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A Window Open to the World  
第2号に寄せて──私の留学時代

椙山女学園大学学長  森棟公夫

私はアメリカのスタンフォード大学で博士課程の勉強をしま

した。1971年9月から75年9月までの4年間、25歳の時から

の留学でした。日本はまだ非常に貧しい時で、アメリカに着い

た頃は1ドルが360円でした。今は1ドルが80円くらいですか

らドルの強さは予想できないでしょう。おまけに日本人の所得

も低く、大卒の給料は毎月5万円以下でした。年収は高々 80

万円だったと思います。ですから、アメリカでは日本人はみな

貧乏でした。英会話の練習も日本ではなかなかできず、私の場合ではアメリカに入って初めて生の

会話に直面したと言えます。今日から考えるとひどいものです。おまけに、第二次世界大戦の記憶

は新しく、お前は戦争中何をしていた、といった的外れの質問を私にする人もいました。

日本からの留学生はアメリカの豊かさに圧倒されていました。貧しい日本から来た学生が集まる

と、寮の食事が豊かだ、部屋の蛇口からお湯が出る、いつでもシャワーを使える、夏でも寒い朝は

暖房が入る、大学のプールを自由に使える、といった話をしていました。勉強は大変で、学期中は

いつも無我夢中でした。英語を読む速度が遅いからアメリカ人の秀才達より勉強時間が倍ほどかか

るのは当然でしょう。4年間の留学でしたが、寮から出てアメリカ人の家に下宿をし、私なりにア

メリカ人の生活を理解しようともしました。40年も前のことですが懐かしく思い出します。

最近、時々新聞などに日本の若者が内向き思考で海外に出ないし海外留学は減少の傾向にあると

書かれています。自分の生活に満足しているのでしょうが、やはり知見を広める為だけにでも、海

外に出かけましょう。きっと大きな刺激を受けます。もちろん、短期であっても海外で勉強できる

機会があれば、その機会を逃さないで下さい。学生諸君にとっては、またとない飛躍のチャンスです。

「私にとっての椙山女学園大学」
文化情報学部 4年 王小頴

私が椙山女学園大学の文化情報学部に所属してから、すでに4年目である。最初オープンキャンパスの時に、
一人で学校に来て、先輩達のいきいきとしていた情熱に感化されたのが、まだ目の前にあるような感じだが、も
う大学という大家族に入って4年とは、あっという間である。

一人で日本に留学にきて、生活面での難しいことや寂しいこともたくさんあった。大学に入学する前は戸惑い、大学生活の四年
間はきっと大変だろうと覚悟していた。しかし、それは誤解であった。今、私はもう大学のことを日本の家族だと思っている。先
生方は親、友達は姉妹、学生課などの職員の皆さんはみんな親戚。とても暖かい大家族のような絆である。例えば、日本は小さな
地震が時々あるが、そういう時には、必ずある女性の教授から「王さん、今地震がありましたよ。どこにいますか?大丈夫ですか?」
とメールをもらえる。学校の先生といえば、本当に日本の親のような存在だ。また、病気の時や季節の変わる時も、担当の先生が
丁寧に「体調は大丈夫?」と聞いてくれたりしてとても幸せな感じがする。この大学で留学生が少ないため友達をたくさん作った。
みんな中国のことに関心があり、中国に遊びに行きたいなどのさまざまな話題があって、いい国際コミュニケーションにもなる。
仲のいい友達は大連に遊びに来てくれたり、定期的に会食を行ったり、たまに私のマンションに来て一緒に水餃子を作ったりして、

学校が休みの時もみんなと楽しく充実して過ごしている。また、大学の職員の皆さんもとても親切
で、外国人の私としても違和感がないし、いろいろなお話ができる。本当にアットホームといえる。

それから、私がいる文化情報学部は最新、最先端の教務用機械がたくさん揃っているので、授
業で触れることができて、勉強に役に立った。学校では、サークル活動が沢山あって、私は日本
語教員資格をとるためのSAICに参加、毎回交換留学生達と一緒に日本語の勉強を楽しんでいる。

椙山女学園大学で最も好きなものは何かといえば、私は椙山の桜が大好きだ。毎年四月上旬、キャ
ンパス内の満開の桜がとてもきれいで、とてもいい雰囲気である。日本文化の一つであり、私も
心打たれた。

