Copyright © 2021 by Motoyuki Shibata

はじめに
英 文 精 読 教室
第2巻
他 人 に な っ てみ る

この「英文精読教室」は、読者が英語の小説を原文で読むのを助けるため
のシリーズです。
まずは編者がこれまで読んだり訳したりしてきたなかで、とりわけ面白い
と思った短篇小説を選び、6 巻それぞれ、ひとつのテーマに沿って作品を並
べてあります。第 1 巻から順に読む必要はありません。ご自分が惹かれるテー
マから手にとっていただければと思います。各巻、まずはウォームアップ的
にごく短い作品を据えたあとは、時代順に並んでいますが、これも順番に読
む必要はありません。各作品の難易度を 1 ～ 3 で示してありますから（1 が
一番易しい）
、読む際の目安にしてください。
どの作品にも詳しい註を施しました。註というものはつねに諸刃の剣であ
り、読者によって「小さな親切」にも「大きなお世話」にもなりえますが、
このシリーズではどちらかというと、一部の読者には「大きなお世話」にな
る危険も覚悟で、やや多めに註が施してあります。ご自分の読みが妥当かど
うかを確認してもらえるよう、右側のページには対訳を盛り込みました。少
し語学的に敷居が高い、と思える作品に関しては、まず対訳を読んでもらっ
てから原文に向かう、というやり方もあると思います。
「まっとうな翻訳があるなら、何も原文で読む必要はないじゃないか」と
おっしゃる読者もいらっしゃるでしょう。むしろその方が多数派かもしれま

PRINTED IN JAPAN

せん。僕自身、まっとうな翻訳を作ることを、長年主たる仕事にしてきまし
たから、そういう読者が大勢いてくださるのはとても嬉しいことです。
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英文精読教室

その反面、原文で読むことの楽しさを味わいたい、と思われる読者も一定

第 2 巻

数おられるという確信も僕にはあります。そのなかで、何の助けもなしに辞

他人になってみる

書だけで原書を読むのはちょっと厳しい、という読者がまた一定数おられる
という確信もまたあります。

目次

かつては近所の書店に行けば、註釈つきの英語読本や英和対訳本が並んで
いて、僕も中学のころから日本のおとぎ話や O・ヘンリーの短篇などを易し
い英語で書き直した本を買ってノートに訳文を書いて楽しんだものですが、
ふと気がつくとそういう本もずいぶん減ってしまいました。この残念な欠如
を、本シリーズが少しでも是正できれば幸いです。
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3

Stuart Dybek, “Farwell”

(1990)

（スチュアート・ダイベック「ファーウェル」
）

編訳註者

Paul Bowles, “You Are Not I”

7

(1948)

（ポール・ボウルズ「あんたはあたしじゃない」
）

Rebecca Brown, “A Vision”

(2001)

（レベッカ・ブラウン「A Vision」
）

Linh Dinh, “!”

21

65

(2004)

（リン・ディン「！」
）

95

Agnes Owens, “The Dysfunctional Family”
（アグネス・オーエンズ「機能不全家族」
）

(2008)

127

Nana Kwame Adjei-Brenyah, “The Finkelstein 5” (2018)

