かれるわけです。人生観や運命観

が、かなり違うことがわかります。

 この作品の魅力は、主人公が出会う事件ひとつひ

とつに、毎日のニュースで報じられるような現代タ

イの社会問題が投影されているところにもありま

す。工業専門学校生の集団暴徒化（主人公もその一

員だった）、強盗、麻薬とその売人、迷信詐欺、賭博、

闇堕胎、ムショ帰りへの冷たい視線、仏像泥棒、ニ

セ坊主、売春…　これでもか、これでもか、という

社会問題のオン・パレードです。実際に暮らしてい

てこうした社会問題に直面することは滅多にないの

ですが（普通に暮らしている場合。タイに行く予定

の人、安心してください!!　ただし、ヤク、金、異

性に目のない人は普通に暮らせないので例外としま

す）、主人公は水戸黄門顔負けの運勢のお方なので、

村に行くたびに問題が大挙して押しかけてくるので

した。それぞれの問題とその解決については、ここ

には書かないことにします。原書を読んでのお楽し

みってことで。

 ところで、ここまで読んでくださった方は（あり

がとうございます!!）、このお話に何かが欠けてい

ると思われたかもしれません。そうです、テレビ・

ドラマに付き物の恋愛プロットです。前述のよう

に、タイの僧はタイソウ厳しい戒律の中に生きてい

るので、異性に指一本どころか爪の先0.12ミクロン

も触れることができないので、皆さんが期待される

ような（？）恋愛シーンは登場しません。しかし、

主人公には出家前に出会った恋人がいます。彼女

は、主人公がケンカ・バカだった頃に怪我を手当し

てくれた看護師さんです。恋人は、主人公が還俗し

て彼女のもとに戻ってくるのをひたすら待っていま

す。そしてついには、辺境をめぐる主人公の消息に

近付くため、僻地医療ボランティアに志願するので

した。さて、2人の運命やいかに？彼らは再び会う

ことができるのでしょうか？（→会うことは、作品

の中盤あたりで達成されます。あ、余計なことだっ

『プッターヌパープ』ノベライズ本『プッターヌパープ』テレビ・ガイド
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た？）主人公は還俗して彼女のもとに帰ってくるの