このような雰囲気の中で、家族のような皆さんと楽しみながら知識を得て、自分の能力を磨けて、
人生で忘れられない大学生活に感激しているのだ。

派遣交換留学生の現地レポート

中国上海師範大学 加藤舞

私は交換留学生として一年間中国の上海师范大学で貴重な経験をさせていただきました。この一年間の留学
生活は一言で言い表すことはとても難しいです。一年間と言っても実際に中国で生活したのは11 ヶ月弱でした。
しかし中国で生活をし、学ぶという時間は、本当に充実し心に残るものとなりました。最初、授業や試験、日
常生活など、一年もの間中国語で生活することに対しての不安がありました。自分自身勉強が足りなかったと
自覚していたので、言葉に関しては特に不安でした。それと同時に、期待やワクワクする気持ちも大きくあり
ました。実際学校が始まるまで日常生活に慣れるのに大変でした。普通に生活するだけでも、ちょっとした文化の違いで困るこ
とが多々ありました。

大学ではまずクラス分けのテストがあり、グレード別で授業が始まります。授業では聞き取れない、簡単な文でも自信を持っ
て答えることが出来ない、積極的に発言することが出来ないなど、「今まで自分は大学で何を勉強してきたのだろう」と語学力の
無さに落ち込むこともありました。授業では少しでも文法が間違っていると先生が正しく言い直してくれます。また毎日中国語
を耳にする環境にいると単語力も徐々に増えていくので、自然と耳が慣れてきて聞き取れるようになりました。言葉も文化も違
う人達と一緒に生活する事は、言語習得の近道になることだけではなく、多くのことを吸収することができると思います。日が
経つにつれ少しずつ成長できているんだ、と嬉しく感じることが多々ありました。先生の話していることを理解して笑うことが
出来るようになり、とても成長できたと思います。

留学したばかりの頃は不安な気持ちが大きく、よく日本人同士で固まっていました。けれども、ずっと不安な気持ちばかりで
いるわけにもいかず、限られた一年という時間の中で、いかに多く中国語に触れて上達できるかどうかは自分次第なので、徐々
に違う国の人たちと一緒にいるようにし、中国語を使う機会を増やしていきました。そうして出会った友達は今となっては私の
宝物です。初めのうちはお互いほとんど会話ができる状態ではないほどの語学力だったので身振り手振り、辞書を片手に話して

いましたが、一緒に過ごす時間が増えるにつれて、理解し合えるぐらいに話せるようになり、
一緒にスポーツをしたり、週末には一緒に遊びに行ったり、旅行に行ったりと、本当に楽し
い時間を共に過ごしました。その人達無しでは、ここまでの上達はなかっただろうし、何よ
りも充実した留学生活を送ることが出来なかったと思います。

語学を学ぶには実際に現地で学ぶほうがいいと私は思います。なぜなら文化の考え方の
様々な違いなど、本当に多くのことを学ぶことが出来るからです。良いところ、悪いところ
の発見も出来るし、良いところは見習って自分のためにプラスとしていけばいいと思いま
す。何よりもこの留学で共に過ごした仲間は自分にとって一生の宝物になると思います。キャンパスの風景（3月初旬）
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交換留学生OG個別相談および留学セミナー	 	（2012.4.26）

センターニュース・ダイジェスト

平成23年度	受入交換留学生修了式		 （2012.1.28）

上海師範大学からの留学生3名の修了式が盛大に開催され、理事長、学長
をはじめ、多くの教職員、来賓、学生が参加しました。
修了証書を授与された留学生3名は、野淵龍雄学長・椙山正弘理事長から

