ASLE― Japan/文 学・環境学会
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2回 統 合

お よび第
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究会 報 告

標記年次大会が 1995年 10月 8日 (日 )午後か ら9日 (月 )午 前にかけて、京都 の光
華女子大学 の徳民館小講堂 で開催された。第 1日 日は総会および懇親会 、第 2日 目は
初の研究会 というスケジュールで行われた。

副代表
賢 一 (青 山学院大 学 )
大神 田丈二 (山 梨 学院大学 )
高田

書

記
録

(北 海道大学)

孝

会 計
外岡 尚美 (青 山学院大学)
成田 雅彦 (専修大学)
監 事
平石 貴樹 (東京大学)
運営委員
宮下 雅年
石幡 直樹
岡島 成行
中村 邦生
笹田 直人
太田 雅孝
朝比奈 緑
村上 清敏
西村 頼男
伊藤

(北 海道大学)
(東 北大学)

(讀 賣新聞)
(大 東文化大学 )
(宇 都宮大学)
(大 東文化大学 )

(慶應義塾大学 )
(金 沢大学)

(阪 南大学)
詔子 (広 島大学)

木下 卓
高橋 勤

(愛 媛大学 )
(九 州大学)
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第 1日 目 総会
総会は出席320名 、委任状20名 。会員80名 中詳 名 の参加 によ り、成立。高田賢一
氏 (副 代表 :青山学院大学)を 議長 として、以下のような議事が進め られた。会議 の
もっとも大きな議題は 4)一 (6)の 会則改定 の部分 であつた.研 究会とい う名称を
学会とい う名称に変更 したいという役員会か らの提案 の主な理由は、会員 の勤務先 に
おける出張 申請上 の便宜 および本会が行 う助成金申請上の便宜 の 2点 であった。変更
理由につ いては基本的に全会一致で了承 されたが、名称そのものについては若千 の議
論があった。 「文学・ 環境学会」とい う案 と、 「文学・ 環境研究学会」とい う 2案 が
議論され、最終的 には前者に落ち着 いたが、今後 も議論の余地のあることが併せて確
認された。 また、従来 「談話会」 と呼んで いたものは 「研究会」とし、 「研究会」は
「大会」と呼称する こととなった。以下、書記記録に基づ いて議事内容 の概略を ご紹
介 しておきたい。
開会宣言および役員紹介 (野 田氏)
諄
1)1994年 度活動報告 (野 田氏 。大神田D
2)1994年 度会計 。監査報告 (外 岡・ 成田氏、監査 :平 石D

1995年 度予算案承認
3)1995年 度活動計画 (95‑96年 D(野 田D
4)討 議 :今 後 の課題
(1)「 日米環境文学 シンポジウム」について (野 田D
(2)「 日本 のネイチャー ライテイング研究」分科会報告 (山 里氏)
分科会幹事 :山 里氏、副幹事 :高 橋氏
委員 :外 岡、生田、中村 、高田、石井、本下、大神田、亀井、野田、
岡島 の各氏。
(3)資 料部 の設置 (野 田氏 )
(4)今 後 の談話会・ 研究会 の開催予定 と問題点 (野 田D
(5)学 生連絡会の設置につ いて (野 田氏)

(6)会 則改訂 について
apan/文 学・ 環境研究
名称変更 (野 田氏) 議論 の結果、 「ASLE― 」
,環
「
会」を ASLE― Japan/文 学
境学会」と変更する ことが決定された。
b.役 員任期の運用上の変更について (議 長)諸 般 の事情か ら総会の時期
が初年 度5月 か ら今年度10月 にずれ込んだ。来年度 の総会が このまま10月
a。

開催 とな り、 役員任期 (2年 間)を 総会単位で区切るとすれば、5ヵ 月の実
質延長 となる。次回 総会時まで任期 を延長す ることについて 了解。
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c.ニ ューズ レター編集委員 の増員について
会則第 6条 に 「ニューズ レター編集委員 2名 」とあるのを、会誌編集委員数の記述にな らって、 「ニ ューズレター編集委員 若
干名」 に変更す る。若千名 とは4〜 5名 という意 味。

(7)そ の他
新規加入者 の承認 (議 長)
閉会宣言 (秋 山氏)
記録 (書 記 :土 永孝 )
第 2日 目 研究会
研究会は総会を上回る会員 の参加によって盛況のうちに行われた。何よりも特筆すべ きは、ASLE― 」
apan設 立 1年 を経ず して、
このようなアカデ ミックかつ ポレミックな研究発表の場 を持ち得た こと、また このような視点か らの研究発表が日本ではおそ ら
く初めてであろうことであった。それぞれの発表者は、ASLE― 」
apan設 立以前か ら、それぞれにこのような領域への研究 を進め
々
られた方
であるが、そ
てお
うした個別的な営みをヽ LE― Japanが 集合させ る役割を果たし得た ことは、何よ りの成果であった。
以下、プ ログラムを再録 しておきたい。
大会

午前

10:00〜 12:30

研究発表 :司 会

山里勝己氏 (琉 球大学)

10:00‑10:30

結城正 美氏 (広 島大学大学 院後期課程 )
「Rcfllgeに おける 〈
場所 のエ ロテ ィシズム)」

10:35‑11:05

赤嶺玲子氏 (前 ネヴ ァダ大学大学 院 )
「自然 とジェンダー 」

11:15‑11:45

C.S.シ ュ ライナ ー氏 (C.S.Schreiner、 広 島大学 )
"Perverslons of Pastoralin the Works of Raコ nond Carverand Patl Auster."

11:50‑12:20

ブルー ス・ ア レン氏 (Bruce Anen,順 天堂大 学 )

"OfGeish"and GHzz五 es Ⅱ:OnTraditions and Corlllections be●

veen Nattlre Writing in」

apan

and the U.S."

*組

合

0研

究 会 を 終 え て ―

ASLE―

」apan/文

熊本で の設立大会 にお け る胎 動 の不安 に較 べ れ ば、京都
大会 の準備段 階 にお け る気分 は、 いわ ばよ うや く一 人歩 き
し始 めた 自立 へ の不安 と期 待が相半 ばす る もので した。 し
か し、蓋 を開けてみれ ば、予想 を上回 る盛況。総会 にお け
る活溌な議 論、研究発表 の質 の 高 さ、 あるいは新 た に参加
され た方 々の 顔 、学 生 会 員 の参 加 な ど熊 本 で は 味わ え な
か った新 たな要素が加 わ り、よ うや くASEttapallの 性格
が形づ く られ つつ あるのだ とい う感 を強 くしま した。 と り
わ け、研 究発表 は 日本 では初めて の試みで ある ことに改 め
て強 い感慨 を覚 え ます 。今後、 この分野 で の研究 を展 開 し
よ うとす る者 に とって これ はきわ めて大 きな激励 で あ り基
盤 ともな ります。記念す べ き研 究発表 を行 って下 さった 4
名 の方 々に心か らの謝意 を表 します。 また、す べ て の研 究
発表 に関す る司会 を引き受 けて下 さった山里勝己氏 にもお

礼を申 し上げます。そ して活溌な質疑応答 に参加 して下
さったす べての会員の皆 さんにも。
京都大会開催 に当たっては、会場の準備か ら懇親会に到
るまで全般 にわたって光華女子大学 の岩田強氏のご助力を

学 ・ 環 境 学 会 代 表

野 田

研 一

得 ました。ほんとうに申し訳ないほどきめの細かいご配慮
をいただきました。 この場を借 りて改めてお礼を申し上げ
ます。また、宿舎の手配その他 について、やは り地元の西
村頼男氏 (阪 南大学)の ご協力を得 ました。今後 も、さま
ざまな場所 で総会お よび大会 を開催す る ことにな ります
が、開催地の方 々には運営上、さまざまな ご助力を願わね
ばな りません。 どうぞよろ しくお願 い 申 しあげます。な
お、役員あるいは事 務局 として力及ばず、反省す べ き点 も
多 々 あった ことを銘記 しておきたいと思 います。 とくに役
員 の仕事 の充分 な組織化が成 し得ず、そ の分、開催地 の
方 々に負担をおかけしました。今後 は大会運営にかかわる
プ ログラム実行委員会を早期に組織 して、開催地 の方 々と
の協力および分担態勢を強化 して行 きたいと考えます。
最後 に、総会 でも提起 されましたが、大会のあ りかたに
ついてはさまざまな工夫 の余地が あろうか と思います。
ASLEttapan/文 学・環境学会 にふ さわ しい大会 を皆 さん
のアイデアを結集 して構想 していきたいと思います。 どう
ぞ忌憚ないご意見、 ご提案 をお願 いします。
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パ ト リ ッ ク ・ マ ー フ ィ 教:授 (PrOfeSSOr

Patrick Murphy)

講 演 会 日程
沖
5月 2日 (本 )

講演 「アメリカン・ ネイチ ャー ライティングをめぐって」
(bcttlre on American Nature W五 tillg)
場所 :琉 球大学法文学部
5月 3日 (金 )講 演 「アメリカの大学における英文科カ リキュラム の変化 について」
⊂￡cttlre on Changesin Cudcdllm in Engush in AmeHcan Universities)
場所 :琉 球大学法文学部
5月 6日 (月 )講 演 「アメリカ文化 とアメ リカ社会 における文化的多元主義」

(bcture on Mdticuturalism inAmeHcan Hterature and S∝

ietyp

場所 :琉 球大学法文学部
5月 7日 (火 )講 演 「アメリカの大学院について」
ecttlre onAmeHcan Gradllnte School)
場所 :琉 球大学法文学部
l■

*沖 縄地区のお問 い合わせは、琉球大学法文学部 山里勝己氏

まで .

