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英学史の研究

竹 中 龍 範

（1） 学会・学界の動向

本年 2016年は，わが国にあっては夏目漱石の歿後 100年となる年で，奇しくもそ
の漱石の自伝的作品とされる『道草』の自筆原稿 18枚が，長く所在不明であったとこ
ろ，神奈川県在住の個人所蔵にかかるものであることが発見され，2016年 3月 26日
（土）から 5月 22日（日）まで行われた神奈川近代文学館の特別展「100年目に出会う　
夏目漱石」において公開された（『朝日新聞』2016年 3月 22日（火）朝刊，及び神奈川
近代文学館HP）．そして来年 2017年は漱石の生誕 150年に当たる．
一方，英国ではシェイクスピア歿後 400年にあたり，彼の地ではこれを記念する行

事が盛大に行われたことであろう．シェイクスピアについては，その生誕 400年に当
たる 1964年の時点でわが国のシェイクスピア研究の業績量が欧米のそれに匹敵した
と言われるが，明治の初め 1874年に Ch. ワーグマンが Japan Punch紙上にハムレッ
トの ‘To be, or not to be: that is the question:’ を ‘Arimas, arimasen, are wa nan 

deska:’（「アリマス，アリマセン，アレハナンデスカ」）と訳してから 140年余，現在の
シェイクスピア研究はどこまで進んでいるのであろうか．
さて，当年度（2015年 4月～2016年 3月）も学会・学界の動きから見ておきたい．
日本英語教育史学会の第 31回全国大会（九州大会）は，5月 16日（土）・17日（日）
に久留米工業高等専門学校を会場に開催された．初日は，西忠温「熊本洋学校お雇い
教師 Captain Janesの英語教育と熊本バンド―その源流を辿りながら」の記念講演
を聴き，この後の時間及び翌日は研究発表に充てられて，松崎徹「戦後中学英語検定
教科書における米語用法に関する一考察」など 11本の発表を聴いた．閉会式後，福岡
市総合図書館に移動し，福岡県立修猷館高校所蔵の英語教育史資料展観が行われた．
この全国大会に続いて毎奇数月に開催された第 253～257回研究例会では，竹中龍
範「師範学校生による小学校英語科教育実習：明治末年における一事例」など 3本の
研究発表が行われたほか，「英語教育史入門セミナー」の第 2～5回が行われ，「自著を
語る」の企画も 3本が行われた．
日本英学史学会の第 52回全国大会は，10月 24日（土）～25日（月）に拓殖大学文京
キャンパスを会場に開催された．初日は，総会の後，同大学の前身台湾協会学校の第
2代学監を務めた新渡戸稲造のビデオ上映，佐藤全弘による特別講演「ユーモアと悲
しみの人―新渡戸稲造」が行われた．2日目は，平田諭治「岡倉由三郎における言



