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今日、世界各地の大学で講じられている学問分野はきわめて多岐にわた
るが、日本における〈教室の英文学〉ほど、ある程度一般的でありながら、
しかしこれほど矛盾や誤解、さまざまな困難をはらんだ分野も珍しいので
はないか。まずはそのことを、この「はしがき」で少し整理しておきたい。
文学は、たしかに、人文系の学問分野の一つに位置づけられ、学位や学
部の名称としても一般的だ。英文学は、英語で書かれた文学、というわけ
だから、文学という学問分野の一領域と見るのに、それほど困難が感じら
れるわけでもない。だが、この「英語で書かれた」というところが、まず
はかなりの曲者である。問題は、少なくとも二つある。
日本では 19 世紀半ば以降、いわゆる英学が国際社会への重要な窓口を
担ってきて、英文学研究も、大なり小なり、そういう日本の歴史の影響を
受けつつ展開してきた。その際、英学の主な対象となっていたのがイギリ
ス、そしてアメリカであったから、英文学研究は、英語で書かれた文学の
研究を標榜しつつも、実質的にはイギリスやアメリカの文学研究が中心と
なった。今日、英語の使用が世界の諸地域に広がり、英米の国内でさえ、
さまざまな民族や国家意識が混淆していることを考えれば、この英米中心
型英文学研究には再考が必要になる。これが問題の一つ。
もう一つは、英学の需要の高まり、そして今日の英語の国際共通語化に
伴って、わが国には、いわば英語学習熱といったものがかなり根強く続い
ているわけだが、そのことと文学の教育研究との関係が、あまりよく整理
されておらず、いろいろな誤解を生みだしている、という問題である。も
とより、外国語としての英語の学習と、文学の教育研究とは、本来区別し
て考える必要があろう。だが、英文学を本格的に研究したり、あるいは作
品を翻訳したりするためには、きわめて高度な語学力が必要になる。英語
圏の大学で、英文学を研究して学位を取得しようとすれば、当然のことな
がら、英語の微妙な表現や固有の文化的事情に関して母語話者と切磋琢磨
しなければならないわけだから、そこで得られた語学力や知見を日本の英
語学習に生かすことには、一定の理がある。だが、生かすべき内容につい
iii
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ても、その方法についても、日本の英語教育は、時には著しく英文学に傾
斜したり、また時には、その反対になったり、という具合に、有効な議論
を欠いたまま今日に至っていると言ってもよいだろう。
「英語で書かれた」ということにかかわるこうした問題に加え、文学に
は、学問分野の一つとして、実は根本的な問題もあるように思われる。と
いうのも、文学は、自然科学や社会科学のみならず哲学や歴史学を含め、
広く近代の学問的思考が是としてきた重要事項に対して、少なからず異を
唱えるような性格を有しているからである。
ものごとを論理的に考えて研究を進めようとするとき、人は一般に、扱
う対象を分解して分類し、その個々に対象を絞って分析を試みる。
「専門分
化」という傾向は、まさにこうした学問的手法によるものだ。解剖は近代
医学を飛躍的に進歩させたが、この解剖もまた、一種の分解・分類にほか
ならない。また、このように細分化された対象を分析する際、研究者は、
できる限り誤解の幅を狭め、誰がやっても再現できるような手段を用いる
ことが必要になる。数字や記号による表現はそのような手段の一つであり、
言語を用いる場合であっても、誤解を生まないよう、さまざまな語彙を明
確に定義することが求められる。翻って、文学研究はどうか。
たしかに文学作品を、幾つかの特質によって分解・分類することはある
程度可能である。対象を絞って議論を進めることもできないわけではない。
だが、例えばある作品の名場面をそのように切り分けて分析してみたとこ
ろで、それではその結果を、皆が共有し、同じような名場面を量産するこ
とができるかと言えば、そんなことはない。名場面の選び方も十人十色で
あって、それを一つに絞ること自体、文学研究は必ずしもこれを是としな
い。研究方法も、文学は、多彩であることをもってよしとする。スリリン
グな批評的考察を研究の成果とすることもあれば、文献学的な積み重ねに
こそ学問的価値を見出すこともある。両者が響き合うことで、おそらくは
文学研究のハーモニーが奏でられるはずなのだが、それぞれが持つ固有の
視点や方法論はかなり異なるものだから、これをそのまま文学基礎論など
と銘打って教室に持ち込んだところで、教える側も教わる側も困惑するば
かりであろう。
そもそも文学は、教室に持ち込んで学問の俎上に載せなくても、十分に
読者を得、新たな作品を生み出しうるのではないか。文学を教室に持ち込
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み、授業計画などと称して、作品の結末を予め想定したような扱いをする
ことは、かえって文学の魅力をそぐことになりはしないか。英語の literature
は、18 世紀後半に至るまで、学芸全般をも広く意味する語であった。文学
を考察するための今日的判断基準が持ち込まれ、それによって従来の liter-