（ナナ・クワメ・アジェイ゠
（ナナ・クワメ・アジェイ
゠ブレニヤー「ザ・フィンケルスティーン 5」）
授業後の雑談

4

英文精読_A5_2巻_20210323_校了.indd 4-5

147

239

5

2021/03/29 16:03

｜

You Are Not I ｜

Y

ou are not I. ❶No one but me could ❷possibly be. I know that,

あんたはあたしじゃない。あたし以外だれもあたしになれっこない。あた

and I know where I have been and what I have done ever

しにはそのことがわかってる。それにあたしは、きのう、列車事故のすきに

the train

門を抜け出してから、じぶんがどこで、なにをしていたか、それもちゃんと

wreck. Everyone was so excited that no one noticed me. I became

わかってる。みんなすごく興奮していたから、だれもあたしに目もくれな

since yesterday when I
5

❸

walked out the gate during

❹

cut

かった。あの線路の上で、人がおおぜい怪我をして、車両がめちゃめちゃに

people and smashed cars down there on the tracks. We girls all went

壊れたせいで、あたしのことなんかまるっきりどうでもよくなってしまった

completely unimportant as soon as it was a question of

❺

running down the bank when we heard the noise, and we landed

のだ。衝突の音を聞いて、あたしたち女の子はいっせいに土手をかけ下りて、

against ❽ the cyclone fence like a lot of monkeys. Mrs. Werth ❾was

猿の群れみたいに金網にへばりついた。ミセス・ワースは十字架を嚙みなが

❻

❼

I suppose it

ら、目を真赤に泣きはらしていた。きっと唇が痛かったのだろう。それとも

hurt her lips. Or maybe she thought one of her daughters was on

あの列車にじぶんの娘が乗っているとでも思ったのかもしれない。それはほ

the train down there. It was really a bad accident; anyone could

んとうにひどい事故だった。だれが見てもまちがいなくひどい事故だった。

see that. The spring rains ⓬ had dissolved the earth that kept the

春の雨のせいで、枕木を支えている土が柔らかくなって、それでレールが広

ties firm, and so the rails had spread a little and the train had gone

がって列車が溝に落ちてしまったのだ。でもどうしてみんなあんなに興奮で

chewing on her crucifix and
10

⓭

❿

crying her eyes out.

⓫

⓮

into the ditch. But how everyone could get so excited I still fail
15

Paul Bowles

きるのか、あたしにはいまだにわからない。
あたしは前から列車が嫌いだった。列車があそこを通りすぎるのを見る

to understand.
⓯

I always hated the trains, hated to see them go by down there,

❶ No one but me could ︙: 私以外誰も～できない

⓫ I suppose it hurt her lips. Or maybe she thought ︙: 悲惨な事故を目にし

❷ possibly: 否定文にこの語が入ると否定が強まる。

て泣いている人を見て、おおかたペンダントを嚙んで唇が痛いのか、それとも

❸ walked out the gate: 門から歩いて出た。“look out the window” “run out

自分の娘が事故に遭ったと思ったのだろう、と語り手は言う。これが辛辣な皮

the room” などと同じ用法。
❹ the train wreck: 列車事故
❺ cut people and smashed cars: 切り傷を負った人々と、壊れた車両（cars
は「自動車」ではない）

肉なのか、それとも彼女のいささか異様な思考を伝えているのか、この時点で
は（あるいは最後まで）わからない。
⓬ had dissolved the earth that kept the ties firm:（ 普 段 は ） 枕 木（the
ties）をしっかり押さえている土を緩ませてしまっていた

❻ the bank: 土手

⓭ the ditch: 溝

❼ land(ed): 着地する

⓮ how everyone could get so excited I still fail to understand: ここでも、

❽ the cyclone fence: 金網（p. 8, l. 14 と同じ）

悲惨な事故が起きた事態について、「何をそんなに騒ぐのかわからない」と語

❾ was chewing on her crucifix: 十字架（のペンダント）を嚙んでいた

り手は言っている（ちなみに普通の語順なら “I still fail to understand how

➓ crying her eyes out: 泣きじゃくって（文字どおりには「目玉が落ちてしまう

everyone could get so excited.”）。

ほど泣いて」）
22
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A Vision ｜

W

hen I was six my family moved to Spain. My father was ❶ in
the military and though my mother had not been happy

posting. This posting would let her go to Europe and take

ち（姉と私）を美術館や由緒ある屋敷やお城に連れていくこともできる。私

her daughters, my older sister and me, to museums and historic

の兄はそういうことには全然興味がなかった。父と同じで、釣りの方がいい

homes and castles. My brother wasn’t interested in any of that.

と兄は言った。でも父と兄言うところの「女性軍」、つまり母と私たち姉妹

Like my father, he preferred fishing. But “the girls,” as my father

は美術館や博物館に行くのが大好きだった。姉は画家になるのが夢で、絵を

and brother called Mom and us, loved going to museums. My

見るのも好きだった。私は鎧甲を見るのが好きだった。ぴかぴかの脛当てが

sister, who wanted to be an artist, liked looking at the paintings. I

ついて、足はアルマジロみたいに尖って細かく分かれている、巨大で背の高

liked looking at the ❹armor. I loved those huge tall statues of silver

い、銀色と青銅色の像が大好きだった。紺青色や紫色のビロード製ブロケー

❸

❷

よろいかぶと

sectioned feet

ドや、キルトの布や、鎖かたびらも大好きだった。細い切れ目の入った面を

royal blue and

見て、中はどうなっているんだろうと考えるのも好きだった。甲についた羽

purple ❿ brocade and quilted cloth and ⓫chain mail. I liked looking

飾り、彫刻の入った金色の剣の柄も大好き、馬の像に着せた赤白のストライ

and bronze, with their shiny

❺

shins and

that looked like armadillos. I liked the
at the
15

それまでの引越しつづきの暮らしを母は喜んでいなかったけれど、今度の転
任については楽しみにしていた。今度はヨーロッパに行けるのだし、娘た

this

10

私が六才のとき家族はスペインに移り住んだ。父が軍隊に勤務していて、

peripatetic life our family led, she was excited about

with the

5

Rebecca Brown

⓬

❻
❽

pointy,

plush

❾

❼

face guards with slits and wondering what it looked like

かぶと

つか

プや青と金のチェックの垂れ布も大好き、次々に出会う昔の物語も大好き。

inside. I loved the ⓭ plumes on helmets, the gold ⓮carved handles
of swords. I loved