でしょうか？もし還俗しなければ、2人は永遠に結

ばれることはありません（少なくとも「結婚」とい

う形では。何しろ、主人公が彼女のことを思うたび

に、毒蛇が姿をあらわすのです。「妄想」を抱くな、

ということですね）。さあ、ヒロインはどうする？

（もし主人公が還俗しない場合に、ヒロインがどう

するかということについては、論争があります。私

は、ヒロインは一生結婚せずに独身を通し、主人公

を想い続けると思うのですが、身勝手な推論でしょ

うか？この点で意見交換したタイ人のある女性は、

ヒロインは絶対に他の人と結婚し、それがヒロイン

にとって幸せなのだと主張します。この考え方の相

違は、民族の差でしょうか？ジェンダーの差でしょ

うか？それとも私が自分勝手な価値観に縛られて

いるだけ？皆さんのご意見はいかがでしょう？）

 「仏威」は、主人公や彼を取り巻く人々に、一体

何をもたらすのでしょう？ということで、先が知り

たい人はココで私に千円払って…　違った、是非、

タイ語を勉強し、この本を読んでみましょう!!（こ

れでタイ語学習者が増えれば、それも「仏威」かも。）

 思えば、ドラマを見たときに最初に感じた力

（「フォース」？）、本を読んで号泣させた力、そして

LLニュースにこの原稿を書かせた力、これら全て

は、「仏威」のなせるわざかもしれません。「仏威」

は皆さんにも何かをもたらすかもしれません。恐る

べし、「仏威」!!（合掌）

映画で魅力
　いっぱいの韓国を！

国際コミュニケーション学部　4年
神　谷　千　穂

 昨年、何気なく本屋をぶらぶらしていた私の目に
飛び込んできたのは、私の大好きな韓国映画「시월

애シウォレ（邦題：イルマ－レ）」の写真の載った
一冊の本でした。『映画でハングル』。手にとって
よく見ると、「八月のクリスマス」「リベラ・メ」な
ど日本でも人気のある映画の写真も載っています。
これはなんだ？と思いながらページをめくってみる
と、「シュリ」「JSA」「友へ チング」…そこにはた
くさんの映画の名前がありました。そしてそれらの
映画のあらすじと一緒に、映画の中に出てくるセリ
フをいくつか取り上げて解説してあります。…こん
な本、探してたんだぁ！…
 今や、あちこちの映画館で韓国映画が上映され、
人気も上昇中。最近では「二重スパイ」「猟奇的な
彼女」などがあります。映画だけでなく、ドラマや
音楽といった魅力たっぷりの韓国文化が身近に溢れ
るようになりました。特にドラマ「冬のソナタ」は
多くの人をブラウン管にくぎ付けにし、その世界に
引きずりこんだようです。また私の周りには、それ
がきっかけで韓国語の勉強を始めた人もいます。今
まさに、韓国ブーム。かく言う私も韓国が大好きな
一人で、言葉にも文化にも完全に “ハマッて” います。
 そんな韓国熱の高まる中で、韓国語の教材や文化
紹介の本も溢れかえっていますが、この「言葉」と「文
化」という2つの要素がひとつになっている本はなか
なかないものです。そのうえ誰でも好きなときに気
楽に開ける本というのは…。「そんな都合のいい本が
あるわけない」そう思っていた私の前に現れたのが、
この『映画でハングル』でした。映画というひとつ
の材料を通して、言葉や文化、韓国の生活や人々の
考え方にいたるまで、ありとあらゆる事柄について
面白く紹介されています。その材料となる30本の
映画も、ラブストーリー、アクション、コメディ、
歴史物、戦争物、伝統芸能…と、映画の紹介だけで

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

ココで紹介したドラマのノベライズ本
จีราวรรธน์　(เรียบเรียงจากบทละครโทรทัศน์
ของ บริษัทเรด ดราม่า จำกัด บทประพันธ์โดย 
กัลปพฤกษ์) พุทธานุภาพ กรุงเทพฯ : สำนักพิ
มพ์ดับเบิ้ลนายน์ 2546
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も十分満足できそうな豊富さ。そこにプラスαも加
わって、言葉の勉強までできる！これほどの内容を
持っていながら、どのページからでも読めるという
気楽さは、この本の魅力のひとつです。それにひと
つの映画で6ページという量なので、電車の中や寝
る前、ひと息入れたい時や、ちょっとした時間の合
間に好きな映画のページを読んでしまえます。
 構成はこのようになっています。それぞれ映画の
ストーリー（あらすじ）、映画・ビデオ紹介のあと
に　1．おもしろ会話表現　2．やくだつハングル
表現　3．ティータイム　4．韓国なんでもコーナー
　5．こんなときどういう？と続きます。
1では映画のシーンとともに、そこに出てくるおも
しろいセリフを、2では実際の日常会話の中で役立
つ様々な表現を。3のティータイムでは、その映画
や出演俳優に関するよもやま話で、ちょっとひと息。
4には韓国の習慣や文化など、ためになる情報やマ
メ知識が満載。最後に5で困ったときのひとこと
を。では、ここで実際に少し紹介してみます。

＊おもしろ会話表現＊（「JSA」より）
ヤ ､ヤ ､ヤ　クリムジャ　ノモワッソ　チョシマラ
　야,야,야 . 　 그림자　　  넘어왔어.　  조심하라

（おいおいおい、影が境界線を越えているぞ。気を
つけろ。）
・ふとしたことがきっかけで出会った南のスヒョク
と北のギョンピル。そんな二人が板門店の南北会議
場の建物の警備で、軍事境界線を挟んで再度出会
う。緊迫した状況の中、スヒョクの影が境界線を越
えているのを見たギョンピルが、小さい声でスヒョ
クに注意するシーンである。「조심」とは「気をつ
ける、注意する」という意味で、階段などで「머리 
조심（モリ　チョシム）」とあったら「頭上注意」。
また「お体をお大事に」と言いたい時は「몸 조심

