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研究ノート
How the Garcia Girls Lost Their Accents にお
けるヨランダの言語の不一致　 　

　           　　　               塚本 美 穂

　ニューヨーク生まれのフリア・アルバレス

（Julia Alvarez,1950~) 作『どのようにしてガル

シア家の娘たちはアクセントを失ったか』（How 

the Garcia Girls Lost Their Accents,1991) は 彼 女 の

半自叙伝的作品である。フリアは生後間もな

く、両親の母国であるドミニカ共和国に渡るが、

当時の独裁者ラファエル・トルヒーヨ (Rafael 

Trujillo) の反体制政治活動に父が参加したこと

が発覚して米国に逃亡する。本作品には、米国

移住後とドミニカ共和国における過去のガル

シア一家の生活が描かれている。先行研究と

して米国文化研究者ケリー・ジョンソン (Kelli 

Johnson) が国外逃亡の観点から本作品を批評

しているが、本稿では主人公ヨランダ (Yolan-

da) の言語的側面から彼女の適応の困難さにつ

いて考察してみたい。

　ヨランダは夫ジョン (John) と生活していた

が、言語障害になり精神病院に入院することに

なるが、彼女は自分の名前がわからなくなるま

で衰弱する。自分の名前に反応しない妻に対

して夫は身近にあったすみれを見て、妻のこ

とを「ヴァイオレット」(“Violet”) と呼ぶ。「ヴ

ァイオレット」には「素敵な」という花言葉

があるように、夫は妻に対して愛着を持って

呼ぶ。夫がヨランダのことを「ヴァイオレッ

ト」(“Violet”) と呼んだ時に、ヨランダは “Stop 

violating me!” (73) と、名詞の「スミレ」(“vio-

let”) を動詞の「違反する」(“violete”) と混同す

る。彼女の使う “violeting” の動詞 “violate” と

いう用語は存在しないが、“violet” と “violate”

を混合して、新しい造語を使用することによ

って言葉の不在性が大きくクローズアップされ

る。“violet” はヨランダに対する美しさを表す

ロマンチックな表現であるが、一方の “violate”

は “Stop violating me!” とあるように、相手の

暴力的な行為に対する牽制を表すとともに、相

手に対する威嚇を提示している。ヨランダやジ

ョンは当初、ペイン (Payne) 医師を “pain” とし

て、言葉を共有していたにもかかわらず、“vio-

let” や “violate” を使い始めた段階から言葉を共

有できなくなってしまったことは、彼らはもは

や異なる言語を話す異なる世界の中で生きる価

値観を備えてしまったことを意味する。そして

“Dr. Payne” の “pain” もヨランダの言語を他者

と共有できないという心の苦しみを象徴してい

るといえる。

文化理論家のスチュアート・ホール (Stuart 

Hall) は、言語は意味が生成され、変換される

ときの特権化された媒体 (medium) であり、同

一の言語で双方が通じているときのみ意思の共

有が図れるものである (128-138) と述べてい

る。その際、話者の間には共通の理解があり、

伝達する意味を表す表象のシステムが働くとし

ている。つまり両者が同じ言語コードを共有す

ることによって共通の言語の解釈を行うことが

できて同じ文化に属することになる。この状態

は、お互いに考え方や感情を理解しあえる形で

共通の認識を持つことであるが、ヨランダとジ

ョンの場合は共通理解を図るために、“pain”「痛

み」と医師の名前を変えて、“violet”「スミレ」

にヨランダという意味を与えて言語をコード化

しようとしたが、解釈が異なる両者の間では言

語コードは破壊され、他者に理解できる意味を

与えることができなくなってしまったのであ

る。言語は名称に与える共有の意味を交換する

ことによって構成されるものであるために、共

通の意味の生成と交換が必要となるが、相手に

意味を伝達するためには同じ言語コードを使わ

なければ、同じ文化コードを共有することが不
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可能になるといえる。