ature が現在のそれに変貌してくるのは、18 世紀末から 19 世紀にかけての
ことである。多くの学問分野の中にあって文学は、かなり遅く、しかもい
ささか不承不承の体で、これに参入したと言ってもよい。
そういう〈教室の英文学〉について、それではなぜ今、一書を編むに至っ
たのか。文学は、人間の知性や感性、観察や想念、情緒や決意といったも
のを、さまざまな様態を取って映し出す。個々の作品と一人一人の読者が
取り結ぶ関係もきわめて多様だ。同じ文章を読んで異なる印象や解釈が生
じることを、文学はさまたげない。だが、そうした文学の豊かな可能性は、
読者個々の内面的経験の内に埋没してしまうことも少なくない。だからそ
れを、
〈教室〉という舞台を設定することで、いささかなりとも記憶し、共
有し、議論し、そうすることで、それぞれの作品が内包する新たな地平が
見えてくるかも知れない、という希望があったこと、それが理由の一つで
ある。
もう一つの理由は、昨今の、特に日本の大学における英語教育に、いさ
さか過剰に見られる反・英文学的状況を憂慮したため、ということである。
先に述べたように、日本の英語教育は、たしかに英文学に傾斜しすぎた時
代があったように思われる。現在は、その反動なのかも知れない。だが、
もし、人間の知性や感性、あるいは情緒や決意といったものが織り込まれ
た言語表現の豊かさを削ぎ落とし、それをあたかもモノのように扱う語学
トレーニングがあるとすれば、私たちは、そういう英語トレーニングのあ
り方に異議を唱える。
本書はこのような意図と構想をもって編まれた。より具体的には、日本
における中心的な英文学研究機関の一つである日本英文学会の関東支部理
事会において、このような意図と構想が語られ、同理事会が主導する出版
事業として承認されたことによる。この事業は、日本英文学会本体の理事
会でも了承された。それゆえ、本書の編者は、日本英文学会（関東支部）と
なっている。同理事会では、日本英文学会が対象とする英文学
（英米はもち
ろん、「英語で書かれた」という広義に基づく）、英語学、英語教育といっ
v