하세요（モム　チョシマセヨ）」となる。

＊やくだつハングル表現＊（「イルマ－レ」より）
オディソ　マンナルカヨ？（どこで会いましょうか？）
 어디서　　 만날까요？
・待ち合わせの時に使う表現として覚えておきた
い。「어디（オディ）」は「どこ」の意味。「어디서（オ
ディソ）」は「どこで」､「어디로（オディロ）」は「ど
こへ」､「어디가（オディガ）」は「どこが」と変化

する ｡「어디로 갈까요？（オディロ　カルカヨ？）」
で「どこへ行きましょうか？」また「어디가 좋아요？
（オディガ　チョアヨ？）」で「どこがいいですか？」
となる。

 このような会話表現がひとつの映画から9つずつ
取り上げられ、それに関する簡単な文法の解説か
ら、どんなときに使うといいか、そして派生語まで
付け加えられています。韓国独特の言い回しや、今
すぐにでも使ってみたくなるような日常会話まで幅
広く、本当にたくさんの言葉たちがつまっていま
す。そんなふうに楽しく気楽に言葉を学びながら、
同時に文化にも触れることができるなんて、お得だ
と思いませんか？？逆に言葉を知ることで、映画を
観るのがもっと楽しくなることも間違いなし！
 映画好きなあなたにはもちろんのこと、基本的な
文法の勉強ばかりで、どこか物足りなさを感じてい
るあなたにも、勉強を始めたばかりのあなたにも、
興味を持ったからちょっとのぞいてみたいというあ
なたにも…。どんな人も楽しめる一冊です。あな
たもぜひ、この本を読んで魅力いっぱいの韓国を満
喫してください。

　　　　窪田守弘　編著「映画でハングル」
　　　　（株）南雲堂フェニックス2002
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私の英語修得法
きっかけは、English !