メッセージの送信者である夫ジョンが妻に

“Violet” というメッセージを送ったとしても、

受け手であるヨランダは “violet” を “violate” と

異なる言葉の意味で捉えて解釈したために、メ

ッセージの送信者は受信者に自分の意図を伝

達できないことになる。またジョンは本来の

“violet” の意味ではなく、妻に対する愛情を花

として表現したために従来の意味を変えてしま

ったことになる。そして妻はその言葉の意味を

解釈できず “violate” という言葉にしか捉える

ことができなかったため、言葉のミスコミュニ

ケーションが生じたのである。つまり情報の発

信者であるジョンは言葉のメタファーを用いて

妻にメッセージを送ったが、妻は夫の言わんと

することが理解できなかったために言葉のずれ

が生じたといえる。たとえメッセージの送信者

が自らの意味する “violet” のメッセージを送り、

音声としては伝わったとしても、肝心な言葉の

意味は受信者に伝わることないため、メッセー

ジの透明性は失われてしまったのである。

この言語の不一致は、ヨランダが米国におい

て言語的に適応できず、他者との関わりの中に

おいて自我が確立することができない様子を明

らかにしている。それは言語障害という形で表

されていると同時に、ヨランダと社会との関わ

りや対人関係が構築できないという社会的適応

の困難さを作者アルバレスが本作品で提示して

いるといえる。

＜参考資料＞

Alvarez, Julia. How the Garcia Girls Lost their Accents. 

　New York: Plume, 2005. 

Hall, Stuart.“Encoding/ Decoding.” Durham, 

   Meenakshi, and Douglas Kellner, eds. Media 

 and Culture Studies. Malden: Blackwell, 1973:   

163-173.

Johnson, Kelli. Julia Alvarez: Writing a New Place on  

  the Map. Arbuquerque: University of New 

   Mexico  Press, 2005.
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研究ノート
ロマン・ポランスキーの『袋小路』と

『反撥』： 美女姉妹の競演
                                          清水　純子

ポーランドのユダヤ系映画監督ロマン・ポラン

スキー（Roman Polanski, 1933~）は、波瀾に満

ちた半生を描いた映画『初めての告白』（2012）

によって話題を呼んだ。ポランスキーはパリ生ま

れだが、３歳の時にポーランドに帰国したため、

ナチス・ドイツによってクラクフのユダヤ人ゲッ

ト―に閉じ込められる。母親はアウシュビッツで

虐殺されるが、幼いポランスキーは九死に一生を

得て各地を転々とする。以後ポランスキーはアメ

リカ以外の各地で映画をとり、巨匠としての存在

感を発信し続けている。ポランスキーは公私とも

に美人女優をはべらせることで有名である。ポラ

ンスキー初期の 1960 年代の『反撥』と『袋小路』

でもフランスの美女姉妹女優カトリーヌ・ドヌー

ブ（Catherine Deneuve 妹 ) と故フランソワーズ・

ドルレアック（Françoise Dorléac 姉）を重用し

ている。

１．『袋小路』（Cul-de-Sac,1966）男のパワ―ゲー

ム

実業界を引退した初老のジョージ ( ドナルド・

プレザンス ) は、11 世紀の孤島の古城で若く美

しい妻テレサ（フランソワーズ・ドルレアック）

と自然を満喫していた。そこへ逃走中の二人組の

ギャングのリチャード（ライオネル・スタンダー )