69̶　  ̶

英学史の研究

語思想の形成」など 17本の研究発表を聴いた．
同学会の本部例会は，この全国大会の際に，隔月開催としていたものを従前の全国
大会開催月及び 8月を除く毎月に開催という形に戻すことが発表され，2016年 4月の
第 500回例会から改められることになった．2015年度は，5月を年度第 1回として第
494～499回例会を開催し，小林敏宏「森有禮と英学」，藏原三雪「フィラデルフィア
のセントラル・ハイスクールとW. E. Griffis」など 6本の研究発表が行われた．
各支部の活動では，東日本支部が第 20回支部大会を 2016年 3月 30日（水），東京・
中央区の明石町区民館にて開催した．長谷川勝政「本田増次郎と築地」他の研究発表，
北垣宗治の特別講演「築地と帝国海軍」が行われ，翌 31日には見学が組まれた．関西
支部の第 51回支部大会は，2015年 6月 6日（土）に桃山学院を会場に開催，加藤詔士
「グラスゴウ大学創立 450周年記念式典（1901）―明治日本とグラスゴウ大学の交流」
など 2本の研究発表が行われている．また，これと別に開催される研究大会は，8月
29日（土），同志社大学でその第 24回が催され，石倉和佳「徳富猪一郎旧蔵新島書簡
草稿について―石川武美記念図書館所蔵品より」ほか 2本の研究発表を聴いた．中
国・四国支部は年 2回の研究例会開催を通例とし，当年度最初の第 72回研究例会は，
安田女子大学にて 2015年 5月 23日（土）に開催され，田中正道による講演「英学史研
究と私」と古川正昭の研究発表「小泉八雲のオープン・マインド，広高師　浅地昇先
生を通して継承」が行われた．続く第 73回研究例会は同年 12月 12日（土）に福山大
学にて開催，小篠敏明の講演「歴史研究と ICT技術の交わり―英語教育史研究のひ
とつの姿」と河村和也の研究発表「新制高等学校発足期の入学者選抜における英語の
位置付けについて：高知県を例に」を聴いた．九州支部の第 38回研究発表大会は，
2015年 6月 27日（土），ホテルニュープラザ久留米にて開催され，隈慶秀「昭和 19年
発行の教科書『英語 2』と中学生の日記」など 6本の研究発表が行われた．
学会賞について，日本英学史学会では常盤智子が『英学会話書の研究』（2015年 6

月）によって豊田實賞を受けた．近代日本語史を研究するうえで，辞書などに比べる
とこれまであまり活用されてこなかった英学会話書を素材として分析を行っている．
なお，日本英語教育史学会学会賞は当該年度について該当者はなかった．
当年度中の物故者として，2015年 4月 7日，マーク・トウェイン研究を進め，その
受容史を『日本におけるマーク・トウェイン』（1979；続編，1988）としてまとめた勝
浦吉雄が逝去した．同書により日本英学史学会の豊田實賞を受賞したが，併せて同賞
選考委員長を長く務めた．2016年 2月 18日には緒方洪庵と適塾，及びお雇い外国人
の研究を主として日本近代史研究に足跡を残した梅渓昇が帰泉した．

（2） 単　行　本

江利川春雄『英語教科書は〈戦争〉をどう教えてきたか』（研究社，2015年 7月）は，
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さまざまな民族の平和的共存が外国語教育の究極の目的であり，そのためには，一つ
に過去の「戦争と外国語教育」の関係を明らかにすることが必要だとし，これを「学
校教育において，英語などの外国語教育者が若者をどう戦争に駆りたてたか」との視
点から分析したものである．明治の文明開化の時代からアジア・太平洋戦争に至るま
での 70年余にわたる期間に英語教科書が戦争に係る内容をどのように取り上げている
かの題材分析を行っている．また，同氏『英語と日本軍―知られざる外国語教育史』
（NHK出版，2016年 3月）は，同じく戦争と外国語教育との関係を明らかにするとの
視点から，「陸海軍での英語教育の実態，目的，効果はどうだったのか」について，対
比のために米軍の語学将校養成教育の分析を序章におき，以下，幕末からアジア・太
平洋戦争の時代，さらに戦後の占領期までを 4章に分けて論じている．
堀孝彦『幕末日本「英学史」散歩　蘭学から英学へ』（港の人，2015年 10月）は，
著者が蘭学者・英学者の墓地等を巡り，その墓碑，石碑等の情報を『日本英学史学会
報』（2011年 9月～2015年 5月）に連載したものを基に，英学史的に意味のある順序
に再編してまとめられた英学史跡ガイドブックである．戦前に刊行されたものながら，
雑誌『掃苔』（1932～43；復刻版あり）をも併せ参照するとよい．