国際コミュニケーション学部3年
畑　中　　　啓

何をすればいいの？
 英語を修得するためには、「何をすべきなのだろ

うか？」「何が一番効果的なのか？」私を含めた多く

の人間がこの難題に立ち向かうべく、多くの時間と

お金を投じてきた。しかし長期留学などのケースを

除いて、完全に英語を自分の一部とするのは、正直

かなり難しい事である。（おそらく英語に限らず）

 私も二年生の時に有り金をはたいて、イギリスへ

短期留学をしたが、英語能力はまったく向上しな

かった。別に日本人同士でつるんでいた訳でもな

く、部屋に引きこもっていた訳でもないのだが、自

分の英語能力の無力さを味わい、自信喪失で帰国。

その後一時的な英語恐怖症になり、体が英語を拒絶

するようになってしまった。まさに泥沼。

 さすがに「これはマズイ」と思って、やっと自分

のための英語修得（勉強）法を考えてみた。しかし

これまで「使える英語」の勉強は、本当に一切して

こなかった。さらに大学受験終了後から、自主的に

机の上で勉強するなんて事は、数える程度の回数し

かしなくなってしまったし、いざ決心して机に向か

うと、タイミングよく私のケータイが「ブルブルゥ

～」。「ハっ」と気付くと、「眠りの世界」に落ちて

いるという有り様だった。

 かといって具体的な目標があるわけでもなく、た

だ漠然と「英語を話したい」と考えていた。もちろ

ん高価な通信講座の教材を完璧に使いこなす自信も

なく、長期留学や英会話学校に通うお金もなく、遊

びたいし、アルバイトもしたかった。「本当に何を

すればいいの」という状態であった。

原因は何か？
 最適な勉強法を探そうと、いろいろと手を出したが、

まずは先人達がよく言う「生活に英語を取り込む」の

実践として、まずCNNを観てみた。結果10分でリ

タイヤ。今度は、NHKのレッツスピークにトライ。

気付くとケータイの画面と睨めっこ。今度はJAPAN 

TIMESを手にとってみた。TVガイドの所は、日本の

TV番組が無理やり英訳されていて、なかなか面白

かった。しかし次のページからは、一気に迷宮の世界

へ。そのほかにも英語に関する雑誌や教科書を使っ

てみたが、結果を見る前に、彼らは私の本棚の奥に居

場所を見つけていった。

 どれもこれも、結果を見る前に脱落してしまっ

た。「何がいけないのか？」答えは簡単だった。「退

屈」が原因なのだ。もちろん自分の持続力や忍耐力

も関係してくるが、はっきり言って興味のない新聞

や、雑誌記事なんて、読みつづけられない。CNN

のニュースだって、まったく面白くない。

 さらにもう一つの原因として「目標」が自分にな

いことが挙げられる。留学する予定もないし、検定

の目標もなく、もちろん友人は日本人だけ。大学の

英会話の授業だって、そこそこうまくやれば切り抜

けられる。そこには、「目標」が有り得なかったのだ。

周りを見まわして
 「退屈を除去して、目標を見出す」一見するとい

かにも難しそうだが、その解決法は、意外に簡単

だった。

 まずは「退屈」を除去する事だ。それには自分に

LL  Tea Time
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とって、まず「『退屈』を感じない時間は、いつで