の祝辞を受け、さらには、
1年間大変お世話になった
宗林由佳先生からの祝辞
の際には、感極まった様子
でした。
そのお礼として、それぞ

れの思いをスピーチ。留学
生たちの日本語上達を伺
い知ることができました。

平成24年度はタスマニア
大学から1名、上海師範大学か
ら3名の留学生を受け入れる
ことになりました。
日本に来て間もない、まだ

初々しさの残る4名の留学生
を迎える歓迎式が、多くの参加
者のもと、執り行われました。
長谷川淳基国際交流セン

ター長の挨拶に続き、4月に就
任された森棟公夫学長からもご挨拶をいただきました。
まだ日本語のたどたどしい留学生による自己紹介は、その後の素晴らし

い1年を予感させるとても素敵なスピーチでした。

“モンレアル”で出会った笑顔──カナダ・モントリオールでのフランス語体験	 現代マネジメント学部　手塚崇聡

2012年3月、まだ雪の残るケベック州モントリオール。私は資料収集とインタビューのため、マギル大学
に出張した。空港に到着すると、まず目に飛び込んできたのはフランス語の文字。英語はその下に表記されて
いる。それは空港だけでなく、ホテルへ向かうタクシーから見た道路標識もすべてフランス語であった。ホテ
ルの出入り口には「EXIT」ではなく、「SORTIE」と記載されている。フランス語も少しはかじっているとはい
え、とても会話レベルに達していない私は、今回の出張に大きな不安を感じた。
モントリオールは「Montréal」とフランス語で表記されるように（ちなみに発音は「モンレアル」）、街中では

ほぼフランス語だ。売店では、「Hello!」と声をかければ「Bonjour!」「Merci!」とにこやかに挨拶を返してくれる。
裁判所や市庁舎、ノートルダム大聖堂（あのセリーヌ・ディオンが結婚式を挙げた）が立ち並ぶ旧市街
では、スーツ姿の男性や女性が多く、会話もフランス語だ。また法律書を探しに本屋に入ると、フラン
ス語の本ばかり。店内にいた弁護士と思しき男性もフランス語で電話をしながら本を物色していた。
一方で、サント・カトリーヌ通りを中心とした繁華街では、英語での会話が聞こえてくる。それはな

ぜか。一つには、マギル大学の学生の存在があるだろう。同大学では、フランス語圏のケベック州の中
でも英語による講義が行われているのだ。インタビューの対象となった先生も、英語で説明をしてく
れた（これには正直ホッとした）。
一つの国の中で、二つの公用語を持つカナダ。他の文化に寛容なこの国では、フランス語の質問に

英語で返答をしても、嫌な顔もせず笑顔で応対してくれる優しさがあった。

Columnコラム

平成25年度派遣交換留学生決定

平成24年度	受入交換留学生歓迎式		 （2012.4.12）

　オーストラリア派遣交換留学生選抜試験、中国派遣交換留学生選
抜試験の結果、合計7名の椙大生を2月より協定校へ派遣します。

◆オーストラリア
キャンベラ大学	
　鈴木奈々見さん　（国際コミュニケーション学部）
タスマニア大学	
　木下裕美子さん　（国際コミュニケーション学部）
　山中柚季さん　　（国際コミュニケーション学部）

◆中国
上海師範大学	
　加藤希和さん　　（文化情報学部）
　松岡未紗さん　　（文化情報学部）
　小林憲枝さん　　（文化情報学部）
　大友瑞季さん　　（文化情報学部）

――旅とことばと私カルチャー・イン・トラベル

留学支援セミナー第1弾として、派遣交換留学生OGによる個別相
談・懇談会と特別講演の2部構成で実施しました。
個別相談では、留学を考える学生が不安や疑問を解消しようと真剣

な眼差しでOGの話しに耳を傾けていました。
第2部の講演会で

は、株式会社エストレ
リータ代表取締役社
長の鈴木信之氏をお
招きし、学生時代をよ
り充実したものにす
るために、世界に通用
するグローバル人材
になるための心構え、
秘策を教えていただ
きました。

交換留学説明会	 	（2012.5.26）

交換留学を希望する学生向けに説明会を実施しました。
オーストラリア派遣交換留学生選抜試験と中国派遣交換留学生選抜試験の交換留学先大

学の募集要項をもとに、試験の概要を説明。交換留学を希望する学生にはぜひ受けて欲しい
留学準備講座（IELTS受験対策）やTOEFL	ITP試験の詳細もお話ししました。
そのほか、実際

に交換留学をし
た学生と、卒業し
て就職された卒
業生にも登場し
てもらい、生の交
換留学の経験談
や留学を就職に
活かした体験談
を伺うことがで
きました。
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スタッフの声