⓯

the red-and-white striped and blue-and-gold

A Vision: タイトルをしいて訳すなら「幻視」が一番近いだろうし、本文中の
vision はひとまずそう訳した。が、本当は「幻」というよりもっとリアルなも
のを示唆しているので、できれば避けたい。
「見えるもの」
「見えてくるもの」
というふうに訳すのも一案かもしれないが、ここではあえて原語を残し、まず
は読者に「何だろう」と思ってもらうように仕向けた。
❶ in the military: 軍隊に勤務して
❷ peripatetic: 渡り歩きの
❸ posting:（特に軍隊の）任命、配属
❹ armor: よろいかぶと
❺ shin(s): 向こうずね
❻ pointy: 先の尖った
❼ sectioned feet that looked like armadillos: アルマジロのように、いくつも
66
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ふし

の節に分かれている足
❽ plush: フラシ天の。ビロードの一種で、「豪華」というイメージがある。
❾ royal blue and purple: royal blue は 名 前 か ら し て 高 貴 な 響 き が あ る し、
purple も伝統的に高貴さとつながることの多い色。
➓ brocade: 金襴
⓫ chain mail: 鎖かたびら
⓬ face guard(s): 顔覆い、面
⓭ plume(s): 羽飾り

つか

⓮ carved handles: 彫刻を施した柄

⓯ the red-and-white striped and blue-and-gold checked skirts: 垂 れ 布
（skirts）のうちいくつかは赤白の縞模様で、いくつかは青と金の格子模様だと
いうこと。
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I

a

2000 年 10 月 10 日付の『労働者』紙に、偽医者をめぐる奇妙な記事が載っ

curious item about a fake doctor. ❸A certain Ngo Thi Nghe had

ていた。ゴー・ティ・ゲーという女性が 10 年以上にもわたって、虚偽の学

n

been

❶

The Workers newspaper of October 10, 2000, there was

❹

practicing medicine for over ten years on

which she
5

❿

❺

❷

a false degree,

位を使って医療に携わってきたというのである。彼女はこの学位を、本来の

❼

it is speculated, by killing its original

所有者を殺して入手したとされている。医者の道具は一通り、白衣、体温計、

❽

accoutrements of medicine, a white suit,

おまる、注射器、多数の薬瓶、等々揃っていたが、正規の医学知識はまった

procured,

a thermometer,

a bedpan,

⓫

a syringe, many bottles of pills,

く持ち合わせていなかった。そもそも中学校すら出ていなかった。けれども、

had never

彼女の患者の死亡率は普通と較べて特に高いということはなく、事実がすべ

gotten out of the eighth grade. ⓯ The mortality rate of her patients,

て明るみに出たあとも、何人かの患者が「命の恩人だ」と弁護さえしたので

however, was no higher than usual, and she was even defended by

ある。
「あんなに優しい先生はいません」と、ある老紳士は言った。

but no

10

❻

owner. She had all the
❾

Linh Dinh

⓬

formal knowledge of medicine.

⓭

In fact, she

⓮

some of her ⓰clients,

⓱

after all the facts had come out, for saving

their lives. “A most

⓲

compassionate doctor,” said one elderly

こん にち

詐欺が横行している今日、この事件も取り立てて話題にはならなかった。
ニュースを見れば毎日、偽弁護士、偽建築士、偽大学教授、偽政治家がしか
るべき免許もなく訓練も受けずに仕事をしていたといった報道がなされてい

gentleman.
There are so many

⓳

scams nowadays that this case drew

no special attention. Every day there are news reports of fake
15

lawyers, fake

⓴

architects, fake professors, and fake politicians

doing business without the proper license or training. A most
❶ The Workers newspaper: この時点ではまだどこの国の話かわからないが、
次行以降、ベトナム系とおぼしき名前がいくつも出てくる。そしてベトナムに
は事実、Người Lao Động（Workers）という名の新聞が存在する。
❷ a curious item: 奇妙な記事
❸ A certain ...: ～とかいう人、～なる人物
❹ practicing medicine <practice medicine: 医療に携わる
❺ a false degree: 虚偽の学位
❻ procure(d): ～を手に入れる
❼ it is speculated: ～と推測されている
❽ accoutrements:（その職業につきものの）道具
❾ a thermometer: 体温計