あろう？」と思い返す事が必要になる。私にとって

「退屈」を感じない時は、オシャベリしている時、

音楽を聴いている時、好きなスポーツや映画を観て

いる時、好きな雑誌を読んでいる時だった。そして

「じゃこれを英語でやれば、退屈にならない英語生活

にたどり着ける」と考えて、早速やってみた。

 しかしオシャベリをいきなり英語に切り替えるの

は、かなり難しい事である。「そもそもこれが出来

れば、英語なんて勉強してない」と突っ込まれそう

だが、勇気を出して、デタラメ英語上等の精神でネ

イティブの先生に会話を挑み、ただ自分に関する話

や話したい事をひたすら聞いてもらう事にした。

 先生には、かなり迷惑な学生だっただろうが、時

間や場所に関係なく、私のひどい英語をただ黙って

聞いてもらった。 話した後に “Sorry  my poor 

English"と謝り、先生のチェックを受ける。最初は、

この先生の簡単なチェックすら理解できなかった

が、これを何度か繰り返すと、先生も顔を覚えてく

れて、先生の方から話し掛けてきてくれるし、先生

も私の英語のレベルに合わせた会話をしてくれる。

 確かに国際コミ以外の学部では、ネイティブの先

生と知り合うのは、難しい事である。だが幸いにし

て大学は非常に狭い。先生は、構内をよく歩いてい

る。先生を見つけたら、勇気を出して、事前に作成

した自己紹介文を話し、自分を売り込む。そこが突

破口となってくれるのだ。

 続いて音楽、これは英語で歌われている「洋楽」

しかない。「洋楽は嫌い」という人や「メロディー

より詩が大切」という人がいるが、その人にとって

これは、少し辛いかもしれない。私は、洋楽をよく

聴くほうだったが、詩の方は、まったく理解してい

なかったし、出来なかった。しかし理解する必要が

ないと思い、フレーズをよく口ずさんだ。基本的に

歌詞のほとんどは、口語英語なので覚えやすい。好

きな曲を口ずさんでいれば、会話で使える表現がよ

く見つかった。

 映画やスポーツ番組は、DVDやインターネット

を駆使してそれを活用した。しかし映画の素材は、

LL自習室やレンタルショップに行けば見つかるが、

スポーツ番組やその他の番組の素材は、自分の周り

ではなかなか見つからない。ここでインターネット

の出番だ。ネット上には、星の数のビデオ素材が転

がっているし、ネットショッピングで海外のDVD

を手に入れる事も可能。これらをうまく使えば、い

くらでも教材は手に入った。

 雑誌も同様に、英語に切り替えた。自分専用の英

語リーディング用の雑誌を作成した。ネット上か

ら、自分の興味のある英語の記事を見つけて、それ

をコピーし、ワードで編集して作った。自分の好き

な分野の記事ばかりだから、退屈に陥ることもな

く、印刷してあるのでいつ、どこででも目を英語の

文章に慣れさせることが出来た。写真も一緒にコ

ピーするから、記事のイメージも膨らみやすい。文

法だって勉強できる。

 この様な感じで、自分の周りを見まわし、そこに

ある素材を使って、英語環境から「退屈」をなくし

ていった。しかしどれだけ「退屈」がなくなっても

「目標」がなくては、その継続には限界がある。

夢と自分を信じて
 いろいろと話したが、やはり「目標」を定める事

が、本当に大切であると思う。夢と目標すなわち「必

然性」は、人それぞれであって、自分がこれだと思っ

たものを目指すべきだと思っている。

 例えば、「形」としての目標を立てるのであれば

検定試験に挑戦すればいいし（LLニュース25号参

照）、また「自分の夢を、海外で実現する」と定め

る事も出来るはず。人からあれこれアドバイスされ

るより、自分の好きな道を進めばいいと思っている

し、確証はないが、英語がきっと自分の新しい可能

性の発見につながりその実現の手助けをしてくれる

はずだ。夢と自分を信じて、少し動けば、いつも違っ

た自分や周りの世界が見えてくるはずだ。

 今回、恥ずかしながらも自分の体験と簡単な英語

修得法を紹介させていただいたが、これが多くの人

の英語修得への刺激となり、新たなる可能性への扉

になる事を願っている。

そう「きっかけは、ENGLISH !」
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中国語検定4級への挑戦