1929年，『夷狄の国へ―幕末遣外使節物語』の表題の下に萬里閣書房より発行さ
れた尾佐竹猛の名著が『幕末遣外使節物語―夷狄の国へ』（岩波書店，2016年 3月）
と主・副題を入れ替えて岩波文庫に収められた．「幕府の外交使節団が幕末期に経験し
た異文化の体験を，国内外の史料を用いて再現し紹介したものである．『物語』ること
の重要さを意識しているため，研究書的なかたぐるしさはなく，歴史をみる目の確か
な熟達した著作」（巻末解説）となっている．
琉球・沖縄の英学について次の 2点が刊行された．まず，H・J・クリフォード著／
浜川仁訳・解説『クリフォード訪琉日記―もうひとつの開国』（不二出版，2015年
10月）は，英国ポーツマスの国立英国博物館で発見された英国海軍大尉 H・J・クリ
フォードによる 80ページばかりの手稿「日本海の大リュウチュウもしくはリュー
チュー島における覚書を含む私的覚書（続編）」を全訳し，訳者解説「クリフォードの
仕掛けた琉球・日本の近代」を収めている．クリフォードは，1816年に中国との交易
システム改善のために中国を訪れた英国使節団を中国に送り，その帰航までの間に東
シナ海を探査した際，琉球に立ち寄っている．また，山口栄鉄『英人バジル・ホール
と大琉球―来琉二百周年を記念して』（不二出版，2016年 3月）は，かつて欧米知識
人の間に「大琉球」として知られていた琉球，沖縄を欧米の読者に紹介したキャプテ
ン・バジル・ホールの来琉 200年を記念して，ホールの略伝，功績を中心に，その僚
友クリフォードなど，周囲の人物との関係に説き及んだものである．
英学資料を分析材料とした近代日本語（語彙）史の研究成果としては，飛田良文監
修・多田洋子編著『英語箋　前編　村上英俊閲　研究・索引・影印』（港の人，2015
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年 4月）及び常盤智子『英学会話書の研究』（武蔵野書院，2015年 6月）を挙げておく．
前者は，メドハーストの『英和・和英語彙』を仏学者村上英俊が『英語箋　一名　米
語箋』（1857）として復刻した語彙集のうち，前編の英和の部を翻字，索引化して，こ
れに前付けとして研究の部を置き，さらに巻末には原著影印を与えている．後者は，
既述のように日本英学史学会豊田實賞受賞につながった研究で，「よく知られ，よく使
われる［洋学］資料がある一方で，それ以外の資料については，日本語資料としての性
質や活用方法はほとんど知られていないという現状」を踏まえ，「すでに近代語の先行
研究の中で明らかになっている知見を援用し」つつ，幕末から明治 20年までの英学会
話書を対象としてその表記や発音等について分析している．
蘭学史の方面では，蘭学史上の big namesの伝記が 2点上梓された．一つが鳥井裕

美子『前野良沢―生涯一日のごとく』（思文閣出版，2015年 4月）で，『解体新書』
訳述に当たって中心的な役を担いながら，その扉に名を記さなかった蘭学者前野良沢
の生涯について，この訳業以外にも残された蘭語・蘭学研究，ロシア研究の業績・貢
献をも取り上げて，「全体としては，オランダ語，蘭学研究に打ちこんだ前野良沢の新
しい人物像を描くことをねらい」とする．もう一点の梅溪昇『緒方洪庵』（吉川弘文
館，2016年 2月）は，幕末の蘭学塾中，「唯一ほぼ完全な形で現存する」適塾を主催
し，幕末明治期に活躍した多くの医師・蘭学者を育てた緒方洪庵の伝記で，これが「人
物叢書」に加わったことは喜ばしい．著者はこれまでに『洪庵・適塾の研究』『続　洪
庵・適塾の研究』などを著し，『緒方洪庵の手紙』その 3～5等を編んでいる洪庵研究
の第一人者であるが，本書はその遺著となった．
他に，松方冬子編『日蘭関係史をよみとく　上巻　つなぐ人々』／フレデリック・ク