はしがき

た研究領域に関する優れた知見と情報を共有し、これを拡充し教育的に活
用することを旨として、この出版事業を「教えるシリーズ」と名づけ、こ
うした出版による発信活動を促進することにした。本書は、そうした活動
の第一回目の成果である。執筆者の多くは日本英文学会関東支部の会員だ
が、執筆内容や専門領域の関係で、他の支部会員からも寄稿していただい
た。
「教えるシリーズ」の規程が設けられたのは 2014 年 6 月のことである。
理事の中から阿部公彦、原田範行の 2 名が世話人となり、本書の構成や各
章の執筆者を策定した。また、出版をご快諾いただいた研究社の編集者で
ある津田正氏、高野渉氏には、構想の段階から上梓に至るまで、さまざま
な助言をいただいた。
編集の過程で、いろいろな困難もあった。先に述べたように、文学は、
分解や分類といった手法を、しばしば峻拒する。文学は、分解することで
難問を理解しやすくするという科学的手法が、最も似つかわしくない領域
だ。とはいえ、一書をまとめるためには、そうした分解や分類もある程度
はやむをえない。本書の構成にいささか無理や見落としがあるとすれば、
それは文学が有するこうした性質に起因する場合が少なくない。そのこと
を予め申し上げた上でなお、読者諸氏には、今後の「教えるシリーズ」の
ためにも多くのご叱正を賜れれば幸いである。
〈教室の英文学〉という舞台設定が、実は各執筆者によって必ずしも自明
のことではなかった、ということもあった。文学は、実は、内容ばかりで
なくその様態においても多様な広がりがある。教わる側の意欲や関心も千
差万別だし、いわゆる教案のような形では、文学教育が持ち得る多様性を
説明しきれない。世話人はいったん各執筆者から原稿をいただいた後、一
冊の本としての統一を図るため、多くの方々に加筆修正のお願いをするこ
とになったが、なおその上で、各章の論述に、不統一な点が残っているこ
とは否めない。この点についても、読者諸氏のご教示をいただければ幸い
である。もっとも、こうした編集の過程を通じて、つまり、各執筆者との
やり取りを通じて、
〈教室の英文学〉という視点が、実にさまざまな可能性
を持ちうるものであることを確信できたということは、世話人として大き
な収穫であったと考えている。
『教室の英文学』という形で出版に至った日本英文学会関東支部の試み
vi
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は、今後も続けられる。企画も執筆・編集も、同支部会員に広く開かれて
おり、また出版についても、趣旨にご賛同いただける日本英文学会協賛会
員の出版社の方々に広くお世話になれれば幸いである。何より、本書が、
広く江湖の読者に迎えられ、日本における英文学の教育研究のあり方を考
える一つの手がかりとなれば、それは編集世話人として望外の喜びである。
関係各位に改めて御礼を申し述べたい。
2017 年 4 月
編集世話人を代表して

原田範行
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1

今、日本で、英文学に
どう取り組むか？
佐々木

徹

1. 英語教育と英文学
2013 年 5 月に仙台で行われた日本英文学会全国大会において、
『「文学出
身」英語教員が語る「近代的英語教育」への違和感―大学の英文学教育
は中高英語教員に何ができるのか』と題されるシンポジウムが催された。
その中で、
「英語はもっぱら道具とみなされ、授業はその道具を使いこなす
ための技術を習得する場となっているが、質の高いテキスト、すなわち、
豊かな感性や情緒をはぐくむ文学作品を読んで『人間力』を高めるのは必
要不可欠なことだ」という旨の意見が出されていた。まったく同感である。
近年、英語教育の文脈の中でしきりにコミュニケーション能力が云々さ
れるが、そもそもコミュニケーションとは人間同士のつながりの問題であ
る。わたしの考えでは、そのつながりを強める力が「人間力」であり、文
学はまさにこれを涵養するものだ。この点について最近とても興味深い記
事を読んだ。アメリカのオバマ大統領が小説家のマリリン・ロビンソンと
対談して、次のように述べているのである。
大統領である以前に、社会の一員としての自分の役割をどう理解する
か、社会の一員である自分にとってどういう物の見方が大事なのか、
といった問題を考慮するにあたって、もっとも重要な点は小説から学
んだとわたしは思います。それは他者への感情移入（中略）、自分とは
ずいぶん異なる人とでもつながりを持つことができる、という観点で
した。（Obama and Robinson 6）
文学無用論のまかり通るご時世にあって、これほど心強い証言もちょっ
とあるまい。どこぞの国の政治家にも是非お手本にしていただきたいもの
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だ。それはともかく、これと似たような内容のことをジョージ・エリオッ
トは、さすがに、もっと上手に言っている。

第１部 英語を教える

画家にせよ、詩人にせよ、小説家にせよ、芸術家がわたしたちに授け
てくれるいちばんの恩恵は、人への共感が拡がるということです。一
般論や統計にもとづく訴えに対するわたしたちの反応は、できあいの
共感や道徳的感情にすぎません。ところが、偉大な芸術家が人間のい
となみを描いたものに接すると、くだらない利己的な人間でも、自分
以外の者に対する興味を持ちます。これを道徳的感情の原料と呼んで
もよいでしょう。（中略）芸術は人生にもっとも近いものであり、それ
はわたしたちの経験を豊かにし、個人個人の生という限界をこえて同
朋とのふれあいの機会を増やしてくれるのです。（Eliot 263–64）