名古 屋
5月 9日 (木 )講 演

「アメ リカの大学 にお けるカ リキ ュ ラム改革」

("Cu宙 cutlm Refolll.in the United States:Models,Problerns,and Prospects for Japan")
場所 :名 古屋 アメ リカ ン・ セ ンター

*参 加 ご希望 の方は直接名古屋アメリカ ン・ セ ンター CTe1 052‑581‑8631)に お問い合わせ下さい。
広

島
5月

10日

(金 )

〜 5月

11日

(土 )

詳細 は別掲案 内 Ep.5]を ご覧下 さい。

東京 お よび近
5月

24日

(金 )

青山学院大学 (厚 本キャンパス)講 演 11:00‑12:20p.m̲
「アメ リカン・ ネイチャーライテ ィ ング入門」
(

IntrOduction toAmedcan Nature Writing")学 部 1〜 2年 生対象

フェリス女学院大学 講演 3:30‑5:00p.m.
「アメリカン・ ネイチャー ライティング入門」

("IntrOductiolltoAnlerican Nature Wtting")学 部 1〜 4年 生対象
5月

26日 (日 )ASLE― Japan/文 学・ 環境学会 講演 (青 山学院大学総研 ビル 3F第 10会 議室 )
「環境文学―ネイチャー ライティングとノンフィクションのフィクション性を越えて」
(Environmental Literatlre:Beyond Nattlreヽ Vritillg and the Fiction of Nonflctiolnlity)
ASLEづ apar1/文 学・ 環境学会主催 (詳 細は別掲案内 [p.4]を ご覧下 さい。)

*東 京地 区 のお 問 い合わせ は、 青 山学 院大学文学部 高 田賢 一 氏

まで。
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1996年 度 研 5宅 ・ i講 う寅会

開 催 の お 矢口らせ
新年度第 一回目の研究会を下記の要領で開催 いたします。今回
は講師 としてパ トリック・マー フィ氏 (Patrick Do Mtrphy:
Indiara UniversityofPerlnsylvaniaを お招きします。マー
フィ氏はそ の著 Lilerature,NaFШ e and othgfユ リね耐闘s=
criri9ues(State University ofNewYork Press,1995)で エコ
クリティシズムおよびエコフェミニズムの理論家として脚光を
浴びて いる研究者であ り、まただLE― U.S.の 機関謝 SEの 前
編集主幹 として活躍す ると同時 に、この間の文学 と環境をめぐ
る議論 において中心的な役割を果た して来た気鋭 の学者です。
日時

:5月 26日

(日

場所 :青 山学院大学

)

午前

郎 LE Japanも 参画するプロジェク トとして現在進行中のLiι―
eraFure and EnИ Юttη ttFi A ffarldbα 来の編者でもあり、
今後もマーフィ氏を中心 としたさまざまなプロジェク トが構想
されています.エ コクリティシズムの理論的最前線、アメリカ
のネイチャーライティングの現状などに関心をお持ちの方は、
ぜひご参加下さい。なお、同氏はこのほかにも来 日期間中、南
は沖縄から広島、名古屋、東京など各地で講演を行 う予定で
す。詳細は別掲スケジュールをご覧下さい。

11時 〜 12時 30分
第 10会 議室 (総 研 ビル は青 山学 院大学正 門を入 ってす ぐ右側

総研 ビル 3F

"Environmental Literattlre:Beyond Nature Wnting and the Fiction of Nonfiction』 ty"
終 了後 、午後 1時 〜 3時 まで の予 定で 、歓 迎会 および懇 親会 を開催 いた します 。
場所 :青 学会館
時 間 :午 後 1時 〜 3時

会費

:¥4.000

*参 加 ご希 望 の方 は、別紙 出欠表 を 5月 20日 まで に下記宛 て ご返送 下 さい。
高 田賢 一 (馬 LE―Japan副 代表 )

>>>>>今
5月 26日
8月 初 旬
8月 13日 〜 17日
9月 下 旬
10月 6日 〜 7日

後 の行 事 予 定

<<<<<

東京 研究会― パ トリック・ マーフィ氏 (IWI前 編集長)講 演会
富山/京 都 シンポ ジウムーゲー リー・ スナイダー氏 (詩 人)
ハワイ ASLEハ ワイ シンポジウム
京都 研究会― ロー レンス・ ピュエル氏 (ハ ーヴ ァー ド大学)講 演会 (交 渉中)
札幌 ASu>Japan/文 学 。環境学会年次大会 (札 幌大学)

*詳 細は追って通知 いたします。

Apri!25,1996

ASLE― Japan Newsletter

1996年

度 春 季 研 究 会 お よ び 役 員会

【
報 告】
3月 9日 (土 )春 季研究会 (午 後 1時 30分 よ り)、 および
役員会 (3時 30分 よ り)を 青山学院大学で合併開催 しまし
た。主な内容は次のとお りです。

自然保護運動のあ りかたの違 いも検討す る。
4)ア メリカのネイチャー ライティングの日本への影
響、 とりわけ日本 におけるソロー受容についてセ ッ

春季研究会

5)日 米双方 に具体的なかかわ り、ゆか りのある作家
を採 り上げる。たとえばt滞 日経験もあり、宮沢賢治
の翻訳 もあるゲー リー・ スナイダー。

ションを設ける。

1)Environmentar Lfteraturef An lnlernaFfonar
Handと B景 、執筆打ち合わせ

6)環 境教育 のプログラム を設ける。

山里勝己氏 の報告にしたがって、主に執筆内容、執筆者
の検 討を行 いま した。 詳細は 「日本 のネイチ ャー ライ
ティング研 究分科会」報告をご覧下さい。

2)ハ ワイ・ シンポジウム/プ ログラムについて
野田研一氏の報告 にしたがって、 日米の参加者の確認、
およびプログラム内容 の検討を行 いました。 日米双方か
らそれぞれ約 20名 の参加が見込 まれています。また招
待作家 の人選 も進んでいます。プログラム内容 に関 して
も、さまざまな具体的提言がなされました。主な提言は
以下 のとお りです。

1)現 代フィクション作家のうち、翻訳に値する作家
として 日野啓三、池澤夏樹などを採 り上げる。

2)石 牟礼道子に関する研究発表力

いので まとめて
６

3)日 米の 〈自然〉概念の差異を討議する。併せて、

中・ 四 国 地 区

ナル」に依頼。
2)本 年度行事 について (別 掲案内参照)
3)役 員改選 について (別 掲案内参照)
4)会 誌刊行について
５

一つのセ ッションとする。

'多

【
役員会】
主な議題は次 のとお り。
1)ハ ワイ・ シンポジウム/プ ログラムについて
。招待作家 の人選 を岡島氏、 日野啓三氏に依頼 。
・ 補助金 の 申請を岡島氏 を中心に検討中。
・ 航空券 の手配を一括 して 「マ ップ 。インターナショ

1996年 度刊行 を 目標 に計画 を進 め る。
ニ ューズ レター第 4号 につ いて
そ の他

研 究 会 、 講 演 会 、 勉 強 会 へ の お誘 い

パ トリック・ マー フ ィ教授 の来 日に伴 い、 中・ 四国地 区で は研 究会 と講演会 を予定 して います。奮 って ご出席下 さい。
研 究会

・
日 時 :1996年 5月 10日 (金 ) 15:00〜 17:00
場 所 :広 島大学総合科 学部 A423
テ ーマ :エ コ フェニ ミズム、序論 と現状分析
歓 迎夕食会

:17:30か らウ ッ ドハ ウス

(フ ランス料理 )
」R八 本松駅近 く 会 費3000円 程度

時 所 マ 催
一
日 場 テ 主

△
本
演
講

1996年 5月 11日

(土

) 10:00〜 12:00

アステールプラザ 中会議室
エコクリテ ィ シズム とポス トモ ダニズム
中四国アメリカ文学会

上記参 加希望者 は 5月 5日 まで に、伊藤詔子

まで ご連絡下さい。

*こ れを機会にェコフェニ ミズムについての勉強会を始める予定です。手始めに読書会か ら始め第 1回 を6月 中に開催 し
たいと考えています。
テキス ト :」 udith Phは ed.,IL証昭 めθ woШ2dsf The■omisc oFEcoFclni滅 sm,Green Print,1989
参加希望者 は5月 末 まで に伊藤 まで ご連 絡下 さい。 日程 を調整 後 連絡 します。なおテキス トは各 自入手 して 頂 くか (出 版
元 :¶ 記 Merlin Press,10 Maklen Rorad,LDndon NV531‑IR,paper￡
7.99)、 ご希 望 によ リコ ピー を します ので あわせ
て ご連 絡下 さい。
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一
フ

バ

シ
愛媛大学
授業科 目名 (単 位数)
講義題 目

総合科 目D

担当代表者

木下

(自

ス

1995年

介

紹

度 統 合 科 目授 業 計 画

VI(2)

然 )を 解読す る
卓
3

曜 日時限

火

講義要旨

わた したちが 〈自然 〉 につ いて論 じる とき、そ れ はあるが ままの 自然 で はな く、 ある程度 の抽
象性 を ともな った文化 と して の (自 然 )と い う様相 を帯 び ざるをえな い。 学 問や文化 のそ れぞ
れ の領域か らと らえ られ るさまざ まの (自 然)に 触 れなが ら、 〈自然〉相互 間 の差 異やず れ を
認識 し、文化 と して の (自 然 〉 の全体像 を創 り上 げて ゆ く。