とアルバート（ジャック・マクガウラン） が押し

入る。重症のアルバートが死亡した後、３人の奇

妙な関係が始まる。

力ずくの侵入による閉塞状態の発生は、ポラン

スキーの映画に共通する一つのテーマである。そ

こでは押し入った方も閉じ込められた側も同様に

どん詰まりの袋小路の状況に追いやられる。アル

バートは、先住者の夫婦を威嚇して従わせている

が、片腕を負傷したうえに仕事をしくじって見捨

てられつつある。ボスのカテルバッハに電話で救



助を乞うが、らちが明かない。意外に信心深いリ

チャードは、サミュエル・ベケットの戯曲『ゴドー

を待ちながら』の登場人物のようにこの孤島で訪

れることのない主人を待ち続けている。一方、ア

ルバートに侵入された本来の館の主人のジョージ

は、主導権を奪われ、妻テレサにあざ笑われる。

ジョージが去勢された状態であることはテレサ

にネグリジェを着せられ、メーキャップを施され

て女装した状態のまま囚われの身にされることに

象徴される。本来社会的に有利な立場にあるはす

の男たちは、力の強弱に支配されるために逆に不

安定な立場に置かれる。海岸の車の中に置き去り

にされて動けないギャングのアルバートは、満潮

によって命の危機にさらされる。強者であったは

ずのリチャードは、犯されそうになったというテ

レサの嘘によってジョージに命を奪われる。妻テ

レサのために殺人者になったジョージは、生きる

支えであったテレサを若い男に奪われ、波間に孤

立して座り込み、世をはかなむ。

『袋小路』で自由を得ているのは、力に固執す

ることがないゆえに、力を愚弄できる女と子供で

ある。「フランスの売女」と軽蔑されるテレサは、

美しい肢体によって男たちをかどわかし、城と島

からの幽閉状態を自在に解き放つ。突然訪れた知

人によってリチャードは召使にされるが、この時

も声高に命令するのはジョージではなく、テレサ

である。知人が同伴する悪意の塊のような男の子

は、大人の邪魔をして人間関係をひっかきまわす

が責任を問われない。注意されれば相手の指を

噛み、レコードを傷つけ、ついに銃を乱発して貴

重なステンドガラスを破壊するが、味方の大人に

よって保護される。 

『袋小路』において人間関係の力学 ( パワー・

ゲーム ) によって袋小路的状況に苦悩するのは男

である。女と子供はその状況を作り出すことに関

与しても、その影響からは自由なものとして描か

れている。

2.『反撥』(Repulsion,1965)：ブロンドの女サイコ

『反撥』はアルフレッド・ヒッチコック監督の

『サイコ』（1960）の精神病質者ノーマン・ベイ

ツの女性版といえるが、『サイコ』以上の傑作

であり、ポランスキーの天才を証明する。

美容院につとめる美女キャロル ( カトリー

ヌ・ドヌーブ ) は、姉ヘレンとロンドンのアパー

トに住む。黒髪でおおらかな姉ヘレンは、妻帯

者の恋人マイケルと隣の部屋で毎晩情事にふけ

る。姉ヘレンの官能のうめき声は、繊細で潔癖

症の金髪の妹キャロルの性的嫌悪感と性的妄想

を掻き立てる。性への恐怖と渇望の葛藤から

キャロルは次第に正気を失っていく。

『反撥』は怖い映画である。なぜ怖いかとい

うと、平凡に見える日常に潜む恐怖を描いて

いるからである。ポランスキーは、非日常的狂

気の世界を描くにあたって日常的な世界のディ

テールを歪曲させて積み上げる手法を用いる。

観客が日常性から非日常性の境界線を自由自在

に安全に行き来できるのは、リアリスティック

で説得力ある映像の力である。

   映画の最初のクレジット・タイトルの背景映

像はキャロルのくるくる動く瞳であり、この映

画はキャロルの第一人称の視点から語られるこ

とを示す。さらに台所のケトルに映ったキャロ

ルの顔はケトルのボディが丸みを帯びているあ

るため歪んで見え、この映画も歪曲された現実

を映すことを暗示する。

   キャロルの周囲は、ありふれた人々やものに

よって囲まれているが、キャロルの常軌を逸し

た精神状態を通すとそれらすべてが悪意に満ち

た威嚇する存在に歪められる。マイケルの持ち

帰った調理用のウサギの肉は、身ぐるみ剥がれ

て生贄にされた胎児に見え、キャロル自身を象

徴するかのようである。一人で留守番をする

キャロルは、そのウサギの頭をもぎとってバッ

グに入れて不気味な肉片に、残りのウサギの肉

は室内に放置して蠅のたかる腐乱死体に変形さ

せてしまう。

   猥雑な外界から守ってくれるはずのアパート

の壁のわずかな亀裂はキャロルの目の前で音を

立てて裂け、隙間から無数の手が出てきてキャ

ロルの乳房をまさぐり犯そうとする。
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ヘレンの寝室でヘレンの服を盗み見する