文学部2年
岩　﨑　圭　亮

 私は昨年3月に中国語検定4級を受けました。検

定を受けようと思った理由は、1年間の中国語学習

を経て、力試しをするいい機会だと思ったからで

す。私が一年間の中国語学習で行ったことは、次の

ようなことです。

・教科書の音読

・NHKのラジオ講座を聴く

・教科書に載っていた応用問題を解く

 まず教科書の音読ですが、これを始めたのは、単

語をその声調やピンインと一緒に覚えるには、自分

で音読して目と耳に覚えさせるのが一番だと思った

からです。音読の際には四声の声調記号を単語の上

に書き込んで覚えやすくしました。また、私の場合、

教科書にCDが付いていたので、それを聴いた上で

手本にしながら音読していたことも、耳に慣らすの

に助けになったと思います。教科書の音読は、私の

場合は週一回ぐらいのものでしたが、多ければ多い

程良いに越したことはありません。音読は繰り返し

やると口が徐々になめらかに動くようになると思い

ますが、読んでいてどうしても詰まってしまう所が

あればそこだけを繰り返し発音してみるのもいいと

思います。

 次にNHKラジオの中国語講座についてですが、

これは授業でやった内容を補強するつもりで雑誌を

購読しました。講座の基礎編は毎週月～木曜まで放

送されていて、内容的にはほとんどが一年生で学習

するレベルの文法の説明と、それを応用した例文や

各回で取り上げられる対話文の発音練習が中心で

す。ここでもやはり、読み上げられた例文は、自分

で真似て発音してみました。しかしラジオ講座は、

毎日決まった時間に、1日も欠かさず聴くとなると、

なかなかできることではないと思います。私も1日

も欠かさず聴くということは出来ませんでした。と

り合えずこれは、学校の予習・復習や、先ほど述べ

た音読をやって、まだそれ以外で勉強してみようと

いう余力があれば、聴いてみればいいと思います。

 あと行ったのは、教科書に載っていた応用問題を

解いたことです。私は問題集を一切買わなかった

分、筆記問題の対策は教科書の問題を繰り返し解く

ことでした。特に短い日本文を中国訳にする問題に

力を注いでいました。ただこれは、試験の2～ 3週

間前から取り組み始めたことで、実際に問題を解い

てみるとかなり間違えており、あまり文法的なこと

に力を入れて勉強して来なかったことを痛感し慌て

て教科書の文法説明を読み返すということもありま

した。この点はいい加減だったと思います。

 実際に検定を受けてみると、ヒアリングと簡単な

日本文の中国訳でつまずいてしまいました。ヒアリ

ングの方は、音読で自分なりにしっかり鍛えて試験

に臨んだつもりでしたが、全く初めて聞く中身のも

のを読み上げられると、自分の耳だけを頼りに聞く

のでは、断片的に聞こえる単語を頼りに内容を推測

していくことしかできなかった問題も中にはありま

した。また、筆記の方は、マーク式の声調・ピンイ

ンの四択問題などは、音読の成果があったと思いま

す。ただ、日本文の中国訳と日本語で書かれた単語

を中国語で書くという問題があり、それもかなり基

本的な問題ばかりでしたが、度忘れしてしまい書け

なかったものが2～ 3問ありました。それでも私は

何とか検定には合格することができましたが、今一

つ詰めが甘かったかも知れません。

 最後に、私はこの検定を受けて思ったのは目標は

早めに設定しておいた方がよいということでした。

語学検定のように、自主的に受けるものは、自力で

継続して勉強して行く意志が必要です。早めに目標

を立てておけば、それを目指し頑張れるのだと思い

ます。
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 皆さんはロシアに対して、どのようなイメージを
お持ちでしょうか。おそらく「怖い」「謎が多い」「興
味ない」と思われる方が多いでしょう。本当はどう
なのでしょうか。
 私は学生生活最後の夏休みを利用して、モスクワ
に一ヶ月間語学研修へ行ってきました。平日は語学
学校へ通い、休日は一人でイズマイロフ公園という
所にあるオープンマーケットへ行き、店員さんとの
会話を通じてロシア語の練習をしていました。ここ
で私は、モスクワ生活で一番印象的な出来事にあい
ました。ある日、私がいつも通りここへ買い物にき
た時のことです。欲しいものを見つけ、買おうか悩
んでいると、見ず知らずのロシア人の女の子が、突
然私に話しかけてきました。その子は、私が持って
いたカバンを指差してこう言うのです。「あなたの
カバン、マトリョーシカ（大きい人形から小さい人
形が次々と出てくるロシア土産の定番）の絵が描い
てある！とってもかわいい！どこで買ったの？」ど
うやら彼女は、私のカバンを気に入ったようです。
「日本で買ったよ。」と私が答えると、彼女はとんで
もないことをお願いしてきました。「そのカバンを
私にちょうだい。あなたは日本に帰ってから、また
買えばいいじゃない。」私は目が点になりました。
普通、初対面の人間（しかも私は彼女からして見れ
ば外国人）に、こんなお願いしますか？「そのカバ
ン、いくらだったの？」彼女はまた尋ねます。「100
ルーブル（400円）くらい。」と答えると、「私は隣
の店の店員なの。私の店の商品の中から、好きな物
を持っていっていいから、そのカバンをちょうだ
い。」と彼女は言います。そんなに高いカバンでも
ないし、彼女の勢いには勝てないと思い、私はあげ
ることにしました。彼女の店に並べられた商品を見
ると、どれも100ルーブルするとは思えず、これは

私にとって明らかに不利益な物々交換になると感じ
ました。けれど、彼女が違う場所から新しい商品を
走って持ってきてくれたりして、私はすごく嬉しく
なりました。別れ際に、「本当にありがとう。」と彼
女が言ってくれました。ロシア人に笑顔で「ありが
とう」と言われたのはこれが初めてのことだったの
で、私は本当に嬉しかったです。最初は、「人のも
のをねだるなんて…」と戸惑いましたが、この彼女
と出会い、素敵な笑顔を見られたことだけをとって
みても、ロシアに来て良かったと思いました。この
出来事以外にも、突然街でロシア人に話しかけられ
るということはありました。「公衆電話の使い方を
教えて。」とおばあさんに声をかけられもしました。
こういう時、私は「ロシア語わからないから…」と
逃げ腰になるのではなく、学校で習ったロシア語で
一生懸命対応しました。日本だと、わからないこと
があっても、突然知らない外国人に日本語で話しか
けるなんてことしませんよね。でもロシアでは、外
国人とかそういった意識無く、声をかけてくれるの
かなと思いました。もし本当にそうだとしたら、そ
れは嬉しいことです。こういった突然の出来事を通
して、ロシア語を口にするのに緊張することはなく
なり、強面のロシア人と話す度胸もつき、ラッキー
だったなぁと思います。
 一ヶ月間モスクワで生活してみても、まだまだわ
からないことはたくさんあります。しかし「怖い」
だけがロシア人じゃないということはわかりまし
た。ロシアについてもっと多くのことを知りたいと
思うので、ロシア語の勉強を頑張って、また行きた
いと思っています。そして、カバンをあげたあの女
の子に再会できたら嬉しいです。