日

程

担

10月 17日

10

当 者

所

属

本下

卓

教養部

10月 24日

池田

忠生

教養部

10月 31日

黒本

幹夫

教養部

11月

福岡

正信

無

7日

職

講

義

内 容

イ ントロダクション
古代ギリシア人の自然観をその歴史的な背景
東洋 にお け る 自然観 の特徴
自然農 法 を とお して見た (自 然〉

11月 14日

川端 善一 郎

農学部

環境 と して の 〈自然〉

11月 21日

日原

冬生

教養部

甦 った遺伝子一 生物学の視点 か ら一

11月 28日

上田

紀行

教養部

12月 5日

本下 卓

教養部

性における

12月 12日

松久

勝利

教養 部

ピュシスの表象一西洋美術 にお け る (自 然 〉 の 問題 一

12月 19日

宇和川耕一

教養部

書か れ た 〈自然 )の 変遷 一 ドイ ツ文学 か ら一

永倫

教養 部
｀
教養部

イギリス文学と 〈
自然〉一 ロマン派以降一

望 月佳 重子

11

1月

小西

9日

12 1月 16日
13 1月 23日
14 1月 30日

〈
自然)と 文化一文化人類学 の視点か ら一
(自 然〉とは一ゲイ・カルチ

i― について一

ア メ リカ先 住 民 の (自 然 〉観

然 )と い うジャ ンルー アメ リカ ン・ ネイチ ャー ライ テ ィ

本下

卓

教養部

加藤

好文

教養部

アメ リカ南部 の (自 然〉観

本下

卓

教養部

総括

(自

Scott H.Slovic,Terren F.Dixon編 著 Being inめ c wοrFdf An Ellvfronmentar Reader for Wrfι ers
rMacmf″ an,199の が 4冊 、上智大学 の秋山健先生 のところにあ ります。本書はネイチャー ライティング研究 の基本図書 の一
冊で、裏表紙には以下 のような紹介文が載 っています。
rAれ E7tッ れ χ ra′ R̀α ど br wriた rs is a thcmadcally organizcd composidon rcader dcnvcd from thc
3̀れ gJれ 働
"
̀WarJ」
̀rノ
assumption that,as John Muir once putit,:'Inost pcoplc are οれthe world,notin it."Thc textis tour― part organization suggcsts an
evolving hlllnan relatonship to thc natun狙

・

、
vorld.詢 s tcxt includes:

Eighty― three selecdons of essays,lettcrs,and jourllal entries by au■ ors ranging fЮ m

Edwtt Abbey to Ann Zwingcr alld

including such diverse and exciting wHtcrs as GloHa Anzaldua,Wendell Beny,Sandra Cisncros,Anlue Dillard,Gretcl Ehllich,

Robert Flnch,Stcphen Jay Gould,and Eddy L.LЛ ns.ヽ4ultiplc sclcctiorLs by ten of thc anthologizcd authors are provided.
OSubstantial chaptcrintroductions;biographica1/critical hcadnotcs,many bascd on interviews with thc authors;topics for discus―
sion and、 v● ting:and selected bib1lographies.

O Color rcproductions of three landscape paintings and one photograph with discussion and、 vriting topics.

OGlossary of cHdcaltcrlns commonly used in discussing naturc wnting.

′

んιWbr′ ′」A″
From the Foreword by Senator Gaylord Nclson,the Founder of Eam Day:"A wFidng tcxtbook like B̀加 gれ ′
Eれ ν
J

れ

raJ R̀α ご

sor WrFr̀だ Offers students many ways of dcveloping skills as wHters and thinkcrs.ButJust as impoト

̀‐

tandy,I think,ithelpsto focus attendon on how human beingsl市

e on一 or in'一 the worlC an isSuc that wiH detclllline what kind

of world futurc gcncrations wiH inherit"

ご入 用 の 方 は秋 山先生 に ご照会下 さい。
リカのネイ チ ャー ライ ター の朗読 テー プ も数点 あるそ うです ので 、関心 のある方 は合わせ てお問 い合 わせ 下 さい。

なお 、アメ
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現 代 ネ イ チ ヤ ー ライ タ ー の構 顔
森 の女 ア ン

0

(4)

ラバ ス テ ィ ー ル

上周克 己

No.4

女 の 計画 を知 って嬉 しい。」 (1857年 4月 23日 )
それ に して も、女性独 りのウィル ダネスの生活 とは どうい
うものだろ うか ?処 女作『森 の女 』 はそ の一部始終 を語って
くれ る。彼女 の生 き方 は、多分 に 自主独 立精神 を謳歌するア
ウ トドア・ ライ フのひ とつで あ り、アメ リカ人の好みそ うな
話 で ある。 しか し彼女 は単 な る記録作 家 に甘 ん じる ことな
く、世 間 の偏見 や差別 の 中で女性 として の 自己定義 を試み
る。

続編『 ブラックベ ア湖を越えて』ではアディ ロンダック州
立公園に侵入 して くる様 々な開発や汚染 (酸 性雨や核魔棄
物)に 目を向ける。彼女 の環境意識が ます ます研ぎ澄まさ
れ、もちまえのヴァイタ リティが抗議運動へ と促す。 もっと
もすべてが深刻な話題に限定されるわけではな く、森の生活
の喜び にも多 くのページが費や されている。彼女 の森 の生活
はソコーのような禁欲的ではな く、性に関しては極めておお
らかである。 といってだれが彼女 を俗物と解せようか ?
優秀なエコロジス トとしての観察記録が『絶滅 した水鳥の
湖』 に結晶 している。グアテマ ラに生息 していたポ ックとい

ア ン・ ラバ ス テ ィ ー ル に初 め て接 した の は、 Robert F.
or2予 ツ
7den(CarFlbridge:Caln―

Sayre ed̲New ttb3〜 s

う水鳥の絶滅 についての美 しくも悲 しい話であ り、その背後
に我 々ホモ・ サ ピエンスという種の傲慢な生き方が問われて
いるのである。アン・ ラバスティールは 「簡素な生活 。高き
想 い」 の生活を送 る一方 で、生態学的良心 に則 り、環境破壊
に対 して警告を発 し続けている。

bndge Universiサ Press,1992)に 収 め られ て あ る彼女 の
エ ッセイ "Fishing in the Sb′ "で あった。 このエ ッセイ を通
して、彼 女 が ウ ィル ダネ スの 色濃 く残 る広大 な アデ ィ ロ ン
ダ ック山 中の ある湖 の畔 に本屋 を建て、独 りで ソ ロー 的生活
を営 んで い る ことを知 った。彼 女 は"female¶ Юreaurと し
ば しば形容 されて いるが ソ ロー は著書 の 中で女性 に関 してほ
とん ど語 る ことが なか ったので、彼女 を知 るまで ソ ロー と女

■aBastlle)は 1938年 、 ニ ュー
ア ン・ ラバ ステ ィール師
ヨー クで生 まれ る。 コー ネル大学 で博士号取得。野 生生物生
態学者 。 1965年 か らアデ ィ ロ ンダ ック州 立公 園内 に居 をか
まえ、独 りで生活 をす る。 1985年 か らは さ らに奥地 にある

性 は どうあって も結びつかない という先入観念 か あった。 し

小 さな湖 の畔 に本 屋 を建 て、 「ソ ローニ 世」 と命 名 し、現在
もそ こで森 の生活 を続 けて いる。 主要著書 として次が ある。

か しそ の偏 見 は彼女 を知 って以来捨 てて しまった。

I″

実際の ところ、 ソ ロー の 『 日記』の記述 の中に、 ソ ロー が
自然 を愛す る女性 につ いて言及 した一節が ある ことを教え ら
れた一― 「私 は これ ほ ど自然を愛す る若 い女性 を聞 い た こと

ててて ルし
てInan(1976)
7omer2arld W7rdemess(1980)
f≦

(『 自然 と共 に生きる女たち』晶文社、 中村凪子訳、1987年 )

がなか った。彼女 は寂 しい荒れ果 てた地 に行 って、独 りで住

BeyondBFackBcarla■ e(1987)
Attυ maPocrAnPorOgiSι bAccoLmι Ofι ね
e正 漱すFnc″οn οfa

む とい う。彼女 は『 自由に生きれ る』 と考えて いる。私 は彼

spccfes(1990)

●『ユ リイカ』 3月 号 (青 土社)
同誌 3月 号が特集 「ネイチャー ライティング」を組んで い
る。 5人 のネイチャー ライターの最近 の話題作を巻頭に、 ロレ
ンス・ ピュェル、スコ ット・ ス ロヴィックの問題提起に富む論
考 のほか 、95年 度 日本英文 学会 のシンポ ジウム・ パ ネルで
あった志村正 雄、荒 このみ、佐藤 良明氏 の各論考 、それ に
ASLE― 」
apanか ら伊藤詔子、笹田直人、野田研一各氏が論考
を寄せている。 また巽孝之、今福龍太両氏 による徹底討論
「ウ ォール デンの浜辺で一ネイチ ャー ライテ ィ ングを解放す
る」は、アメリカのネイチ ャー ライテ ィングというジャンフ
レを
自然派や特定 の趣味 。指向の開域に封 じ込めることな く、アメ
リカ文学やアメリカ文化、あるいはさらに大きな文脈の中でと

らえよ うとす る挑発的な議論 が展 開 されて いる。 さ らに
ASLE―Japan会 員 の分担執筆 による、 山里勝己編 「ネイ
チャー ライティング 。キー ワー ド集」、高田賢一編 「アメリ
カン・ ネイチャー ライティング・ ブックガイ ド30」 は、今後
ネイチャー ライティングというジャンルがよ り広範 に共有 さ
れるための重要な役割をはた して くれるだろう。『フォリオ
a』 2号 、『英語青年』以来、久 々の本格的な雑誌特集 は、
ネイチャー ライティングの今後 の動向 のみな らず、エコクリ
ティシズムヘの大きな足がか りを提示 している。
●『アメリカ文学 の (自 然〉 を読む』 (ミ ネルヴァ書房 )
スコッ ト・ スロヴ ィック、野田研 一編 『アメリカ文学 の (自
然〉を読む一ネイチャー ライテ ィングの (8ペ ージに続 く)