キャロルに向かって鏡は亡霊のような男の姿を

映し出す。ネグリジェ姿でレイプされるキャロ

ルは歓喜極まってたくましい黒人男を淫らに迎

え入れるのである。

これらの悪夢は実像のように見えるが、キャ

ロルの性的恐怖と願望の歪んだ精神の反映であ

る。通りを横切る３人組の大道芸人の一人は常

に後ずさりして歩くが、この奇妙な光景もキャ

ロルの現実と幻想の反転した意識がとらえた姿

だとみなせる。

キャロルはハンサムな求婚者コリンが心配の

あまり扉を破って侵入したため、威嚇行為とみ

なしてナイフで切り裂き、死体をバスタブに沈

める。家賃の督促に訪れた管理人もキャロルの

色香に迷ったため、同じく始末される。キャロ

ルにとって侵入する男は理由のいかんを問わ

ず、自分を脅かす存在として位置づけられる。

しかしそれにもかかわらず、キャロルは姉の

恋人マイケルのシャツを捨てる前にその匂いを

深々と嗅ぐ。キャロルの男性への病的に屈折し

た好奇心と恐怖の原因を映画は明示しないが、

ブリュッセル時代の家族の写真が幾度も登場し

説明されていることから、キャロルの病根は幼

少時に受けた家族の男性による性的虐待にある

のではないかと思わせる。キャロルを侵略する

男の幻覚は実は過去に実際に起こった記憶の再

現なのかもしれない。トラウマから立ち直れな

いキャロルは、誤った自己防衛本能によって欲

望を不自然に抑圧し、性的意識を狭い歪んだ檻

に監禁しつづけた囚われ人である。キャロルは

食されることなく腐ってひからびる「かわいそ

うなバニー（ウサギ）」である。

ポランスキーの映画の多くに共通する特徴

は、侵略者と侵入されるものの力関係、監禁に

よる閉塞状況、確かな日常が突然崩れていく恐

怖、現実と悪夢の混在など 20 世紀以来の不条

理に基づくテーマである。鬼才ポランスキーの

出現は、ナチスのユダヤ人大虐殺という不条

理にまで高まったあまりに不幸な体験が基盤

になっているのだろう。しかしキャロルとはち

がってポランスキーは、表現者としてトラウマ

を見事に芸術に昇華させたのである。

姉ドルレアックと妹ドヌーブの美女姉妹は、

ポランスキー初期映画のミューズである。ドル

レアックは25才で自動車事故で亡くなったが、

ドヌーブは躍進し続け今やフランス映画界の重

鎮である。繊細さと演技力ではドヌーブに軍配

が上がるが、スタイルのよさと現代性ではドル

レアックだと評価する向きもある。この二つの

映画はイギリスが舞台なので英語が話される。

美人女優姉妹は外国人という設定だが、英語は

かなり流暢である。国際的に脚光を浴びるため

には、英語が武器になることを若い人々に教え

てくれる映画でもある。

＜参考資料＞

Wexman, Virginia Wright. Roman Polanski .         

　Boston: Twayne Publishers, 1985                .

DVD：

『反撥』（Repulsion）  監 督： ロ マ ン・ ポ ラ ン ス

　キー、出演：カトリーヌ・ドヌーブ、イヴ

　オンヌ・ブルノー、イアン・ヘンドリー、

　1965 年 、 角 川 書 店、2013 年

『袋小路』(Cul-de-Sac)  監督：ロマン・ポランス

　キー、出演：フランソワーズ・ドルレアック、

　ドナルド・プレザンス、ジャクリーン・ビ

　 セ ッ ト、1966 年、 角 川 書 店、2013 年

『 初 め て の 告 白 』 監 督： ロ ー ラ ン・ ブ ー ズ

　ロー、ロマン・ポランスキー、角川書店、

　2013 年

　



 

DVD『袋小路』の表紙

ジョージの化粧をする妻テレサ

DVD『反撥』の表紙

放心するキャロル

引きこもる狂気のキャロル

　 

撮影中の R. ポランスキー監督

　　　　　　　　　　　　　　　（法政大学）
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研究ノート
「うさぎ展」について
　　　　　　　　　　　　　櫛渕　正

　

『くしぶち Q ぶ   うさぎ展』1 ～ 4

　　　　　