第２部

コミュニケーションのスキルを磨くにはどうしたらよいかといった技術
的な問題も大事ではあろうが、そもそも「コミュニケーションを持ちたい

社会・文化を教える

と思う気持ち」がなければ話にならない。文学はその気持ちを育むのであ
る。この点を確認した後、オバマ大統領やエリオットが言う「他者に対す
る理解や共感」を心にとめつつ、ディケンズの葬儀におけるベンジャミン・
ジョウェットの弔辞を思い起こそう。
われわれが今その死を悼む作家ほど、過去 33 年の間、国民の心に大
きな場所を占めた作家はおりません。われわれは彼の小説を読み、彼
について語り、彼の作品を上演し、彼と共に笑い、彼によって他の人々

第３部

の苦しみに気づかされ、同朋に対する哀れみを覚えました。小説は間
接的に多くの教訓を与えてくれます。この作家にはいくら感謝しても
正直な平凡な人々に共感するようになり、利己的で、偽善的で、もっ
ともらしい体面をよそおう信心深い連中などを笑うようになったので
す。（Jowett 176）
ここで述べられているような、「他者への共感」を読者の心に喚起する
ディケンズの力を如実に示す例としてすぐに思い浮かぶのが、
『宝島』の作
者スティヴンソンの手紙である。彼は『クリスマス・キャロル』をはじめ
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しきれません。彼のおかげでわれわれは、善良で、真実で、誠実で、

て読んだ時の感想を友人にあててこう語っている。
大泣きしてしまい、涙をこらえるのに苦労しました。それにしても、
いやはや、本当にすばらしい読み物です。読んだ後とてもいい気持ち
になって、ほかの人たちの暮らしがちょっとでもましになるためなら
何でもしたい、何でもしよう、という気になります。すぐにでも何か
したい、出かけていって誰かを慰めてあげたい（中略）。このような本
を書いて、読者の心を人を哀れむ気持ちで一杯にするなんて、まった
く、なんてすてきなことでしょう！（Stevenson 52–53）
まったくもって、これこそ文学が持つ力の輝かしい発露ではないか！1

2. ことばのおもしろさ
前段のおわりでは声のトーンを上げてしまったが、実際問題として、文
学作品に接するたびにこの手紙のスティヴンソンのように感動していたの
では身がもたない。また、これだけの力を持つ作品がごろごろ転がってい
るわけでもない。上はあくまでも極端な例であって、通常、読者の文学テ
キストに対する反応はもっとつつましい。
ヘンリー・ジェイムズは、読者が小説に義務として求めるのはただ「そ
れがおもしろいということだけだ」（“that it be interesting”）と言っている
（James 33）。
「おもしろい」と感じる―これが根本である。その点は研究

においても教育においても同じだろう。世の中の役に立つとされる実学だっ
て、「おもしろい」と思わなければ、誰がそれを追究するだろう？ 教育者
の責任も、究極的には、生徒に学問のおもしろさを伝えることにあるはず
だ。
もちろん、文学のおもしろさは人によってとらえ方が違う。文学を通し
て文化やイデオロギーを研究するのがおもしろい人もいるだろう。作者の
思想や人間性を見きわめるのがおもしろい人もいるだろう。それはそれで
まったく構わない。何にせよ、先生が自分で本当におもしろいと思うこと
を学生に言わない限り、学生は決して先生の話をおもしろいとは思わない。
1
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同様に、自分が本当におもしろいと思っていなければ、いい研究はできな
いし、いい論文も書けるはずがない。
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わたしにとって、文学のおもしろさは「ことば」にある。もちろん、
『ク
リスマス・キャロル』を読めば、スクルージの改心に心を動かされる。し
かし、この作品で感心するのは、最初の段落に “Scrooge’s name was good

upon ’Change, for anything he chose to put his hand to.”（7）という文があ
り、次いで “he was a tight-fisted hand at the grindstone . . . a squeezing,

wrenching, grasping, scraping, clutching, covetous old sinner”（8）によって
スクルージの吝嗇ぶりが「握りしめる手」のイメージで強調され、終盤彼
の死が予見されるくだりで、彼のベッド・カーテンや毛布を持ちこまれた
質屋が “I hope he didn’t die of anything catching?”（70）という科白を吐く、
一連のことばの結びつきである。「伝染性の病気」を示す catching がスク