7

鈴木大拙 の 「エマ ソン論」は、正確 には 「エマー ソ ンの禅
学論 」 (『 禅 宗』第 14号 、鈴 木大拙 全集 所 収・ 和文 )と 題
され 、明治 29年 (1896年 )に 書 かれて いる。エ マ ソ ンか ら
の 引用 は主 に ¶R

OVe卜 Sotllか らで あるが 、他 にCircles,

Sel← re■ anceま た L.D.S.と 略 され る ものか らの 引用 も数
力所 ある。 当時 26歳 の大 拙 はまだ渡米 前 で あ ったが、す で
に先 に渡米 していた師匠の釈宗演氏の講演原稿 の英訳 の仕事
を手伝 うほか 、師 匠 の示 唆 の も と 「新宗 教論 」 な る著作 も
あった。大拙 は この歳 まで に学業 の傍 ら、積極的 に禅 の修行
を行 い、 禅 に対す るかな りの知見 を得ていた と思われ るが、

認」 め、そ の求 めると ころが、禅 の思想 の持
つ不立文字・ 教外別伝・ 見性成仏 によるさ と
りへ の道 筋 と大 いに一致 して いる ことを論ず
る。それ は単 に禅 との類似点 。共通点 を挙 げ
るのではな く、む しろ大拙 自身が真 にエマ ソ
ンの思索 に共感 の意 を持 ち、そ の共感 の意 と
大拙が禅 に対 して抱 く共感 との共有点 を淡 々
と語 る もので ある。大拙 は 冒頭部 分 で 「彼

松
原

(エ マ ソ ン)は 禅 を説 くものな り、少な くと

も禅 的修養 を説 くものな り」 とまで言 いき っ

有F

て い る。
大 拙 は まず 、'The Over― Sotll"の 中か ら
禅 の 「不 立 文 字」 に共通 す る部分 を引用 す
る。 「言語文字 の答 は詐な り、汝が求む る所

男

うなものであるChe O■ 7er sOul)と エマソンは語 る。 した
がって真理 (も しくは神)は 外 に向かって求め るものではな
く、自分の内側 に向かって求めるべ きものである。ゆえに神
の語る所を知ろうと思った ら、 「汝 の密室 に入 りて門戸を鎖
ざす lgointO l■ is closet alld shutthe d∞ r)」 ことが必 要 に
なる。自らの周囲の社会的環境をすべて遮断することによっ
て、はじめて自分の中にある神の言葉 。真理 (悟 り)を 体験
す ることができるのである。
このように、禅 とエマソンに共 通す るものは いわば 自己の
理性判断・直観へ の絶対的信頼である。 しか し、禅は さらに
理性 の真理 に対する直覚性には、現実社会における自己判断
の否定が伴 うものであるとす る。 「まづ死せ よ、先ず忘れ

鈴 木 人 拙 の エ マ ソ ン論

同時 に維新以来 日本 に紹介 されてきた西 洋 の文献 にも興味を
示 し、哲学書等 も広 く読書 していた とされ て いる。
大 拙 はエ マ ソ ンが 「直 覚 的真理 の存在 を

は実 に言 詮 を離 る」 (ノ 讐l arlswerin words
is delusivelitis really no answer to the questions you

よ」 と説 く禅 は、 自分 の記憶 も自分 の環境 の
ひ とつで ある として、その記憶 を消 し去 る こ
とにその修行 が始 まる とされ る。大拙 は この
点 にお いて も、エ マ ソンの思索 に抜か りがな
い ことを "Circles"か らの引用 で証 明 して い
る。 「此 に吾曹が切 に得 ん ことを望んで止 ま
ざ る一事 あ り、即 ち吾我 を忘 る る こ と是 な
り、常軌 の外 に出でて 自ら驚 くこと是な り、
無量 劫来 の記 憶 を失却 す る こと是 な り。 」

Qe one tlling、 vllich、 ve seek、 vith insa―
tiable desire is to forget otlrse市 es,to be

strpHsed out of our prOpdety,to lose

our sempitemal memow… .に の境 地 に
至 って は じめ て 、 「個 人 的霊体 (the indi一
vidual solll)」 と 「宇 宙 的霊体 (the Ш dver―
隧l

sotll)」

が融合す る準備 がで きあが るので

ある。

ask。 )「 不立文字」 は、真理 は文字 に表せ ず概 念 で は規定で

さて 、 このよ うに禅 学者 大拙が エマ ソ ンに対 して 覚 え る共

きな いとす る思想で ある。大拙 は人間社会 にお け る言語 の貢

感 はけっ して 偶然 の もの とは考 え られな い。それ は、エ マ ソ
ンのコ ンコー ドにお ける ヨー ガ行 へ の傾倒や、イ ン ド諸宗教

献度 を大 いに認めた上で、そ の言語 による東縛が、求 めてい
る ものを見えな くす るとい うエマ ソンの指摘 を、そ の著書の
中か ら拾 い上 げる。言語 ・概念 によって真理 に到達で きない
とい う視点か ら、 「た とえ聖 賢 の言葉 で あって も自らそれ を
真 と認 めな いのな らば信ず る価値 がな い」 (L.D.S)と の

典 の 読 書 に起 因 して い る と思 わ ぎ る を え な い。 た とえ ば
"Cicles"の 中に語 られ るよ うに 「自己 を忘れ去 り、 日常 の妥
当性 を脱 し、無限の (無 始 以来 の)記 憶 を捨て去 る こと」 を

禅 の悟 りは、他 人か ら教示 され た概念 によって得 る ことが

求 めるのは、禅思想 の祖先 とも言 うべ きイ ン ドヨーガ学派 の
基本思想で ある。
大拙 は、 「今後 も西洋 の文学 の 中で禅 的 な要素 を持 ってい

できるのではな く、 自らの禅的体験 によってのみ得 る ことが
できる。大拙 はそれ を 「吾 自ら之 を見 て之 を了す るにあるの

るものを紹介 し、 また禅が世界 に向か って宣伝す べ き希有 の
思想であ る こと も論 じてゆきたい」 と して、 このエマ ソン論

み」 と表 現 している。エマ ソンの語 る真理 も 「それ を見た と

を閉 じている。 しか し大拙 は現実 には このエマ ソン論 を書 い

きにのみ真理 とわか る」 ものである。それはあたか も自分が

た翌年か ら11年 間の渡米 生活 に入 り、そ の生涯 は もっぱ ら禅
思想の海外 へ の紹介 、翻 訳 に 費や され る ことになる。

エマ ソ ンの主張 に賛 同す るので ある。

目覚 めて いる ときに自分が 目覚めて いる ことを知 覚 で きるよ
世 界 へ 』 (Scott SIovic a週 Ken― ichi Noda,eds.Enヾ km―
he
menLaApprOac・ hes ro A■ lerFcan LiteraFurer Tol,4and ι

WoHd OfNature西■■ιing.Minerva Press,Spring,1996)
が 4月 下旬 ミネル ヴ ァ書 房 よ り刊 行 され る。 (自 然 とい う文
化 )を キ ー ワー ドに した 19編 の論 考か ら成 る論 文集 。
ア メ リカ文化 と自然環境
第 1部
第

2部

第 3部

アメ リカ文学 と自然 ‑1900年 以前
現代 アメ リカ の環境 文学 を読 む

AIE― 」apan設 立以前の準備会段階 にすで にスター トした企画
8
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で あったが、ネイチ ャー ライテ ィ ングヘ の関心が徐 々に高 まる
中、着 々と構想か ら編集 までの作業が続 け られて いた。執筆陣
潔 su}Japanお よびASIE U.S.か ら参画 し、訳者 もパ LE―
ャ
Japanの メ ンパーで ある。ネイチ ャー ライティ ングを中心 とし
た ここ数年 間にわた るさまざまな展開の一つの里 程標 を成す論
文集で ある と同時 に、次 のステ ップヘ の方向をお のず と提示す
る論文集で もあるだ ろ う。
(13ペ ー ジ に続 く)

Apri1 25,1996

ASLE―」apan Newsletter

「 日本 のネイチ ャー ライテ ィ ング」 のための一 つの試論
一 国 語 科 の 教 材 を通 して 一

高校 の国語科教員 という立場で、どのように 「環境」 の問題
を扱えるかという試みの中か ら、昨年、環境関連 の文学教材の
リス トを作成 しました (「 第 6回 日本環境教育学会大会」にて
発表)。 直接 「日本 のネイチャー ライティング」の研究をめざ
したものではあ りませんが、応用できそうな部分 もあり、とり
あえず話題提供 ということで報告 します。
まず、 リス トの概要についての説明ですが、現在高校で使用
されている (文 部省の 「検定」が済んでいる)国 語科 の教科書
64冊 (1994年 時点。現在はもう少 し追加されて いる模様)の
中か ら、 「環蜘 に関連 した題材を扱った教材をリス トア ップ
したもので、計1引 教 材とい う結果にな りました。 この作業を
行っていく上で重要な問題となったのは、選択の際の視点 。基
準をどこにお くか、という点でした。単なる自然描 写 というこ
とであれι
ま ほとんどすべての教材が対象となってきます。そ
こで、基本的な姿勢 としては 「環境 に対する問題意識、および
問題解決のための意欲につながるような方向性をもつ」 ことを