「くしぶち Q ぶ　うさぎ展４」の終了後、「日

本英語文化学会第 17 回全国大会」に出席した。

会場で清水先生から会報への寄稿要請をうけ

た。何年も無研究、パソコン不得手で一瞬怯
ひる

ん

だ後、持参していた個展案内葉書を見ていただ

いた。「絵も文化。何故兎かを説明、はどうで

すか？」それでこの拙文となった。

「Q ぶ」の「Q」は「櫛」の「く」を「九」

と読み替え、「渕」の一部を「ぶ」とした。ア

ルファベットは私の英語講師の職と動物の姿を

象徴すると思った。

家人の提案で近くのペット屋で 5,000 円の

その兎を買った時、その兎が私にどんな影響を

もたらすか予想できなかった。1996 年 5 月。

ペット屋店頭はその春誕生の兎で賑やか。独立

ケージの高価な兎や数羽雑居の兎達。私は雑居

組のケージに手を入れた。皆逃げたが一羽だけ

私の手に近寄った。「私達に興味を持ったそれ

にしましょ。」 家人の一言が選択理由。白と灰

色の斑
まだら

模様の毛、薄い青灰色の眼。極普通の

雑種兎、メス。家に幸福を、の想いで家人がハ

ッピーと命名。この兎が以前の兎達と少々違う

のにまもなく気付いた。兎は排泄を兎小屋の一

定の場所にする。以前の兎達は時々部屋の中で

粗相をした。ハッピーは小屋から出すと必ず

トイレで用を足し出てくる。忘れると戻り用を

足し、出てくる。ハッピーの以前と以後の兎達

はやった事がない。組んだ私の足裏を頭でつつ

き頭を撫でる事を要求したのもハッピーが最初

で最後。頭を撫でると喜ぶという兎の習性を初

めて知った。農家育ちの私は幼児期より動物は

身近。犬猫馬牛山羊鶏鳩そして兎。動物に特別

感情移入したこともなく動物に懐
なつ

かれた事もな

い。

前述の二件が私にハッピーへの興味を持た

せた。その後のことも私のこの兎への愛着を強

めた。私には抱かせた。私が呼ぶと走って来る。

私が部屋から出るとハコベや蓮を口でモグモグ

させて追ってくる。抱きあげると私の口や鼻や

頬を軽く数回舐る。「あなたの時だけ足音を聞
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きつけ部屋の出入口へ行って待つ」と家人。こ

の兎への心の傾斜は強まり、当時はまだやって

いた俳句にも登場。

　　　キスやキス兎のキスの蓮の香

　　熊になり兎と遊ぶ桃の花

  「この家の男は 53 歳が鬼門。多くその年で死

ぬ。正、気をつけな。」他界する大分前に母が

ボソッと一言。たしかに父兄叔父と 53 で鬼籍

入りした。私も 53 近くなり体調に変化。ひど

い鬱状態。部屋で放心する私の背後で「大丈

夫？」とだれかの声。振向くとハッピーの姿。

うさぎは余程の危険時に金切声を出す以外声は

出さない。その後もその声を聞いた。時に心配

する「大丈夫？」、時に勇気づける「大丈夫！」。

首の贅肉が気道を圧迫、走り激しくなった呼吸

で妙な声を出す、その音に感情移入し勝手に解

釈しているだけと思いつつ不思議な気分になっ

た。

　そんな精神状況のなか、Margery Williams 

Bianco の The Velveteen Rabbit を写経する気にな

った。（この作品について当学会刊の『北米文

化事典』に書きました。）少年に大事にされた

ぬいぐるみの兎が少年の病を機に消毒のため捨

てられる。悲しむ兎を妖精が生身の兎に変身さ

せる。幼児用絵本だが死からの再生、蘇生譚で

ある。私は絵が描けない。英文を筆写し極簡単

なペン画をつけ駄句をつける。三者間の相互関

係ゼロの形式にした。男にも更年期の出る人が

いる、という説明を聞いた。私もそうか、と思

いつつ筆写。ハッピーだけが慰という日々。そ

うこうするうち兎は死に『死臭詞集』という題

の “ 写経 ” ペン画句集が残った。

                      

骨壺を抱いてあやせば冬銀河

　まだ兎の絵を描く気にはなっていない。若い

時絵を少々描いたがすぐやめた。還暦祝いに駄

句集『アラビアンももよ』を出すと決め七月堂

の知念さんとの話から新規の兎のペン画を入れ

た。
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『句集　アラビアンももよ』

　　　　　　　　　　　　　

　その駄句駄画集を見ていて絵具で兎を描く気に

なったのが「うさぎ展」のスタート。最初絵はハ

ッピーへの追悼だった。4 回目を終了した今、絵

の中の兎は私の人生の中で過ぎ去った物、逝った

物の象徴に変化した。父母兄姉そして数多の知人

友人親戚、そして逝った私の夢や若さ、それら逝

った全ての物への追慕や惜別の象徴と変化した。

同時に未来への夢と活力源をも代弁するようにな

った。

　絵に込めた感情を言葉で表現しても絵自身がそ

れを語らなければ意味がない。画家の絵は色が形

が線が、語る。素材の画材は物質の画材から作者

の内面を伝える言葉に昇華している。私の絵は

語らず素材のアクリルは物質のまま。「幼児向け

お絵描き教室の発表会ですか？」画用紙にアクリ

ルで描き額装なし、ピンで画廊壁面にはられ

た50枚以上の絵を見た訪問者が時々質問する。

独学の 60 の手習いで非売、単なる気散じです、

という初老男の説明に困惑顔の客。70 才まで

描けば見た方を納得させられる絵が一枚でも描

けるか？そんな事を胸に来年度の個展会場予約

を同じ  「ギャラリーくぼた８月 17 日 ~23 日」

で契約した。

　ギャラリーくぼた　中央区京橋 2-7-11        

       tel.03-3563-0005

        ©2014 Tadashi Kushibuchi, All rights 

        reserved.