◆7月9日　婚礼衣装の着付け体験

平安時代から現代までの婚礼衣装の移ろいを学ぶ講座にモデ
ルとして登場。赤色の打ち掛けに角

つの

隠
かく

しスタイルと十
じゅう

二
に

単
ひとえ

の姿
を披露し、日本の伝統文化を知りました。

◆6月23日　ホームビジット

長久手町国際交流協会を通じてホストファミリーを紹介し
て頂き、普段は寮生活の交換留学生もこの週末は日本の家庭
で家族団

だん

欒
らん

の楽しい時間を過ごしました。

◆6月1日～2日　京都研修

清水寺や金閣寺の施設見学だけでなく、八つ橋作りや組
くみ

紐
ひも

体
験など、日本の伝統文化を見るだけでなく、体験し理解すること
で、国際理解を深めることができました。

◆7月7日　七夕パーティ（着付け体験）

毎年恒例の七夕パーティ。今年は、語学ボランティアの学
生が、留学生に浴衣の着付けを教えてくれました。涼しげな
浴衣を着てハイ、チーズ。

◆6月22日　中高生との交流

附属の中学・高校生を対象とした語学研修の事前学習に、先生
役として参加しました。最初は緊張気味の留学生でしたが、時間
とともにリラックスした表情になりました。

◆5月12日　犬山城と城下町散策

「茶運び人形」の実物が見られる犬山城近くのからくり展示館
を見学。犬山城や城下町を散策し、充実した時間を過ごすことが
できました。

CenterNews Digest

国際交流センターでは、毎年受入交換留学生に、キャンパス内では味わえない日本文化を体験してもらうため、学外研修を
実施しています。
今年は5月の犬山城と城下町散策から始まり、京都研修、ホームビジット、着付け体験など充実した内容となりました。

留学生は親善大使	 国際交流センター職員 那須雅代

本学が迎える留学生の数は、日本の他大学に比べると決して多いとは言えない。しかしながら、留学生た
ちが椙山女学園大学に与える影響は大変に大きい。
留学生は通例4月または9月に来日する。日本滞在は5ヶ月または10ヶ月という限られた期間である。授

業を中心に毎日がとても忙しい中、彼女たちは始終、本国の紹介や椙大生との交流に学内を飛び回ることに
なる。
今年の留学生のことを紹介しよう。来日早々、留学生たちは国際交流センター主催の留学個別相談会に協

力してくれた。協定大学への留学を考えている椙大生に、留学先の国や大学について語ってくれたのである。
オーストラリア人留学生は国際コミュニケーション学部セルフ・アクセス・センターでのイベントに参加し、Student	Life	 in	
Australiaというテーマで学生に向けてプレゼンテーションを行った。教授からの招待を受けて、留学生がゼミ授業にゲストとし
て加わったこともあった。椙山女学園中学校・高等学校にも出かけて行った。海外研修へ行く中高生の事前学習の時間に、留学生
たちは実際的なアドヴァイスを行ったのである。出発前の中高生に、習った外国語は一生懸命話せば通じると語って聞かせたと
ころ、生徒たちは熱心に耳を傾けてくれたそうである。
このように、本学の留学生は少人数とはいえ、学内のさまざまな場面で活躍し、本学の国際交流や活性化に貢献している。
留学生はそれぞれの母国や母校を代表して来日した親善大使だ、と私はいつも感じる。椙山女学園大学での留学を修了すると、

留学生たちは帰国する。しかし関係は途切れはしない。椙山女学園大学や日本のこと、名古屋のことを母国の人に語り続ける。そ
れは、水面の美しい波紋のように広がり続ける。彼女たちはかけがえのない大事な親善大使なのだ。
わたしは親善大使を受入れていることを自覚し、留学生が充実と満足を感じる留学生活を送ることができるように精一杯サ

ポートしていく。

日本文化体験学習 危機管理セミナー	 	（2012.6.23）

各学部学科が主催する海外研修プログラムに参加する学生、交
換留学プログラムの説明会に参加した学生、私費留学や個人留学
予定者など、幅広く留学を考えている学生を対象に、危機管理セ
ミナーを実施しました。
海外生活での注意点