重視し、その上でЭ自然界のさまざまな事物 。現象などを直接
題材としたもの、②野外活動や地域社会の中での「自然とかか
わる人間」を題材としたもの、③伝統文化・先住民文化などと
の比 較か ら現 代 の社会 を考 え直す ことをテーマ と した もの、の

3つ の条件 を設定 し、いずれ か に該 当す るもの、 とい うことで

選定を行いました。①②③それぞれの分類について、若千の実
例をあげてみます。
①『えぞ松の更新』 幸田文
『最後 の一 羽』
『一 滴 の水 か ら』

加藤幸子
立松和平

『 動物学か ら学ぶ こと』 中川士 郎
西 岡常 一

植村直己

『梶 田富五郎 翁 を訪ね て』

宮本常一

『晴耕 雨読 〜深沢七郎 氏 に開 く〜』

問題は、定義の確立、共通認識 としての基準づくりであろうと
思われます。アメリカ文学 の中での定義はあるものの、文学事
情の異なる日本 でそのまま当てはめるわけにもいかず、また 日
本文学の中で利用できそ うな既製の概念があるわけでもないた
め、新たな枠組みを考えなければな らないということになりま
すが、結局のところ、多 くの作品 に当た りなが ら帰納的に大枠
を考え、それを土台にして細部 を検討 してゆくという方法が最
もよいのではないか という気が しています。
先にあげた作品例 の中で気づかれたかもしれませんが、 この
リス トはいわゆる 「現代文」に限定 してあります。現在の国語

論 じるわけにはいかないように思われます。さらに言え ￨よ 日
本文化に常に影響 を与え続けてきた中国文化 ―老荘思想や田園
詩人など―も含めて考えるべ きかも知れず、まだまだ膨大な研

②『自然との触れ合い』 長谷川恒男
『北極点 単独行 』

ン、評論、また小説まで さまざまなスタイルの文章があり、そ
れぞれを比較することにより、例えば、 「文学」として考える
ための基準 の設定や、著者 の「自然」に対する姿勢の取 り方、
問題意識 の持ち方など、全体的な傾向のようなものが少 しは整
理されてくるのではないで しょうか。
現在、 「日本 のネイチ ャー ライティング」研究の一番大きな

子』、また西行 (個 人的にはネイチャー ライター として考えた
い)の 作品など、同じように自然を題材としていても作者 の意
識には大きな隔た りが見 られ、一口に 「古典」 という枠だけで

『鳥 に も自然 の分 け前 が ある』 荒垣秀雄
『 「生命 の物語」 を読 む』 中村 桂子

『 千三百年 の ヒノキ 』

が、とりあえずは、視点を明確 にするための手がか りとして考
えられるのではないかと思います。例 にあげた作品だけでも、
随筆的なものを中心に、記録や解説 の ようなノンフィクショ

科教育 の事情によるものですが、 「ネイチャーライティ ング」
研究 として考えると、古典作品の扱いの問題は避けられないも
のがあ ります。 「古典」 といって も、『万葉集』か ら『枕草

池澤夏樹

『夢見 る雑草た ち』

品など、 この分類ではとらえきれないもの もあり、また、例え
ばЭなどはかな り拡大 した解釈 も可能であって、境界のつけか
たが明確にできな い、といった問題もあります。もう少し整理
したほうがよいという気が しています。
さて、 「日本 のネイチャー ライティング」研究への応用です

開高健

③『日本人の自然観』 河合雅雄
『祖父か ら孫 ヘ ー 文化 の伝承』 高 田宏
『水 は天か ら貰 い水 』 富山和子
『 TREE』

Co w.ニ コル
『 山里 の変化 といわ なの保護 につ いて』
『繁栄 の現在・ 窮 乏 の未来』 加藤 尚武

究テーマが残されているといえそ うです。
「日本 のネイチャー ライティング」を研究した いと思 いなが
ら、まだ入 り日のところに手をかけたばか りというの力 感で
'実
す。もう少 しまとまったものができればいずれ報告 したく思っ
ています。 とりあえずその入 り回の手がか りとしてリス トを ご
紹介 しました。 リス トの内容等、もう少 し詳しく知 りたいとい
うご希望などあ りました らご連絡 ください。

内山節

作品名だけで内容を紹介するスペースがないのが残念です
が、比較的よく知られた著者のものをあげてみました。ある程
度の雰囲気は伝わるのではないかと思います。もちろん、①②
③の分類は便宜的なものであって、①③両方の要素を持った作

]名 古屋市立若宮商業高校

[連 絡先

国語科 亀井浩次

追記 :現 在、アメリカの環境教育プログラム ̀RdectLom―
ingTree"の テキス トの翻訳 (英 語→ 日本語)ポ ランティア を
募集 しています。 ご協 力いただける方は上記連絡先まで ご一報
ください。
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先 日、古 いズボンを繕っていたときに、ある考えがほくの頭
に浮かんできた。
でもちょっと待って ほしい。なんで針 仕事なんかを していた
のかって ? 針仕事は男のやることではないし、なによりも今
日の忙 しい人間のやる仕事か らは、あまりにかけ離れている。
針仕事ほ ど非経済的で、必要性もなければおもしろくもないも
のはないだろう。
た しかにそ の通 り。でもぼくは このズボンが気 に入っている
のだ。十五年近 くはいているか ら、 しっくりなじんでいるし、
個性 もある。なん ともいえない 「質」感もある。 いつも身近に
あって、 こんなに長もちしたんだか ら、少しひいき目に見ても
いいだろう。 とにか く気 にいっているのだか ら。
まあ、好きなんだということにしておこう。でも実はそれ以
上の ことがあるような気がする。針仕事をしていると、思って
もみなかった ことが起きるらしい。針仕事を通 して、はつきり
何 とは言えないのだが、何か しら確固たるものに引きつ けられ
るのだ。それが良いものであることをぼくは信じている。ある
種 の思想、あるいは存在と言えるもの。そうしょっちゅうは体
験できない。でも、何かを示 しているとぼくには思え るのだ。
ぼくは、まめに針仕事をす るわ けではない。だか ら、うまく
ないし、自己流だ。針仕事 自体が先生だった。何にもまして、
針仕事によって ぼくは 「質」 というものにじかに接す る。昨今
ではとて もまれなでき ごとである。針仕事が、ぼくを服 に集中
させる。一インチ ごとまた一センチ ごとに、ぼくはものごとの
本質 に引きつ けられて いく。今 になって不思議に思 うのは、な
ぜ特にこのズボンのよさがわかったのだろうかということだ。
なぜ この十四年間に特別なものになったのだろうか。柔 らかい
けれどこんなに保ったのはどうしてか。確かに縁が少 しす り切
れ、ポケットの入 り口は幾針か縫う必要がある。でもまだまだ
しっか りして いる。このズボンにはずっと愛着を持ってきた。
以前 はジョギング用 として使った こともあったが。最近は、
キャンプで一 日の終 わ りにはくか、室内用 にしている。今で
は、過激な扱 いをしないように、前よりも気をつ けるようにし
ている。ずっともたせた いか ら。もっと学べ ることがあるので
は、とさえ思っている。
このズボンは、最初はそれほど信頼がおけるものには見えな
かった。スポー ツ用品店で半端 ものにな り、パーゲン・セール
に出されたのだろう。安物である。最新のスポー ツ・ ウェア界
好みの派手さにも欠けている。だか ら買った時は、あまり期待
はしていなかった。で も驚いた。できが しっか りして いたの
だ。材質は木綿で、他 と比べて一番薄地だが緻密に織 られてい
た。軽くてはいている感 じがしない。それに柔 らか い。キャン
プの本によると、本綿はアウ トドア用品としては、避けた方が
いいらしい。保温は悪 いし、乾きにくいか らというのだ。でも
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このズポンといえぱ、呼吸をして いるかのようで、 しかも風を
遮るか ら暖か く、新 しい合成繊維 のようにさらさらしている。
売れ残ってはんぱものになったのは、見栄えが しないか らでは
ないだろうか。それにひきかえ、す ごくスマー トで鮮やかな色
彩 の一一 エ リー ト版 といったところか一一キュ ッキ ュッと音を
たてるナイ ロン製が売れていたのだ。
ぼくは針仕事は苦手だ。 しょっち ゅう急 いで しまう。他 の場
合 もそ うなのだが。痛い !ま たやった。針仕事 を している時
は、慌ててはいけない一―たちどころにそ う教えて くれる。よ
くあせって しまうが、それはまず い。あせれば一一痛 い !と 、
す ぐこうなる。だか らいやでも針 目に集中せざるをえない。ぼ
くが急いで しまうのは、自分が時間をむだにしているのではな
いかと思 い始めた時なのだ。 いろいろな考えが、頼まれ もしな
いのにまた頭に浮かんでくる。他にすることがあるのではない
か ? 授業 の準備 は ? 書き物は ? 請求書はどう した ?
まった く、またやって しまった
針仕事は、ぼくを布地 へそ して針へ と向き直 らせる。 という
か、戻 らせて くれる。布地 と針が融合 し、一つになる。 うまく
縫えた時にはの話だが。毎 日針を持ちたいとは思わないし、そ
!