                                　　　　           （立正大学）

研究ノート

研究ノート
Antonio’s “Th’occasion speaks thee” in 
Comparison with Macbeth, 1.3.

                             Noboru Fukushima 

M acbeth  is believed to have been written 
between 1599 and 1606, and is Shakespeare’s 
shortest tragedy. It tells the story of a fear-
less Scottish general named Macbeth who 
receives an unbelievable prophecy from three 
witches -- that, though King Duncan of Scot-
land is still alive, one day he will become the 
King.  Consumed by boundless ambition and 
spurred to action by his bad wife, Macbeth 
murders King Duncan and takes the throne 
for himself.  Not being able to sleep for the 
murder, Macbeth is then wracked with guilt 
and paranoia, soon becoming a tyrannical 
dictator as he is forced to commit more and 
more murders to protect himself from hos-
tility and suspicion.  He becomes similar to 
Richard III, who is a Machiavellian puppe-
teer.  The bloody massacre and consequent 
civil war immediately take Macbeth and 
Lady Macbeth into the worlds of arrogance, 
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madness, nihilism, and death.
The Tempest is believed to have been written 

in 1610–11, and is set on a remote island (it 
is believed to be the islands of Bermuda), 
where Prospero, the legal Duke of Milan, 
schemes to restore his daughter Miranda to 
her proper place using illusion and skillful 
manipulation. Using white magic, Prospero 
stirs up a storm to lure his usurping brother 
Antonio, the complicit King Alonso of Na-
ples, and his brother Sebastian to the island.  
There, his maneuvers bring about the disclo-
sure of Antonio’s plebian nature, the repos-
session of the Duke, and the expedient mar-
riage of Miranda to Alonso’s son, Ferdinand.

In The Tempest, Sebastian, Antonio, and oth-
ers are shipwrecked on the deserted island.  
Antonio, one of Shakespeare’s villains, tells 
Sebastian to kill Alonzo, who has been put 
to sleep by Prospero’s magic, because Anto-
nio knows that Sebastian secretly wants the 
crown:     

                                            
Th’occasion speaks thee, and
My strong imagination sees a crown
Dropping upon thy head.

--The Tempest, ed. Frank Kermode, the Ar-
den Shakespeare (London: Methuen, 2005), 
2.1.203-205. 
  

Antonio banished Prospero and Miranda to 
hold hegemony over Milan.  Antonio there-
fore knows that Sebastian aims to possess 
the crown, and both characters are thereby 
villains in their own right.  Antonio tells him 
that he can see the crown dropping upon Se-
bastian’s head.  Sebastian’s situation is very 
similar to Antonio’s.  Furthermore, Antonio’s 
“Th’occasion speaks thee” reminds us of Mac-

beth’s 1.3.  Kermode claims that “The oppor-

tunity calls out to you.  Commentators since 
Coleridge have pointed to the resemblance 
between this scene and Mac. 1.3.  Oxford 
punctuates with a full stop after ‘face’ and no 
stop after ‘be’ in 202-3, producing the mean-
ing: ‘This opportunity reveals to you what 
you should be (157).’”  Macbeth, 1.3 is as given 
below:

BANQUO
   Good sir, why do you start, and seem to fear 

    Things that do sound so  fair?—   I’the ame  of   truth, 

    Are ye fantastical, or that indeed 

    Which outwardly ye show?  My  noble  partner 

    You greet with present grace, and great  prediction 

    Of noble having and of royal hope 

    That he seems rapt withal.  To me  you  speak  not.

    If you can look into the seeds of  time 

    And say which grain will grow and  which  will   not, 

    Speak then to me who neither beg  nor fear 

    Your favours nor your hate. 