レインス編『日蘭関係史をよみとく　下巻　運ばれる情報と物』（臨川書店，2015年
6月）は，上下巻を「日本とつきあう」「長崎にすまう」「蘭書にまなぶ」「伝来する情
報」「流通する物」の 5部立て，全 17章に分かって，外交使節から通詞，蘭学者，医
学・本草学，貿易・交易品に及ぶ広汎な領域を日蘭関係史の視点から論ずる．また，
片桐一男『江戸時代の通訳官―阿蘭陀通詞の語学と実務』（吉川弘文館，2016年 3

月）は，鎖国時代，禁教と密貿易厳禁の政策を維持・存続するために，来日のオラン
ダ商人に日本語習得を許さず，替わってわが方がオランダ語の用意をするために設け
られた通訳官「阿蘭陀通詞」について，そのオランダ語学習と，彼らが従事した仕事
の内容や活躍した時と場所等を分析視点とし，資料を援用しつつ論究している．
関連分野として，日本語教育の分野から河路由佳『日本語学習・教育の歴史―越

境することばと人びと』（東京大学出版会，2016年 1月）が注目される．古代から現代
に至る間に，日本及び海外において日本語がいかに学ばれ，教育されてきたかを，「マ
クロの視点でそれぞれの地域の歴史的文脈を描きつつ，ミクロの視点で現場の教師や
学習者，そして研究者の営みに目を凝らし，それぞれの現場で日本語を学び，教えた
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人びとの経験や努力に理解を深めて伝えていくことを心がけ」て，まとめている．
最後に一般書であるが，施光恒『英語化は愚民化―日本の国力が地に落ちる』（集

英社，2015年 7月）では，第 2章「グローバル化・英語化は歴史の必然なのか」及び
第 3章「『翻訳』と『土着化』がつくった近代日本」が歴史を踏まえて論を展開してい
るが，うち第 3章は，英学史の観点から，近代初期の日本において邦語・国語と英語
とがいかに対峙せられ，近代国家日本がどのように形成されたかを論じ，近年，急速
に進められているグローバル化・英語化に対し，警鐘を鳴らしている．

（3） 紀要論文等

紀要論文等については，論文を中心に著者・論題を掲げる．
まず，日本英語教育史学会の『日本英語教育史研究』第 30号（2015年 5月）は，論
文は西原雅博「『新教授法』の摂取と変容：帝国教育会英語教授法研究部における教授
法論議」1本のみであるが，「新教授法」が帝国教育会の英語教授法研究部を通してい
かに紹介され，その受容がどのように行われていったかを分析している．そのほかに
は，江利川春雄の記念講演「日本英語教育史研究の歩みと展望」，及び竹中龍範・茂住
實男・小篠敏明・島岡丘による 30周年記念例会シンポジウム「日本英語教育史学会
30周年記念『回顧と今後への期待』」における発言が収載されている．
日本英学史学会の『英学史研究』第 48号（2015年 10月）のほうは以下の論文 6本