うたびたびでも困る。でも今みたいな時には、禅 の瞑想よ りい
いかもしれない。やってみるといい。集中力がなくなっても、
思 い乱れても、禅僧か ら頭に一発 もらう気づかいはない。 この
人を裏切 らぬ針を手にしているのだか ら。快調 の時は、より奥
深 いところへ ぼくを導いてくれる。そ うでない時も、少な くと
も目標は見える。ぼくの手―一 もう一人のパー トナーー にとっ
ても嬉 しい話だ。なんで嬉 しいかといえば、自分の軟弱な都会
暮 らしにもかかわ らず、今でも指にはしっか リタコが残 ってい
て、針先を感 じるだけで、針 と布を扱えるか らだ。あたかも、
盲人なのに、ものが見えるかのよう。針先の感触を妨げるよう
な指ぬきには用はな い。皮膚 の方が役立つし、 しっか リタコが
できていれば足 りる。そ して針。柔 らか い布地 の間を貫 いてい
くのがわかる。最高のものはみんなそ うだが、まさに感覚的
だ。針はぼくに教えてくれる。禅僧が矢と的とが一体化す ると
い うのは こうい うことではな いか。 もしか した ら、公案よ り
もっといいか もしれない。 このズボンの布地 について考えてみ
る。なぜ特にこのズボンがよくできていたのだろうか。商標に
は 「プラジル 製」 とかいてある。それは確かに合理的な判断
だ。ズボンは 「悟 り」 の産物ではない。が、役 にたつのだ。本
質的なものなのだ。それによってぼくは、この服に、そ してぼ
く自身に引きつ けられ、ぼく自身の自我を超えるのだか ら。
どうした ら人生の本質を見つ けられるだろう。服の本質 の中
に ? 良い素材一一物質主義の産物ではなく、必需品であり、
昔なが らの味わ い深 いもの。特 に本質と生命が感 じられる服を
思 うと、ぼくはそれをじょうずに使いたくなる。そういうズポ
ンをはいていると、歩き方も違ってくるのに気がつく。その存
在を意識するようになる。流行の服だと汚 してしまうのではと
心配になるが、服のもつ生命を意識するようにな り、それを大
切にした くなるのだ。長 く残るものを探 し、見いだす、という
ことなのだ。
ぼくはそ うしょっちゅうは針仕事をするわけではない。時た
ま針を持 つのが好きなだけだ。 というのも、つまり何か実際 に
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やれるようにな りたいか らだ。何か、基本 的な ことを.根 本
的なことを。昔の人がやっていたような ことを。電気がなく
て も、できることを。専門家を呼ばな くてもいい ことを。針
仕事―一。女性 のやることだ って ? 船員 とか、ハ ンターと
か、さもなければ、 独力で生きなければな らない人 にそ う
言ってみた らどうか。ぼくは多 くの実際的な ことを習わない
できてしまった。エ ンジンや車、機械類を直せないし、前に
はやつていた木工や大工仕事は、都会生活 と共にさびついて
しまった。 何 もできないまま生きな くて はな らな い とした
ら、困った事態になることは 目に見えている。だれかが もう
一度教えて くれるよう望む しかない。 しか し、ぼ くは何かが
できるよ うにな りたいのだ。そ うだった、ぼくは このズボン
が縫えるん じゃないか。
今 日、 いろいろな ことを行 う方法が本当のところわかって
いないのではないか、 という不安な気持 ちをぬ ぐいきれな
い。で も、ぼく同様多 くの人がその不安を抱 いて いるとは、
あるいは気付 いて いる とは思えな い。 社会 一般 とい うよ り
は、個人 としての話なのだけれ ども。ぼくらは、若 い人たち
に大切な ことを教えてはいないのだ。役 にたつ ことや、 どこ
にいても行える こと、世界を結び つけること、満足感 を与え
るような ことな どを教えてはいな いのだ。ぼくらは、自分の
子供たちも含め、皆 自分だけの小さな決ま りきった仕事 をす
るだけの ミク ロ的専門家 の世界 に 閉 じこもっている。だか
ら、完全な消費者 とな り、独 自には何 もできないようになる
のだ。専門家 を呼ベーーそんなものは捨てて しまえ―一新 し
いのを買えばよい。
こうして、ぼくらは人生に深い不安感を抱 くよ うになる。
あまり奥深 く詮索 した くない不安感だ。あま りにも行きすぎ
たバ ランス・ システムについて、熱力学第 二の法則 の容赦な
い警告、又はもっと身近な常識のそれに賭けてみた い。ぼく
らは、内心変化 を恐れ る人間 として、 うまれなが らに保守
的一―悪 い、貪欲な意味において一― になっている。 自力で
何かを達成できないので は、と恐れている.真 の自立が意味

being bound without alterlladve to a single way,1lke the ani―

する ことを恐れて いる。
時を繕 う。今 日ではほとんどすたれた考えだが、今を生きる
ぼくらにはどんな意味をもっているだろうか。確かに、物質主
義者 の社会 にとっては、脅威だ。お膳立てされた流行 り廃 り
と、専門志向の社会にとっては脅威だ。ぼくらが皆、高価 で寿
命の短 い流行 の商品を買 うのをやめ、また繕 いものを始 めた
ら、ぼくらが考えて いる経済 は、大幅に変わ らなければな らな
いだ ろう。繕 いものの世界 ? これ こそ、本当に脅威だ。我 ら
が誇る商工会議所のお偉方な ら、迷わずやっきとなって根 こそ
ぎにしようとするにちがいない。まさに治安妨害。繕いものの
社会だって ? ばかげている。異端だ し、危険きわまりない。
原住民や伝統 を生きる人々の、もっとゆった りとした長続きす
る方法 と同様に、ばかげていて、 しか も危険なのだ。
このズボンを縫い直 していると、このように語 りかけて くる
ものがある。本質 と、そ して他の多 くの、ぼく力｀
価値を見 いだ
していることへの可能性について語るのだ。ぼくに語 りかけ、
ぼくがよ り良い人生を生きた いと思 うような方法をそっと教え
てくれるのだ。一インチず つぼくは縫 い続ける。急 いで しまう
こともある。相変わ らず針先でちくりとや られる。針 目を見れ
ば、ぼくの心 と手が どこにあったかがわかる。ふぞろいな針 目
もあれば、きれ いにそろい、布地 とびた りと合った一定 の リズ
ムが感 じられるものもある。 こうしている時に、ぼくは真理を
学び実行するのだ。布地や針、そ して自分 の手に没頭す る時も
ある。 これ らのものが、一つに統合され始めているように思え
る時もあれば、縫っていることさえ忘 れていることもある。
ぼ くは針仕事 の貴重 な教 え に一一時 々 は針で刺 され なが
ら――そ してぼく自身を繕 うことに、感謝 の念を持ち続けた い
と思 う。つ まるところ、ぼく自身も丹精込めた生 き方を したい
のだと思う。
「
オ 時 を繕 う」 をニュー ズ レター 第 4号 に掲載す るに当たって
は、紙幅の関係で、著者ブルー ス・アレン氏の了解を得て、3分
の 1ほ どを削 らせて頂きました。
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●鈴木貞美編『大正 生命主義 と現代』 (河 出書房新社)
昨年 3月 に刊行された本で いささか ご紹介が遅れたが、文学
と環境の問題に重要な視点をもたらす 日本文学の側か らのアプ
ローチの一つとして注 目した い本。大正時代 にほぼ重なる1905
年〜1923年 の間の時期、 「『生命』の語が氾濫 し、『生命』が
スーパー・ コンセプ トになっていた時代が、かつての日本にも
あった」 という点 に着 目してそれ を 「大正生命主義」 と名づ
け、 この概念装置を使って時代の思想 。文化状況を観察す る新
たな手がか りを導入 しようとしている。各論考 にも新 しい視点
か らの日本近代文学 の相貌が提示され、日本 のネイチャー ライ
ティング研究を進める上でも重要な文献 となる。なお、続編 と

Cottectural

Kant,Immanuel."Whatls Enlightenment?"and

οヮ.In―
′θ ″お′

生命〉で読む20世 紀 日本文芸』 (『 国文学
して鈴木貞美編『 〈
解釈 と鑑賞』別冊、至文堂 、1996年 )が あり、こちらも示唆 に
富む。また、鈴木貞美著『 「生命」で読む日本近代』 (日 本放
送出版協会)も あわせて読みたい。
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風 コ ク リ テ ィ シ ズ ム :語 り 、 価 値 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 、 擦 触
スコッド・ スログィック/氏 江摘具チ + 佐藤易儡 + 相原饉子 +器 塚憾子 駅
ネイチャー ライテイ ングの入門編 として、私は 「エ コ ク リテ ィ シズム」ということばを、次 のように定義 している。
エコク リティシズムとは、
学問的 アプ ローチとしてネイチヤー ライテイングを研究する こと、
逆 に言えば、あ らゆる文学形 において、た とえば一見人間社会以外を考慮 に入れて いないようなものも含めて、
生態学的意味、及び人間 と自然との関係を追求す ることを意味 している。
また、私はエコクリティ シズムに関心を持つ他の文学研究者 に対 して、以下の四つのポイン トを強調することにしている。
1、

ス トー リーテリング (語 り)

環境批評家 (ec∝ ntics)は 、
文学分析 のために物語 (stones)を 語 るべ きである.
我 々は、文学研究 を何 の香 りも味もしない、実際の経験を欠 いた無味乾燥な、過度 に知 的なゲームにしてはな らな い。
研究を通 じて、自分 自身のことを物語 り、
その結果 どのようにして この世界 との絆が、文学作品へ の反応を形づ くるのかを示さなければな らない.
2、

価値観

ネイチャー ライティングの代表的研究者 であるグレン・ ラブは、
1'Revaluing Nature:Toward an Ecological Criticism"(7cstemノ
4mencan EleralLIre Nov.190〕

jJ

「学者ぶったかまえや中立性」 には用がな いと、主張 していると思われる。
一番基本的な レベルにおいて、学問として の文学及び文学そ の ものは、人間の価値観 と態度 に結び付 いている。
文学表現が、世界で何が重要であ り意味深 いか ということを
どのように読者 に決定 させるかを、我 々は批評家及び文学 の教師 として考 える必要がある。
我 々は、価値観 の問題を避けて通ることはできな い。
これは、文学 (又 、哲学や宗教)研 究 の主 要領域である し、
なぜ人文科学が大学 の環境学 において、重要な位置を占めているか、ということの理 由の一つで もある。
3、