ロシアで出会った女の子

国際コミュニケーション学部4年
田　中　亜紀子

イズマイロフ公園のオープンマーケット
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外国語検定試験合格者に　　
　　　　 奨励金を贈ります！

 語学教育研究室では外国語検定試験合格者

に奨励金（図書券）を贈る自主学習支援の制度

を設けています。2003年度は延べ104名の学

生に奨励金が贈られました。

 2004年度も下記により受付しますので合格

者は申し出てください。

記

1. 対象学生
 愛知大学豊橋校舎学生及び短大生（大学

院生、オープンカレッジ生、科目等履修

生、研究生は除く）

2. 奨励基準
 追って教務課および LL自習室の掲示板に

示します。

3. 受付期間
 2005年1月15日㈯～ 1月31日㈪

4. 手　　続
 学生証および合格通知書を3号館 LL自習

室カウンターまで持参し、申し出る。

5. 奨励の対象
 2004年2月～ 2005年1月の間に合格した

分に限る。

愛知大学言語学談話会　―第29回―

公開講座「言語」2004 プログラム
＜前期＞  愛知大学豊橋校舎研究館2階会議室

または5号館4階541会議室
＜時間＞ 14：30 ～ 16：30
2004年
①4月17日㈯　於　研究館2階会議室
   「古きパリの売り声」
   加藤俊夫（愛知大学名誉教授）
②5月8日㈯　於　5号館4階541会議室
   「地名に映る英国史」」
   田本健一
   （愛知大学国際コミュニケーション学部教授）
③6月5日㈯　於　5号館4階541会議室
   「「空気」語源考」
   荒川清秀
   （愛知大学国際コミュニケーション学部教授）
④6月19日㈯（2講義開催）　於　研究館2階会議室
   「諸外国における英語教育―アジア、欧米を中心と
して―」

   市川　研（愛知大学大学院生）
   「言語学の福祉的シナリオあるいは福祉言語学」
   中尾　浩（愛知大学文学部助教授）
⑤7月3日㈯（2講義開催）　於　研究館2階会議室
   「日・韓語における待遇表現について―相対敬語と
絶対敬語を中心に―」

   韓
ハン

　銀
ウン

　暎
ヨン

（愛知大学大学院生）
   「外国語学習、何を学ぶのか」
   高橋秀雄
   （愛知大学国際コミュニケーション学部教授）
＜後期＞ 愛知大学車道校舎
＜時間＞ 14：30 ～ 16：30
⑥9月18日㈯
   「手から口へ―M・コーバリスの言語起源論を中心
に―」

   伊藤忠夫（中京大学教養部教授）
⑦10月2日㈯
   「記号と意味―形式科学の視点から―」
   河田賢二（愛知大学経営学部助教授）
⑧11月6日㈯
   「初級・中級者のための発信型学習英和辞典とコー
パス」

   塚本倫久
   （愛知大学国際コミュニケーション学部助教授）
⑨12月4日㈯（2講義開催）
   「アメリカ人が経験する日本と日本語」
   塚本鋭司
   （愛知大学国際コミュニケーション学部助教授）
   「英語のなかの日本語」
   早川　勇（愛知大学経済学部教授）
2005年
⑩1月８日㈯（2講義開催）
   「韓国の現代作家李外秀の小説における表現について」
   田川光照（愛知大学経営学部教授）
   「なぜ韓国のキリスト教は成功したのか」
   常石希望（愛知大学法学部教授）

お願い

 LL 自習室を利用される皆さんからの投稿をお
待ちしています。
 次号の原稿締切は7月です。