を中心に、海外研修にお
ける危機管理と題して、
ジェイアイ傷害火災保険
株式会社の城戸克斉氏に
ご講演いただきました。
留学を前に、学生たちは
身の引き締まる思いで聞
き入っていました。

昨年度に引き続き、留学支援セミナーでは、
グローバルタッチ株式会社代表取締役社長の
権元鎬氏に、「留学を就活に活かす」と題する
ご講演をいただきました。
途中Skypeを利用して、実際に留学してい

る学生の話が聞けたことや、日本企業が海外
で会社説明会を行っている事実など、学生に
はとても刺激になるご講演でした。
また、小さな会社でも自分にあった会社を

見つけて欲しいというお話は、参加した学生
たちに、深い印象を残したのではないかと思
います。

留学支援セミナー		 （2012.7.4）

（1） 避ける 
  ・可能な限りハザードを避ける 
  ・リスクを低下させる 
 

（2） 縮小する 
      避けられない損害は縮小する 
 

（3） 補填する 
  損害を補填する策を講じる 

 リスクマネジメントの具体策  
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InterviewInterviewInterviewInterviewInterviewInterviewInterviewInterviewInterviewInterviewInterviewInterviewInterviewInterview
チャールズ・オルソン『マクシマス詩篇』の翻訳を終えて

平野順雄・人間関係学部教授（国際交流委員）

　チャールズ・オルソンの名を知る日本人はそう多くないだろ
う。「清教徒が新大陸にやってきて、理想国家を建設した」
という従来のアメリカ建国史観を、詩を通じて問い直した20
世紀アメリカの大詩人。平野順雄・人間関係学部教授は300
もの詩篇からなるオルソンの『マクシマス詩篇』の翻訳に20
年にわたって取り組み、このほど翻訳が完成、南雲堂から刊
行された。この間、本学海外研修員として渡米、オルソンの
一次資料を研究し、ゆかりの土地を訪れたこともあったとい
う。平野教授に作品と翻訳への思いを聞いた。

──『マクシマス詩篇』は厚さが8センチあります。どう
してこのような書物を翻訳しようと思ったのか、まずそ
の出発点からお聞かせいただけますか。

平野：私はもともと、英国の詩人T・S・エリオットが好
きで研究していました。チャールズ・オルソンは、エリオッ
トとは正反対の立場をとる詩人として注目していたので
す。オルソンの詩は「投射詩」（projective verse）とい
うもので、詩人が頭のなかでつくった観念を文字によっ
て伝達するのではなく、「喉の奥でおこる息（ブレス）の
ドラマ」を詩人から読者に直接伝えようとするものです。
硬くて美しいエリオットの詩とは別に、私はいつしかオ
ルソンに対する親しみのようなものを感じていました。

──いつごろから本格的に翻訳を始めたのですか。

平野：1980年代末頃にはオルソンに関する論文を書い
ていました。ところが、1992年に思潮社から『チャールズ・
オルスン詩集』（北村太郎・原成吉共訳）が出版されまして、
これがとても美しい訳だったのです。「うまいなぁ」と。
　一方で、オルソンは私自身がずっと気になっていた詩
人ですから、先を越されて「悔しい」という思いも少し
ありました。ちょうどその時期、生活にもいろいろな変
化があり、一念発起して本書の翻訳に取り組んだという
わけです。

──1500頁近くにも及ぶ大著ですね。苦労も多かった
ことと思いますが。

平野：翻訳作業は20年かかりました。最初の草稿を仕上
げるのに4年半。原書を少しずつコピーして持ち歩き、時
間をみては200字詰めの原稿用紙に訳を書いていきまし
た。それが終わると、第2段階として800字詰めの原稿
用紙、さらにはパソコン入力ですね。それが2003年頃
までかかりました。
　原書には編者ジョージ・F・バタリックによる注が数多
く収録されています。それを、読者が読み進める上で有
益なものになるように工夫しながら翻訳していくのが大
変でした。校正も5回行い、今年ようやく刊行することが
できました。名古屋駅で編集者の方から、出来たばかり
のズッシリと重い本をいただいたときは感激しましたね。