   --Macbeth, ed. G. K. Hunter, the New Penguin

　 Shakespeare (London: Penguin Books,1967),
　　１. ３. ５０－６０。

　　

Alongside Macbeth, Banquo is a general in 
King Duncan’s army.  Like Antonio, Banquo 
knows that Macbeth has a strong ambition, 
though Banquo never commits regicide.  As
the editor points out, there is a similarity be-
tween Antonio and Macbeth, as both of them 
seek to obtain a crown by killing their lord.
Regarding Antonio and Macbeth’s charac-
ters, W. H. Auden says:

A distinction must be made between the vil-
lainous character—figures like Don John in 
Much Ado, Richard III, Edmund in Lear, Iachi
mo in Cymbeline—and the merely criminal 
character—figures like Duke Antonio in The 
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Tempest, Angelo in Measure for Measure, Macbeth

or Claudius in Hamlet.  The criminal is a per-

son who finds himself in a situation where he 

is tempted to break the law and succumbs to 

the temptation: he ought, of course, to have 

resisted the temptation, but everybody, both 

on stage and in the audience, must admit 

that, had they been placed in the same situa-

tion, they, too, would have been tempted. 

--The Dyer’s Hand and Other Essays (London: Faber 

and Faber, 1987), 247.

According to Auden’s opinion, Antonio and 

Macbeth are merely criminal characters.  

They never reflect on the errors in their his

tory, and they continue to do many bad 

things.  　 
    Although Antonio shows no sign of remorse

 for the actions he has committed, he is forgiv-

en by Prospero.  Prospero believes that forgive-

ness and reconciliation are much more import

ant than revenge -- this is a common feature of

Shakespeare’s Romantic plays.

   After slaughtering many people, Macbeth 

falls into nihilism, saying  “Tomorrow, and 

tomorrow, and tomorrow…Signifying nothing 

(5.5.19-28).” But this should not be denounced, 

as T. S. Eliot once hypothesised, as a statement 

of an inferior or diminished philosophy.  De-

parting from his philosophical words, Macbeth 

finds himself deceived by the witches, and is 

killed by Macduff, who was born by Caesarean.
                       　　　       　      （日本大学）

学会活動

日本英語文化学会   第17回全国大会報告報告

                               　         会長　福島　昇

平成 25 年 9 且 12 日、暑さも遠のき秋の足

音が聞こえる中、第 17 回日本英語文化学会全

国大会は、日本大学生産工学部津田沼キャンパ

スにて開催されました。今年は鈴木博雄氏のよ

うなベテランの発表者もいましたが、野村宗央

氏、渡辺美有依氏、平塚博子氏のような若い世

代の活躍が目立ちました。英語によるプレゼン

テーションもありましたが、これは本学会の今

後のスタイルの一つとして定着するでしょう。

さらにすべてのプログラムが英語による大会も

計画されることと思います。 

発表者とフロアとの活発な質疑応答の合間に

は、会員同士の和やかな談笑もありました。こ

の大会のために、遠方からはるばる来られた会

員と一年ぶりの再会を果たし、会員相互の親睦

がなお一層深まりました。

総会では新会長の岸山睦氏を始め新役員が選

出され、新年度がスタートいたしました。本学

会は設立されてから 42 年の月日が流れたせい

か、役員の高齢化が目立っているように思えま

す。本学会の風通しをよくするために、役員の

定年制（70 歳）を導入し、新陳代謝をはかり、

若い世代に将来を委ね、さらなる発展を遂げる

時期がきたかもしれません。

   本年は比較文学研究で著名な井上健先生（日

本大学教授・東京大学名誉教授）の特別講演「戦

間期日本アメリカニズムの位相をめぐって――

『在野』の米文学者の訳業を中心に」がありま

した。米文学翻訳の流れをたどりつつ、戦間期

アメリカニズムの位相について、格調の高い講

演をして下さいました。

 懇親会では、和洋中華料理を格安の価格で会

員の皆様にご提供でき、ご満足いただけたよう

で開催校の責任者として安堵しております。名

残惜しい懇親会も ｢三本締め｣ で締め、今年も
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本学会の発展と社会的意義を印象づける存在感

ある大会となりました。

最後になりましたが、会長として２年間会員

の皆様には大変お世話になりました。これから

も本学会ならびに皆様のなお一層のご発展をお

祈りし、最後のご挨拶にかえさせていただきま

す。

研究発表
(1) 『楽園の喪失」における「存在」の 成り立

ち

発表者　野村　宗央   （日本大学）

 司    会　石和田昌利   （東洋大学）

(2) Mirabilia in History: Functions of the 
Supernatural in 12th Century Historical 
Writing in England