コ ミュニケーシ ョン

言葉 と紙 を無駄 にしてはいけない,言 うべ きことがある場合 は、明確 にかつ直接言 うべ きである。
つまり相手にそれを伝えるのだ。
多 くの文学研究 は判読不能な くだ らな いものだ。
それは現実の読者 を想定 して書かれたものではない。
とりわけ、環境批評家は明確であ ると同時に優雅な言語 を使 うよう̀き 掛 けるべ きである。
4、

接蝕

一年前、私は木下教授、上岡教授 と共に、松山市郊外 の山の中に、『わ ら一本 の革命 』 (1975)の 著者である84歳 のお百姓哲
学者 の福岡正信氏を訪ねる旅 に出た.そ して、 この旅の間ずっと考えていた ことを尋ねてみた。 「私たちの自然理解 に、大学が
貢献す ることが可能で しょうか。我 々文学者 についてどう思われるので しょうか。」すると福岡さんか らこのような答えが返っ
てきた。 「鳥が鳴 くのをお間きなさい。」皆は話す のをやめた。小屋の外では鴬が鳴 いていた。そ して福岡さんの助手が囁 いた。
「先生は、 もしあなたが素朴な心を持てば、そ の ことは可能だ とおっしゃって います。」 つ まり、もし、私たち大学に働 く者た
ちが、自然そ のものに対する注意 を怠 らなかつた ら、そ して講義や理論やテキス トや研究室の中に自分を見失 うことがなかった
な ら、 自然に対する社会の理解や評価 に貢献することは出来るだろう、ということなのである。環境批評家は、文学や仲間同士
との接蝕だけでなく、物理的な世界 との接蝕を持 つ ことが必要である、とい う強 い警告 の表れな のである。これ らの考えは新宿
の 「千草」 という居酒屋でのネイチ ャー ライティ ングの討論を思 い出す度 に、私 の頭をよぎる。 と、いうのも、 このパーの中で
は自然界が、ただ一つの抽象概念になって しまい、紫煙 と窓のない暗 闇の中に埋没 して しまうか らなのだ。私たちは文学者 とし
て真剣であればあるほど、現実世界 との接蝕を持 つ ことが必要なのだ。
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をいっぱい開いて、緊張 して しまう。何 よ りも、足元か ら視線
をそ らす のが恐 い。自動車教習所で、突然路上練習に入 ったよ
うな感じだ。どうや ら、この 「第 4段 階教習」は、ゆっ くり時
間をかけな いとだめ らしい。
慣れない足 どりなが ら、日向山の頂上まではそう苦労せずに
やってきた。しか し、問題はその先である。普段、研究 目標だ
の、テーマ設定だの、そのなことばか り考えて いる人間が、突
ノリコち ゃんは、女子大出身の才媛だ。アンティー ク・ ドー
ルのように白い肌 と、華奢なスタイルのお嬢さんである。その
彼女が、山登 りになると、20キ ロの リュックを背負 って しまう
というのだか ら、人は見かけによ らない。
今回の山行きも、たしかノリコちゃんが山の話をしていて、
ブルースがのってきたのではなかったか。だが、問題はそ のほ
かのメンバーである。 うかない。ナオミさん曰く、とにか く山
登 りは苦手だか ら、あんま り……。 ヒロコちゃんは、麓でカ
レーを作って待っているか ら、みんなで登ってきて、と最初か
らお手軽 コースをね らっている。ユーコさんも、山ねえ…… と
いつた調子。どうも、カレー班ばか り充実 しそうな気配だ。 こ
れが自然愛好家 (の はず)の 面 々のせ りふであろうか。
一方、は りきっているのは、ブルース。山と聞いただけで、
もう立ち上が りかける。だか ら、ノリコちゃんの話 に二つ返事
であった ことは言 うまでもない。
さて、だれがプランを立てるか。結局、以前丹沢の近 くに住
んでいた私が、計画する ことになる。役得 !と ばか り、私の好
きな山里散策コースを選ぶ。大山の東側の丘陵地帯だ。刈 り入
れが終わった田圃の畦道や、みかんのな り始めた丘など、慣れ
親 しんできた光景が頭に浮かぶ。
そ して 1995年 11月 12日 の朝。小田急線伊勢原駅 には、 6名
の顔がそろった。もう足踏み しているプルース。ニューフェー
スのレイコちゃん。社会人のアキエちゃん。顔 に「修論 どうし
よう。」 とかいてあるヒロコちゃん。 3日 前 にも山に行ったノ
リコちゃん。そ して私 だ。特別出演 の高田先生は、急に御都合
が悪 くな られて、残念。ナオミさん、ユーコさんとミホちゃん
も来 られず、運が悪い。
終点の 日向薬師でバスを降 りる。薬師様へ向か う坂道 を歩き
だす と、まもな く土手一面 にヒガンバ ナ の葉が濃緑色 にかた
まって茂っているのに気がつ く。 9月 の末 に来た ら、さぞ花が
み ごとだったろう。曲が りくねった狭い道 に農家が何軒か向か
い合っている。軒下には千 し柿がぶ らさが り、昔懐か しい。里
芋 の茎が庭に干 してある。菊に混 じって、まだオシロイバナが
咲き残って いるのがお もしろい。山と畑の間で、自然と共存じ
ている 日々がうかがえて、なんともうらや ましい。
茅葺きの御堂 の裏 にある、梅林兼雑木林が 日向山だ。たった
404メ ー トル じゃないか、と思ったのは最初だけで、登 り始め
るとけっこうきつい。滑 りやす い所が何力所 もあって、つい視
線が下にばか り向いて しまう。と、それまでいつ もに こにこし
ていて、発言 を控えていたブルー スが、 こう教えて くれ る。
「一カ所ばか り見ていないで、両腕を広げたくらい まで広 く見
るようにして ご らん。」
人間の視野は、普通 は45度 位 の角度 しかないそ うな。ところ
が、意識 して広 く見ようとすると、 これが難 しい。思わず両目

然、途中まで来た ら、時間はたっぶ り、でも行 くあてが決まら
ず、という妙な状況に直面 したのだ。第一、日向山か ら先の道
と、地図が全然 一致しない。だが、常 日頃、権威ある原典 を、
と頭にたたきこまれている我 らとしては、当然国土地理院二 万
五千分の一の地図、厚本の巻 にのっとって行動 したい。だか
ら、 ここでもその地図と、丹沢ガイ ドの地 図をくらべなが ら相
談を始める。 どっちみち300‑400メ ー トルの高さの地 域 を歩
いているのだか ら、遭難する恐れはまずないだろう、とみんな
考え、尾根 に向か うコース をとることにす る。
まもなく、無事梅の本尾根 とや らに出たので、ながめ もいい
ことだし、全員一致で昼食を とることにする。山での食事は最
高に楽しい。前にハイキングにこっていた頃は、携帯用 のコン
ロを持参 し、山頂でインスタン ト味噌汁、カップ・ ヌー ドル、
カ ップ焼きそばなど、いろいろ試 したものだ。とにか く、熱い
湯気がたっているだけで、感動 して しまう。今回は、ポ ッ トの
湯をコー ン・スープの素に注 ぐだけだが、それだけでもサ ン ド
イッチがひきたって くる。
それぞれお弁 当をかかえ こんで、みんな顔がほ ころんでい
る。登る時にかいた汗 も、ほどよくおさまった。 これぞ、至福
の時だ。
去年、秋川渓谷 にハイキングに行 った時は、す さまじかっ
た。真夏 の炎天下。メシはまだか一一スコ ッ トのクラスの連中
が、それしか考えず、やっとの思いで歩 いていた。急に日向 に
放 り出されたタヌキのようなもので、ひざしがまぶ しくて しか
たがない。渓谷を散策 といっても、かな りの距離を車道 を歩か
ねばならないことがわか り、頭上の太陽と、言い出しっぺ のイ
ワマサさんを思わず恨む。
やっとお昼にしよう、ということになり、どれ くらいほっと
した ことか。ところが、我 らが若き恩師ス コッ トは、それまで
は学生の言 うままに従ってきたのが、先頭 をきって河原 へ の崖
を下 り始めたのである。それも、わざわざ歩きにくい所、渡 り
にくい流れを選んでいるとしか思えない。皆、だんだん無 口に
なる。それに反 して、ス コッ トー人、 目が輝き出す。少年 のよ
うに喜 々 として学 生の写真をとりまくる。
いよいよお弁 当というハイ ライ トをむかえて、驚 いた。ス
コ ッ トの選んだ場所は、なん と真夏 の太陽ギ ンギンの水際では
ないか。全員 の顔 にウ ッソー !と 絶望 の色が走 る。が、 これを
テキサス風 というのだろうか。スコ ッ トは、流れの中にある岩
に腰掛け、素足を水 に浸 しなが ら、サ ン ドイッチをパ クつき始
めたのだ。あきれる学生を尻 目に、スナック菓子 の袋なんぞや
ぶっている。 しょうがなくて、学生連中もおっかなび っくり裸
足 になって食べ始める。
しかし、おなか も気持ちもおさまってみると、川の水にくる
ぶ しまでつかっているだけで、結構暑さが しのげる、という こ
とに気 がついたのだ。気化熱だかなんだか、昔習った ことは
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すっか り忘れていたのに、身体の方が、その心地よさを思い出
す。 「な、わかっただろう ?」 と、ス コ ッ トの目が笑ってい
る。元気 を取 り戻 した若い学生たちに混 じって、そう年の違わ
ない大学教授が、石投を競 い始めた。
付近の鳥 の声もかき消す勢いで、お嬢さんたちのお しゃべ り
が続いている.目 の前 にはお菓子 の放出物資 もわんさとある
し.あ まり甘 い物 には執着心がないように見えるプルースも、
今 日は女性軍の後ろか ら、 しきりにチョコレー トに手をのばし
ている.
もう地図にはこだわ らず、道標 のみを頼 りに、行きたい方へ
と気楽 に歩き出す.そ の選択は、実 にラッキーだった。という
のは、まもなく土の柔 らか い上 り坂のわきに、シカの足跡を見
つ けたか らだ.た またま、そ こだけ落ち葉が つ もって いなかっ
たためだろうか、先が割れた足跡が くっきりと土の上に残って
いる。人間以外 の生き物が身近 にいるのだ、と初めて実感がわ
いて くる.こ こでは、私たちの方が侵入者なのだ。木 々の間
に、同じ色の体をとけ込ませて、シカが じっとこちらを見 つめ
ているような気が して くる。
太陽 の方角 によって、気 のせいか紅葉 の色合 いが違って見え
る。山は、普通午後になると雲がでることが多いが、今 日はそ
の逆だ。向いの山の斜面を見上げると、本 々の葉が陽を受けて
輝 いている.杉林は、同じ濃緑色の連な り。その合間に雑木林
が所 々鮮やかな赤や黄を浮き上が らせている。
もう麓が近い、車道下の河原では、大勢の人たちがグループ
になって火を田んでいる。サッカーボールを蹴っている子供た
ちのかたわ らで、大人は皆真剣な表情で鍋の中をのぞき込む。
芋煮会だろうか。だいぶ 日も傾 いてきて、火が懐か しい。鍋の
中が恋 しい.煙が細 く空に立ち上っている.こ この柿は、野生
に近 いのか、月ヽ
粒 で色 も淡い.朱 というよ りは、 くすんだ黄
色。青空 に点 々 とアクセ ン トをつけている。
無事下 りてこられてよかった、とほっとする。予定 とはまる
で違 うものとなったが、それな りになんとか うまくきりぬけて
こられた と思 う。それがなんとも嬉 しい.と いうのは、去年の
ハイキングで は、最後 になってとんでもないハプニングがおき
たか らだ。
Il渓 谷か らバスに乗 りこんでまもなく、アキエちゃんがみ
秋り
るみる具合が悪くなり、途中で降 りて近所の民家 へ転 が り込ん