──大学の海外研修員として、アメリカでもオルソンの
研究をなさったそうですね。

平野：翻訳に取り組んでいる間、本学の海外研修員とし
て1996年から97年にかけて滞在したコネチカット大学
での経験も、翻訳の上でとても有意義なものでした。オ
ルソンが最後に勤めた大学ということで、学内のトマス・
J・ドッド・リサーチセンターには、オルソンのアーカイ
ブがあり、なかには未調査のノートなどもありました。
　それに、時間を見つけて隣のマサチューセッツ州にあ
るアン岬にも何度か出向きました。ここは若きオルソン
が毎年夏になると家族と過ごした場所です。それ以前に
も、この土地を訪れたことはあるのですが、翻訳に取り
組みながら歩いていると、まさに「風景が語りかけてくる」
のです。貴重な経験でした。

──学生や一般の方は、どういう点からこの本にアプロー
チすればよいでしょうか?

平野：『マクシマス詩篇』は、アメリカの始原の探究がテー
マです。オルソンは、アメリカの始原を漁業という牧歌
的な第一次産業に求め、そのような「始原の無垢」がほ
どなくして商業主義によって汚されていったとみなしま
した。彼は詩を通じて、アメリカの始原を探究することで、
アメリカを、自己を、愛する者たちを救える道を模索し
ようとしたのです。学生や一般の方が、正面から読み解
くのは難しいかもしれませんが、奔放な筆致やページの
レイアウトを眺めるだけでもおもしろい発見があるかも
しれません。

──今後の研究の方向について教えてください。

平野：オルソンに関する論文や本を書き続けていきたい
と思っています。また、私は他人が読まないもの、読め
ないものを読んでやろうという気持ちがありまして──
オルソンもそうでしたが──新しい翻訳作品も構想して
います。翻訳をして文字をつむいでいると、生きがいと
いいますか、何か支えを得たような気になりますから。

（聞き手：樋口謙一郎・文化情報学部准教授）

海外研修員レポート

　A Window Open to the World 第2号をお送りします。森棟公夫・新学長はじめ、ご寄稿い
ただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。いま、この編集作業をカナダのビクトリア大学
で行っています。文化情報学部の「海外言語文化演習」のため当地に滞在しており、他学部か
らも多くの学生が参加して、英語学習と文化交流に勤しんでいます。今後は学部レベルの国際
交流の話題なども紹介してまいりたいと存じます。ご意見、ご感想などお寄せいただければ幸
いです。 2012.8.29（K.H）

■ご意見・ご要望などはこちらへお寄せください。
　椙山女学園大学国際交流センター
　TEL：052-781-5674（直）　FAX：052-781-2038　E-mail：ciep@sugiyama-u.ac.jp

国際交流の成果と回想

文化情報学部教授 飯塚恵理人

2012年度の海外研修員として、4月1日より6月29日まで、韓国・江原道春川市の翰林大学校日本学研究所で研修

させて頂いた。研究テーマは「植民地時代韓国日本人社会における芸能」で植民地時代の韓国の新聞・雑誌記事等から

能楽・歌舞伎・三曲・長唄など戦後「古典芸能」にジャンル統合される各種の芸能が「植民地」であった韓国の「日本

人社会」でどのように愛好されていたかを調査するためだった。

翰林大学校は京城日報・京城新報・朝日新聞外地版など資料が豊富で有意義な調査が出来た。まだ資料の整理が済ん

でいないため、具体的にかけないが、同時代の内地に比較して①能楽・三曲でも授業料を取り、生活的に自立している

「女性」の「師匠」「玄人」が多い、②流儀の統制が弱く、内地の「家元」が

認めていない「もぐり」の師匠が多い、③流儀の統制が緩やかなゆえに他ジャ

ンルの芸能との交流が多く、内地では戦後顕在化する他ジャンルの芸能との

コラボレーションが大正期から少ないがみられる、などの特徴があった。こ

のことに関しては資料を整理して「植民地まで含めた日本の近代芸能史」と

して論文にまとめたい。

日本学研究所のスタッフには調査面で大変お世話になったが、図書館で調

べているときなどに話しかけてくれる同大の日本学科の学生たちにも、資料

の位置を日本語で教えて貰うなど非常に御世話になり感謝している。僕に

話しかけてきた二年生以上の学生については、日常会話は問題なくできた。

学生たちは日本の今の社会・文化に興味があるようだが「ワンピース」や

karafinaのアニメソングなど日本に関係する周りにあるものの全てから貪

欲に学習する姿には敬服したし、椙山の学生たちとも交流できたらお互いに

刺激になり見聞を拡げられることと思う。研修に出して下さった椙山女学園

大学の皆様と、受け入れて下さった翰林大学校の皆様に心より感謝したい。

平野教授の研究室で行われたインタビュー（右が平野教授）

景福宮の正門で能楽研究者の
オ・ヒョンヨル先生と
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編 集