     発表者  渡辺美有依（東京大学大学院生）

      司   会  宮本正和      (山村学園短期大学）

(3) 英語における叙述・修飾の記述と説明

     発表者　鈴木博雄（昭和女子大学）

     司　会   岸山　睦（昭和女子大学）

(4) ポストブラックナショナリズムのアミリ・

バラカの作品とアクティヴィズム

     発表者　平塚博子（日本大学）

     司    会   木内　徹（日本大学）

特別講演
演題　戦間期日本アメリカニズムの位相をめぐ

       って ―「在野」の米文学者の訳業を中心に

講師　井上健（日本大学教授、東京大学名誉教授）

司会　福島昇（日本大学教授、本学会会長）

ji

掲示板
<Newsletter 投稿規定 >
　日本英語文化学会 Newsletter は文学、文化、

言語学、英語教育の各専門分野から幅広く投稿

を求めています。

〈研究ノート〉、〈書評〉、〈その他〉 和文 2,000 字、

    欧文 800 語程度

応募締切：2015 年 8 月 16 日

応募先：日本英語文化学会会報編集部編集長

               清水純子

　           〒 181-0005 三鷹市中原 2-25-25

               tel/fax 0422-41-0029

               e-mail: jesse@parkcity.ne.jp

応募方法：メール　(word 形式の添付ファイル、                 

                          テキスト形式の添付ファイル )

　掲載の採否については編集部にご一任くださ

い。

   投稿原稿の用紙サイズ設定、行数文字数など

ペ ージ設定に関しては A4 用紙 word 標準設定

でお願いいたします。「メモ帳」等でテキスト

ファイルに変換した原稿も添付してください。

コラム等のレイアウトは編集部にご一任願いま

す。 

〈『異文化の諸相』投稿募集のお知らせ〉

　2014 年 12 月発行予定の『異文化の諸相』

第 34 号の投稿を募集します。

　原稿提出締切日は 2014 年 9 月 30 日です。

投稿される方は『異文化の諸相』巻末に記載さ

れた投稿規定をお守りください。規定に従って

いない論文は掲載されないことがあります。詳

しくは学会ホームページをご覧ください。

『異文化の諸相』原稿提出先：

    編集長   中井延美　

　〒 279-0042 浦安市東野 2-10-9

    tel/fax 047-382-8327

    e-mail: nnakai@meikai.ac.jp

 <http://www11.ocn.ne.jp/~jsce/index.html>
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＊ Newsletter は学会ホームページに掲載されま

す。デジタルファイル /PDF 等は、アップデート

ができます。見落としや訂正がございましたらご

連絡ください。　　　　

　　　　　　　　　                 　〈編集部付記〉

編集後記
日本英語文化学会会報編集長

   　　　　　　　　　　　　　　       清水　純子

　　　　　　　                   

　「会報」第 8 号をお届けいたします。本号から

編集長をつとめさせていただくのは清水純子で

す。今回初めて編集ソフトのインデザインを使用

しました。このソフトを操作するのは私にはとて

もむずかしく、使ってみて初めて熊沢和明前編

集委員の熱意と技術力の高さを思い知らされまし

た。
   今年の夏は、エボラ出血熱が西アフリカを中心

に世界中に拡散の気配を見せ、有効な治療法がな

いためにグローバルな脅威になっています。ガザ

地区をめぐるイスラエル国防軍とパレスチナ自治

区の紛争はなかなか解決しません。

  日本国内では、原発処理の問題に加えて、集団

的自衛権の閣議決定が行われ、日本の行く末が心

配されています。また STAP 細胞に対する疑惑が

スキャンダラスに取りあげられた一方、IPS 細胞

による世界初の眼の治療が行われ、再生医療への

希望の光が見えてきました。

　明るい話題とそうでないニュースが共存するの

が世の常です。日本英語文化学会は、グローバル

な外的視野と自省の内的視点を併せ持つ会員皆さ

まの良識ある発言と発想によって生かされる媒体

です。

　今後とも皆様の変わらぬ注目とご支援を期待し

ております。どうぞよろしくお願いいたします。

編　集　日本英語文化学会

編集部　清水純子、松山博樹

発行人　福島　昇　

発行所　〒 275-8576   

              千葉県習志野市新栄 2-11-1

              日本大学生工 学部 教養・ 基礎科学系   

              言語文化　　　

              日本英語文化学会

日本英語文化学会
The Japan Society for Culture in English　　
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