⓭ In fact: 事実、それどころか
⓮ had never gotten out of the eighth grade: the eighth grade は文字どお
りには「第 8 学年」だが、たとえばアメリカだと 8 年制の小中学校も多いので、
「第 8 学年を出ていない」は「中学校を終えていない」に等しい。
⓯ The mortality rate: 死亡率
⓰ client(s): 依頼人、顧客。ここでは patients のこと。
⓱ after all the facts had come out: すべての事実が出てきたあとで＝事実がす
べて明るみに出ても
⓲ compassionate: 思いやりある
⓳ scam(s): 詐欺、ぺてん
⓴ architect(s): 建築家

➓ a bedpan: おまる
⓫ a syringe: 注射器
⓬ formal knowledge: 正規の知識
96
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The Dysfunctional Family ｜

A

flat below we were a

アパートの下の階の人に言わせるとうちは機能不全家族だってことだった

dysfunctional family, though I wasn’t sure what

けど、機能不全ってどういう意味かあたしにはよくわからなかった。体をあ

dysfunctional meant. I sometimes thought it meant we didn’t wash

んまり洗わないってことかな、と思ったりもした。弟はたいてい、泥が両腕

enough. My young brother usually had ❹tide marks of dirt ❺up his

に潮の跡みたいについてたし、あたしもときどきそうだった。それとも、う

arms and sometimes I had them. Or perhaps it meant my mother

ちの母さんが一日中ストッキングをはかずに過ごしてることだろうか。

❻

「ストッキング、嫌なのよ」と母さんは言った。
「脚がムズムズするから」

❶

5

ccording to a neighbour in the
❸

❷

went around all day without stockings.
I didn’t like the sight of her bare legs with

ugly blue veins

炉のそばに座りすぎたところが、醜い青い血管までくっきり見えた。そうで

showing ❽where she sat too close to the fire; otherwise they were

ないところは、ラードみたいに白くぼてっとしてる。長いスカートはいてよ、

fat and white, like lard. I told her to wear long skirts but she said

とあたしは母さんに言ったけど、脚を出してる方が自由を感じるのよと母さ

bare legs gave her a feeling of freedom. Then Albie, my older

んは言った。そのころ兄貴のオルビーは、老齢年金で暮らしてる人をおも

brother, was

❾

doing time for

➓

holding up

⓫

an old-age pensioner

with a toy pistol. Was he dysfunctional? Or
15

❼

や

でも母さんのむき出しの脚を見させられるのはこっちだって嫌だった。暖

‘I don’t like them,’ she’d say, ‘they make my legs itch.’

10

Agnes Owens

⓬

my Da?

⓭

He got

ちゃのピストルで脅して金を奪った罪で刑務所に入っていた。オルビーは機
能不全だろうか？

じゃなけりゃ父さんは？

父さんは毎週金曜に酔っ払う

drunk every Friday so we had to walk the streets until he fell

ので、あたしたちは父さんが大部屋の椅子で寝入ってしまうまで外でうろう

asleep in the big room chair, otherwise he became very violent. I

ろしてないといけなかった。そうしないとすごく乱暴になるのだ。あたしは

was the

⓮

in-between sister and didn’t think I did much to make

the family dysfunctional, but never

⓯

definitely knew,

⓰

not being

兄と弟にはさまれた真ん中の子で、うちを機能不全にするようなことはそん
なにやってないと思ったけど、とにかくどういう意味かよくわからないので、

❶ According to: ～によれば、～が言うには

❼ ugly blue veins showing: 醜い青い血管が見えていて

❷ (a) flat: アパートやマンションの一世帯分を、イギリスでは flat、アメリカで

❽ where she sat too close to the fire: 暖炉に近く座りすぎたあたりが

は apartment という。a neighbour in the flat below は「自分たちの下の階

❾ doing time <do time: スラングで、「刑期を務める」「ムショで過ごす」

に住んでいる人」ということになる。

➓ hold(ing) up ︙: 誰かにピストルを突きつけて金などを出させること。“holdup”