第２部

ルージの grasping な手を呼び起こす呼吸がなんともおもしろい。このよう
な細かい点についてのこだわりはわたしの個人的な好みにすぎないのかも
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しれないが、文学がことばで成り立っている芸術である以上、ことばに対
する関心を文学研究・教育の中心に据えるのは当然ではなかろうか。

3. 『二都物語』を精読する
わたしにとっては、精読こそが文学の研究・教育における王道である。
そこで、以下、わたしなりに考える精読のおもしろさを、ディケンズの『二
都物語』を例にとって具体的に示したい。まず、この小説の有名な冒頭を

第３部

調べてみよう。
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It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of
wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was
the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season
of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we
had everything before us, we had nothing before us, we were all going
direct to Heaven, we were all going direct the other way̶in short,
the period was so far like the present period, that some of its noisiest
authorities insisted on its being received, for good or for evil, in the
0 0 5

superlative degree of comparison only.（3）
ここでは同種の構文が執拗に反復されている。そして、この強力なレト
リックによって、共に矛盾をはらむ 18 世紀のフランスと 19 世紀のイギリ
スの類似という本書のテーマが浮き彫りにされる。だが、小説を読み終わっ
てからこの書き出しをふりかえってみると、この部分は「反復」という現
象自体が『二都物語』において大きな意味を持っている、ということを示
唆しているように思われる。2
小説の本筋は第 2 章、ロンドンのテルソン銀行から派遣された使者ジェ
リーがドーヴァーに向かう駅馬車を停止させるところから始まる。乗客の
一人が銀行員のロリーで、彼は 18 年間バスティーユに監禁された後よう
やく釈放された顧客のマネット医師を迎えにフランスに渡ろうとしている。
使者の持ってきたメッセージを読んだロリーは、銀行宛に “recalled to life”
（11）という返事を託す。この奇妙な答えを聞いたジェリーはたいそう不思

議がって、“You’d be in a Blazing bad way, if recalling to life was to come

into fashion, Jerry!”（12）と心の中で自分に語りかける。読者にとっては、
これもまた不可解な科白である。これは後になって、ジェリーが墓荒らし
をして死体を医者に売りつけていることへの言及だったとわかる。死人が
蘇ることが流行したら自分の商売に悪影響が出る、と彼は心配しているの
である。うまい具合に、このテキストでは墓荒らしが “resurrection man”
と呼ばれており、ジェリーにまつわるサブ・プロットは、断頭台の露と消
えんとする大団円においてカートンの頭に浮かぶ “I am the resurrection and

the life”（376）というキリストのことばを軸とする、「再生」と「救済」の
主題のコミックな変奏になっている。この “recall to life” のモチーフの意
義は、人生に確たる目的を見出せないがために “one who died young”（151）
と形容されるカートンに向かってヒロインのルーシーが、“Can I not recall

you . . . to a better course?”（152）と言う場面でも強調されている。
このモチーフの核にある recall は、もちろん、記憶を示す語でもある。
となると、カートンが優秀な学生だったその昔、“Memory Carton”（87）な
2
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小説の読み方を考える、あるいは教える上でとても有益な本のひとつ、『小説の
言語』の中でデイヴィッド・ロッジは、テキスト内の “repetition” に気づくこと
がテキスト分析の第一歩だと言っている（Lodge 82）。
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る異名をとっていた、というディテイルはとても気になる。この点は物語
の中でまったく発展されていないように見えるのだが、そもそも記憶とは
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過去のできごとが繰り返され、よみがえることである。そして、先述した
とおり、小説の冒頭が示唆するように、繰り返しはこの小説の核心をなす
ポイントなのだ。