後 記

チャールズ・オルソン『マクシマス詩篇』の翻訳を終えて
平野順雄・人間関係学部教授（国際交流委員）

　チャールズ・オルソンの名を知る日本人はそう多くないだろ
う。「清教徒が新大陸にやってきて、理想国家を建設した」
という従来のアメリカ建国史観を、詩を通じて問い直した20
世紀アメリカの大詩人。平野順雄・人間関係学部教授は300
もの詩篇からなるオルソンの『マクシマス詩篇』の翻訳に20
年にわたって取り組み、このほど翻訳が完成、南雲堂から刊
行された。この間、本学海外研修員として渡米、オルソンの
一次資料を研究し、ゆかりの土地を訪れたこともあったとい
う。平野教授に作品と翻訳への思いを聞いた。

──『マクシマス詩篇』は厚さが8センチあります。どう
してこのような書物を翻訳しようと思ったのか、まずそ
の出発点からお聞かせいただけますか。

平野：私はもともと、英国の詩人T・S・エリオットが好
きで研究していました。チャールズ・オルソンは、エリオッ
トとは正反対の立場をとる詩人として注目していたので
す。オルソンの詩は「投射詩」（projective verse）とい
うもので、詩人が頭のなかでつくった観念を文字によっ
て伝達するのではなく、「喉の奥でおこる息（ブレス）の
ドラマ」を詩人から読者に直接伝えようとするものです。
硬くて美しいエリオットの詩とは別に、私はいつしかオ
ルソンに対する親しみのようなものを感じていました。

──いつごろから本格的に翻訳を始めたのですか。

平野：1980年代末頃にはオルソンに関する論文を書い
ていました。ところが、1992年に思潮社から『チャールズ・
オルスン詩集』（北村太郎・原成吉共訳）が出版されまして、
これがとても美しい訳だったのです。「うまいなぁ」と。
　一方で、オルソンは私自身がずっと気になっていた詩
人ですから、先を越されて「悔しい」という思いも少し
ありました。ちょうどその時期、生活にもいろいろな変
化があり、一念発起して本書の翻訳に取り組んだという
わけです。

──1500頁近くにも及ぶ大著ですね。苦労も多かった
ことと思いますが。

平野：翻訳作業は20年かかりました。最初の草稿を仕上
げるのに4年半。原書を少しずつコピーして持ち歩き、時
間をみては200字詰めの原稿用紙に訳を書いていきまし
た。それが終わると、第2段階として800字詰めの原稿
用紙、さらにはパソコン入力ですね。それが2003年頃
までかかりました。
　原書には編者ジョージ・F・バタリックによる注が数多
く収録されています。それを、読者が読み進める上で有
益なものになるように工夫しながら翻訳していくのが大
変でした。校正も5回行い、今年ようやく刊行することが
できました。名古屋駅で編集者の方から、出来たばかり
のズッシリと重い本をいただいたときは感激しましたね。

──大学の海外研修員として、アメリカでもオルソンの
研究をなさったそうですね。

平野：翻訳に取り組んでいる間、本学の海外研修員とし
て1996年から97年にかけて滞在したコネチカット大学
での経験も、翻訳の上でとても有意義なものでした。オ
ルソンが最後に勤めた大学ということで、学内のトマス・
J・ドッド・リサーチセンターには、オルソンのアーカイ
ブがあり、なかには未調査のノートなどもありました。
　それに、時間を見つけて隣のマサチューセッツ州にあ
るアン岬にも何度か出向きました。ここは若きオルソン
が毎年夏になると家族と過ごした場所です。それ以前に
も、この土地を訪れたことはあるのですが、翻訳に取り
組みながら歩いていると、まさに「風景が語りかけてくる」
のです。貴重な経験でした。

──学生や一般の方は、どういう点からこの本にアプロー
チすればよいでしょうか?