❸ dysfunctional: 特に family という語と一緒に使われることが多い。a dys-

と名詞にしても使う。

functional family で「機能不全家族」。語り手は小学生であり、しかも決して

⓫ an old-age pensioner <old-age pension: 老齢年金

優等生でもなく、明らかにこの言葉の意味をわからずに使っている。

⓬ my Da: あたしのとうさん。Dad 以上にくだけた感じ。

❹ tide mark(s): 本来は潮が引いたあとに海岸に残る筋のことを言うが、バスタ

⓭ He got drunk every Friday: 金曜日には失業手当が支給されるから。

ブに残る湯垢の線を指したりもする。ここではさらに意味が広がって、体につ

⓮ in-between: 中間の、あいだに入る

いた垢や泥の筋のことを言っている。

⓯ definitely: はっきりと

❺ up his arms: 腕の上の方に

⓰ not being sure ︙: because I wasn’t sure ︙

❻ went around all day without stockings: 一日じゅうストッキングをはかず、
ことさらに「動き回った」というよりは単にそうやって一日過ごした、
という感じ。
128
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The Finkelstein 5 ｜

F

ela, the headless girl, walked toward Emmanuel. Her neck
❶

jagged with red savagery. She was silent, but he could feel

フェラが、首のない女の子が、イマニュエルの方に歩いてきた。首に赤い
野蛮なギザギザが入っている。女の子は何も言わなかったが、彼が何かして
くれるのを、なんでもいいからしてくれるのを、待っているのがわかった。

her waiting for him to do something, anything.

と、電話が鳴って、目が覚めた。

Then his phone rang, and he woke up.
the Blackness in his voice

深く息を吸って、声の黒人度を 10 段階の 1.5 まで下げた。「あどうも、お

down to a 1.5 ❸ on a 10-point scale. “Hi there, how are you doing

電話ありがとうございます。ええ、はい、応募の件の進み具合、先日お訊ね

He took a deep breath and set

5

❷

I did recently inquire about the status of my

しました。あ、はい、承知しました。よかったです。伺います。どうぞ素晴

application. Well, all right, okay. Great to hear. I’ll be there. ❺ Have

らしい一日を」。イマニュエルはベッドから転がり降りて、歯を磨いた。家

a spectacular day.” Emmanuel rolled out of bed and brushed his

の中は静かだった。両親はすでに仕事に出かけている。

today? Yes, yes,

10

Nana Kwame Adjei-Brenyah

❹

teeth. The house was quiet. His parents had already left for work.

その朝も、まず最初に下した決断は黒人度に関するものだった。肌は濃い、

That morning, like every morning, the first decision he made

一定の茶色である。人前で、姿を実際に見られるところでは、黒人度を 1.5

regarded his Blackness. His skin was a deep, constant brown. In

あたりまで下げるのは不可能だ。ネクタイをして、ウィングチップの革靴を

public, when people could actually see him, it was impossible to

履いて、終始ニコニコして、屋内用の声を使い、両手を脇に縛りつけたみた

get his Blackness down to anywhere near a 1.5. If he wore a tie,

いに大人しくさせておけば、まあ 4.0 ぐらいまでは落とせる。

❻

15 ❼ wing-tipped

and

❾

shoes, smiled constantly, used

❽

his indoor voice,

kept his hands strapped and calm at his sides, he could get

his Blackness as low as 4.0.

❶ jagged with red savagery: 直訳すれば「赤い残虐行為でギザギザになって」
。
その前に the headless girl という記述もあるので、どういうことかここです
でにある程度想像はつく。
❷ the Blackness: こういうものを数字で表わす習慣が現実にあるわけではない。
だがこの小説を読み進めていくなかで、そのリアルさはどんどん明らかになっ
ていく。

❼ wing-tipped shoes: ウィングチップ・シューズ。爪先に翼型の模様がついた
革靴。たぶんイマニュエルはふだんはもっとカジュアルな靴をはいている。
❽ his indoor voice: 室内用の声。これもべつにそういう言い方が普通にあるわけ
ではない。主人公がつねに場所を考え、演技を強いられていることが、いろん
な言い回しから示唆される。
❾ kept his hands strapped ︙ at his sides: 直訳すれば「両手を脇に縛りつけ

❸ on a 10-point scale: 10 段階で

ておいた」。こういう文脈で普通 strap という言葉は使わない。それだけ意志の

❹ I did recently inquire about the status of my application: 直訳は「事実

力を行使しないといけない感じが伝わってくる。

私の応募の状態に関し最近問い合わせました」。非常にあらたまった、大人びた
言い方をしようとしている感じ。
❺ Have a spectacular day: “Have a good day” のもう少し大げさな言い方。
❻ regard(ed): ～に関係する
148

英文精読_A5_2巻_20210323_校了.indd 148-149

149

2021/03/29 16:03