Crush humanity out of shape once more, under similar hammers, and
it will twist itself into the same tortured forms. Sow the same seed of
rapacious license and oppression over again, and it will surely yield the
same fruit according to its kind.（372）
フランス革命とおなじ状況がイギリスに生まれれば、おなじ事態が繰り
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返される―それをディケンズは恐れている。だから、最後でカートンに

“I see a beautiful city and a brilliant people rising from this abyss”（376）と
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言わせて不安を鎮め、明るい未来を予見する。こうしたディケンズの不安
は小説の中で「数」の主題によって浮き彫りにされる。
『二都物語』は「数」にとりつかれたテキストである。特に物語の後半で
は、「数」のモチーフの反復が顕著に感じられる。投獄されたダーネイは

“Five paces by four and a half. Five paces by four and a half. Five paces by
four and a half.” と独房の大きさを計測し（260）、エヴレモンドに犯された
娘はショックのあまり 1 から 12 までの数字をうわごとで繰り返し（324）、
死刑を前日に控えたダーネイは時計の鐘を数え続ける―“Nine gone for

ever, ten gone for ever, eleven gone for ever, twelve coming on to pass away”
第３部

（350）。そして、この日ギロチンにかけられる者の点呼があり―“two

score

and twelve were told off ”（348）―処刑が済むごとに “count One . . . count
「数の確認」― “the tale of fifty-two”（354）―である。英語においては、
（tale, tell）は同じ語源から来ており、ここに小説のタ
「数える」と「語る」

イトル（A Tale of Two Cities）のエコーが聞こえるのは、この作品の「数」に
対するこだわりの重要性を反映しているようでまことに興味深い。
ディケンズは搾取される革命前の民衆には同情的であるが、革命がはじ
まった後の群衆の抑制の利かない暴力には反発を感じる―“There could
0 0 7
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Two” と犠牲者の数が数えられる（374）。特に注目に値するのは処刑者の

not be fewer than five hundred people, and they were dancing like five
thousand demons . . . and then swelling and overflowing out into the adjacent
streets”（280）。ディケンズの不安は、「500 人しかいないはずなのに 5000
の悪魔にも見える」といった「数の増殖」にもっともよく現れている。端
的な例の一つはバスティーユ襲撃時のドファルジュの掛け声である―

“Work, Jacques One, Jacques Two, Jacques One Thousand, Jacques Two
Thousand, Jacques Five-and-Twenty Thousand; in the name of all the Angels
or the Devils̶which you prefer̶work!”（217）。これは “Echoing Footsteps”
と題された第 2 部第 21 章に出てくるのだが、その章題は第 2 部第 6 章

“Hundreds of People” の要点、すなわち、カートンたちに革命の到来を予
知する “great crowd of people with its rush and roar, bearing down upon

them”（103）の響きをふまえたものである。そしてこの第 6 章では、ルー
シーの世話役であるプロスが、たくさんの男の人がルーシーお嬢さまを目
当てにうちにやってきます、と言う。対して、“Do dozens come for that

purpose?” とロリーが問うと、彼女は “Hundreds” と答える（95）。先に見
た、ジェリーの墓荒らしと「再生」のテーマの関係とおなじ呼吸で、ここ
でもまたプロスの誇張表現が「数」にまつわる不安という真剣な主題をコ
ミックな偽装のもとに強調している。ディケンズの小説はこういうところ
が「おもしろい」のである。

4. 日本人であるわれわれの目標
英文学を研究するに際して、われわれ日本人は英語を母語とする研究者
にスタート時点で大きく差をつけられている。だが、懸命に努力すれば対
等に渡り合えないはずはないし、不利を克服した快感は格別の励みになる。
わたしに言わせれば、逆境をはねのける最善の方法は精読である。われわ
れは日本語の本をさっと読み流してしまう。英語を母語とする研究者の読
みも往々にしてそういうものだ。だから、われわれは英語をひたすら丁寧
に読んで勝負する。読む量でかなわなければ、質で対抗する。今、真に国
際的な学問に至る一つの近道はそこにあるのではないだろうか。
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