平野：『マクシマス詩篇』は、アメリカの始原の探究がテー
マです。オルソンは、アメリカの始原を漁業という牧歌
的な第一次産業に求め、そのような「始原の無垢」がほ
どなくして商業主義によって汚されていったとみなしま
した。彼は詩を通じて、アメリカの始原を探究することで、
アメリカを、自己を、愛する者たちを救える道を模索し
ようとしたのです。学生や一般の方が、正面から読み解
くのは難しいかもしれませんが、奔放な筆致やページの
レイアウトを眺めるだけでもおもしろい発見があるかも
しれません。

──今後の研究の方向について教えてください。

平野：オルソンに関する論文や本を書き続けていきたい
と思っています。また、私は他人が読まないもの、読め
ないものを読んでやろうという気持ちがありまして──
オルソンもそうでしたが──新しい翻訳作品も構想して
います。翻訳をして文字をつむいでいると、生きがいと
いいますか、何か支えを得たような気になりますから。

（聞き手：樋口謙一郎・文化情報学部准教授）

海外研修員レポート

　A Window Open to the World 第2号をお送りします。森棟公夫・新学長はじめ、ご寄稿い
ただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。いま、この編集作業をカナダのビクトリア大学
で行っています。文化情報学部の「海外言語文化演習」のため当地に滞在しており、他学部か
らも多くの学生が参加して、英語学習と文化交流に勤しんでいます。今後は学部レベルの国際
交流の話題なども紹介してまいりたいと存じます。ご意見、ご感想などお寄せいただければ幸
いです。 2012.8.29（K.H）

■ご意見・ご要望などはこちらへお寄せください。
　椙山女学園大学国際交流センター
　TEL：052-781-5674（直）　FAX：052-781-2038　E-mail：ciep@sugiyama-u.ac.jp

国際交流の成果と回想

文化情報学部教授 飯塚恵理人

2012年度の海外研修員として、4月1日より6月29日まで、韓国・江原道春川市の翰林大学校日本学研究所で研修

させて頂いた。研究テーマは「植民地時代韓国日本人社会における芸能」で植民地時代の韓国の新聞・雑誌記事等から

能楽・歌舞伎・三曲・長唄など戦後「古典芸能」にジャンル統合される各種の芸能が「植民地」であった韓国の「日本

人社会」でどのように愛好されていたかを調査するためだった。

翰林大学校は京城日報・京城新報・朝日新聞外地版など資料が豊富で有意義な調査が出来た。まだ資料の整理が済ん

でいないため、具体的にかけないが、同時代の内地に比較して①能楽・三曲でも授業料を取り、生活的に自立している

「女性」の「師匠」「玄人」が多い、②流儀の統制が弱く、内地の「家元」が

認めていない「もぐり」の師匠が多い、③流儀の統制が緩やかなゆえに他ジャ

ンルの芸能との交流が多く、内地では戦後顕在化する他ジャンルの芸能との

コラボレーションが大正期から少ないがみられる、などの特徴があった。こ

のことに関しては資料を整理して「植民地まで含めた日本の近代芸能史」と

して論文にまとめたい。

日本学研究所のスタッフには調査面で大変お世話になったが、図書館で調

べているときなどに話しかけてくれる同大の日本学科の学生たちにも、資料

の位置を日本語で教えて貰うなど非常に御世話になり感謝している。僕に

話しかけてきた二年生以上の学生については、日常会話は問題なくできた。

学生たちは日本の今の社会・文化に興味があるようだが「ワンピース」や

karafinaのアニメソングなど日本に関係する周りにあるものの全てから貪

欲に学習する姿には敬服したし、椙山の学生たちとも交流できたらお互いに

刺激になり見聞を拡げられることと思う。研修に出して下さった椙山女学園

大学の皆様と、受け入れて下さった翰林大学校の皆様に心より感謝したい。

平野教授の研究室で行われたインタビュー（右が平野教授）

景福宮の正門で能楽研究者の
オ・ヒョンヨル先生と
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