を採択している．岩上はる子「F. V. ディキンズと日本文学―『仮名手本忠臣蔵』の
翻訳について」は，ディキンズの「忠臣蔵訳が完成するまでの経緯を跡づけ」，その翻
訳ぶりをミットフォード訳及びキーン訳と比較しながら特徴を明らかにし，加藤詔士
「グラスゴウ大学創立 450周年記念式典（1901）―明治日本とグラスゴウ大学の交流」
は，「グラスゴウ大学創立 450周年記念式典における東京帝国大学の参列を，明治日
本とグラスゴウ大学の緊密な関係を象徴する一事として注目し，式典参列の事情と経
緯ならびに祝賀行事の内容等について」考察している．楠家重敏「幕末・明治初期の
英字新聞の日本語著作英訳」は，幕末・明治初期に横浜で刊行された英字新聞中に無
署名で英訳されている『英訳日本書記神代巻』等 3点の著作の英訳者を推定，または
確定しており，保坂芳男「京都の番組小学校における英語教育：その実態の解明に向
けて」は，番組小学校の教育課程に挙げられている英語・独語の単語暗唱は実際に教
えられた可能性が極めて低いと分析する．三好彰「英国の新聞に見る薩摩藩留学生」
は，薩摩藩英国留学生のことを報じたイギリスの新聞記事を取り上げ，それを読み解
いて「海外貿易を目指していた薩摩藩を支援することで」「江戸幕府の貿易政策の見直
しを迫る英国の思惑が見える」ことを明らかにしている．また，王斌「明治初期の西
洋経済学書の導入」は，幕末明初の輸入洋書翻刻・翻訳を通した諸学問の移入史にあっ
て経済学の分野の研究が立ち遅れているとして，その洋書輸入の状況，翻訳書出版の
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状況を明らかにしている．
同学会各支部では，東日本支部の『東日本英学史研究』第 15号（2016年 3月）が，

論文には高畑美代子「明治 12年歳入歳出予算表―イザベラ・バード Unbeaten 

Tracks in Japan付録から浮かぶ明治の産業文化の進捗状況」，河元由美子「清水卯三
郎撰『ゑんぎり志ことば』」，三好彰「ポケット・サイズの『武信和英新辭典』」の 3本
を採択し，「地方の英学」に大橋敦夫「飯田・伊那の英学・洋学資料」を収めている．
関西支部の『関西英学史研究』は，当年度は発行されなかった．
中国・四国支部の『英學史論叢』第 18号（通巻 38号）（2015年 5月）は，田村道美

「漱石とThe Lotus Library（4）―The Nabobの書き込みを中心に」を論文として採
り，ほかにシンポジウム「英学史研究とこれからの英語教育」における発言要旨が鉄
森令子，能登原祥之，隈慶秀，馬本勉，保坂芳男によりまとめられている．
『東北学院英学史年報』第 37号（2016年 3月）は，「山川ダンテと大賀壽吉」の特集
を組んで下館和巳「東北学院の生んだ知られざる偉人山川丙三郎―ダンテ『神曲』
翻訳を巡る旅」，松田公江「山川丙三郎と大賀壽吉」等，論文 4本を収載する．
八雲会の『へるん』No. 52（2015年 6月）は，島田隆輔の講演録「樹の精と，英語
教師の系譜と―ラフカディオ・ハーンから宮沢賢治へ」のほか，「ヘルンの文学」「ギ
リシャ国際シンポジウム―小泉八雲没 110年記念事業」「八雲会創立 100周年を記
念して」「ヘルンゆかりの人々・ゆかりの地」「未刊行資料・埋もれた資料」の 5セク
ションにわたり 31本の記事を収めている．
他には，三好彰「勝俣銓吉郎の寄稿文『最初の英和對譯字書』から百年目」『洋学史
研究』第 32号（2015年 4月），田中美穂「〈資料紹介〉中澤廣江宛て箕作秋坪書簡にみ
る三叉学舎」『洋学研究誌　一滴』第 23号（2016年 2月），竹中龍範「高等女学校の英
語教育―大正期におけるその展開」『言語表現研究』第 32号（2016年 3月）がある．

（4） そ　の　他

本 2016年 4月に発生した熊本地震により「熊本洋学校教師　ジェーンズ邸」が倒
壊したとの報が伝えられている．このような史跡の耐震対策や紙資料等の耐火・耐水
保存など，災害大国日本にとっては喫緊の課題であろう．書籍等のマイクロフィルム
化のきっかけとなったのが洪水であったことを思うと，現在広く進められているデジ
タル化も一つの災害対策であろうが，まずは何よりも原資料の保存が考えられねばな
らない．発生予測の困難な災害に対して，まずは備えであろう．「想定外でした」が免
罪符となることはないということを肝に銘じて． （香川大学教授）