だのだ。 日射病だった。冷や汗を浮き立たせて苦しんでいた彼
女が、落ちついた寝息をたてるようになるまでの一時間がなん

ブ ル ー ス・ ア レ ン 氏 よ りNature
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と長 く感 じられた ことか。
そんな事態を経験 してみると、普段自然との交感なんて、偉
そ うに論文を書きなが ら、いざ郊外を歩 いてみて、自分が どん
な反応を示すかさえ、まるで見当もつかないでいた ことに気づ
く。だれが 日射病を起 こしてもおか しくない.そ んな状態で皆
自分 の体力の限界も知 らずに、身近な自然に接 したつもりでい
たにすぎなかったのだ.
今回のハイキ ングで、行 く前か ら消極的な人が多かった の
は、実は去年の体験があまりにも過激だったか らではな いだろ
うか。ハプニングが恐い。歩き通せなかったら ?そ んな心配が
妨げになって いた のだ。だか ら、明確か つ無理 のない目的地
と、綿密なスケジュール、そ して各種 の地図やガイ ドブ ックで
厳重に身を固めていないと不安だった のだ。だか ら、首都圏の
行楽地 の山でさえ、あるがままに受け止めようとは していな
かったことが、わかってくる。自分で考えたとお りの自然に接
しようとしていたのだ.
それが崩れ始めたのが、 日向山の頂上で次に目指すあてが見
つか らず、その上地図と道標 とがまった く違 って しまった時
だった。しか し実はその時点か ら、本当の 自然との接 し方が始
まったのではな いだろうか.
ブルースのことばが、あらためて頭に浮かんでくる。 「広 く
見 るようにして ごらん。」私たちは、 日の前 の光景もそ うだ
が、それ以前に、地図しか見ようとして いなかったのではない
だろうか。一枚 の紙だけに頼 り、山全体、そして山の背後にあ
る空、雲、太陽を身体で、心で感 じようとはしていなかったの
ではないだろうか。シカの足跡を発見できたのは、もう地図は
気 にせず、好きなように歩 こう、と決めたまさにその後 だ っ
た。そのようにして、足跡が 目に入るようになった のだ。
広 く見 る一―。なるほど、見ようとしているものを意識 しだ
す と、日に力が入 り、狭い範囲 しか見えな くなる.自 分も自然
の一 部 として、見 えて くるものを柔 らか く素直 に受 けとめ
る一一それが広 く見る、ということなのではないだろうか。
しわになった国土地理院の地図を、もう一度ひろげて見る。
相 も変 らず、等高線や記号はビンとこない。でも、行く前 と比
べて、今は山の連な りや柿の実の色、鳥のさえず りやひんや り
した空気を、 この地図か ら感 じることができる。川のせせ らぎ
や、苔むした岩にあたる一条 の光が、鮮やかによみがえってく
るのだ。

W五 ting Reading Groupへ の お 誘 い

Started by Sco■ Slo宙c during his stay in 1993‑4,a group of peoplc interested in reading and discussing

name w五 ing and related issues has bcen m∝ dngin Tokyo.Forthe past year wc havc becn mecdng at Bruce
Allenゝ housein Bmkyo― ku,oroutsidc when the wcather a1lows,Anyone interested inJoining this infollllal but
spidted group,give Bruce a call.

16

Ap百 125,1996

No.4

ASLE― Japan Newsletter

ASLE― 」apan/文 単 ・ 環 境 学 会 に つ い て
代表

ASLE― 」
apan/文 学・ 環境学会

野 田

(旧 ASLE― Japan/文 学・ 環

研―

境研究会)は 2年 前の1994年 5月 、熊本大学を会場 とする設立

つつ あ ります。 これは、アメ リカ文 学 の枠内だけにとどま ら
ず、国際的な規模でネイチャー ライティングの存在 と意 義をと

総会 を以て出発 しま した。 自然や環境 の 問題 を自分たちの
フィール ドである文学 の観点か ら検討 してゆ こうという動き
が、英米文学研究者 の間で徐 々に広が り始め、アメリカで先行

らえようとする試みです。 日本のネイチャーライティング研究
はその一翼を担 うことになります。従来、 日本における外国文
学研究はかな らず しも日本文学研究 にフィー ドバ ックされるこ

している同趣 旨の研究団●ASLE― U.S.を モデル として、準備
会段階を経て設立 に到 りました。ちょうどその前後、ASLE―
U.S.の 初代会長スコ ッ ト・スロヴィック氏(Scott Siovic、 現在
ネヴァダ大学準教授、 同大学人文・ 芸術系環境研究センター所

とが少なく、研究者も外国にしか 目を向けて来ませんで した。

長)が フルプライ ト教授 として来 日し、 日本のいくつかの大学
で 「ネイチャー ライティング」に関する刺戟的な講義を行 い、
研究者 。学生に強い印象を残す ことにな ります。ASu}Japan
の設立最大 の原動力はス ロヴィック氏の活動にあったともいえ
ます。ALEづ apanの 会員は現在、正式登録を済ませておられ
る方が約85名 です。多数を占めるのは英米文学研究者ですが、
日本文学研究者、ジャー ナ リス ト、作家、編集者、環境科学研
究者、環境教育研究者、大学院生など多彩です。今後、ますま
す多分野の方 々が参加されることを願 っています。
SLE― 」apanの キー ワー ドの一つは 〈
ネイチャー ライティン
グ〉(Nattlre Writing)で す。ネイチャー ライティングとい う文
学 における新 しいジャンルの登場が、文学 と環境 の関係をめぐ
る新 しいアプローチをうなが し、ASLE― ぬαmの 設立 の契機と
なったともいえます。 しか し、その後、作品の系譜化や研究方
法の理論化が進むにつれ、たんに自然や環境を主題化 したノン
フィクション文学だけでな く、小説、演劇、詩などを含むさま
ざまな文学 ジャ ンルにお けるそ うした側面への関心も強まり、
それらを一括 して (環 境文学〉(En宙 Юrlmental Literature2と
いう枠組みで新たにとらえようとする動きも顕著になってきま
した。そ して この観点か ら行 う批評理論的アプローチを (エ コ
クリティシズム)lEc∝ riticism)と い う名称で呼び始 めていま
す。 こうした一連 の出来事は、 これまで もっぱらアメリカの研
apanの
究者 の世界における出来事だったわけですが、ASLE― 」
活動を中′
さとして、 日本でもこのような動きが 出始めているこ
とは皆 さん ご承知のとお りです。雑誌 『ユ リイカ』 3月 号の
「特集ネイチャー ライティング」は、現段階における最上の問
題提起 と解説を含んで いると思 い ます。 ご参照下 さい。
さらに、る LE Japanは アメリカのネイチ ャー ライティング
のみならず、何よりも 「日本 のネイチャー ライティング」の発
掘作業 に目を向けています。なぜ、 「発掘」といわねばならな
いかといえば、 〈
ネイチャー ライティング)と いうジャ ンルが
いわばアメリカ直輸入 の概念であって、 日本文学にそれが適用
可能であるかどうか未知数 であ り、そのような観点からの研究
はまだ手つかずであるか らです。ASLE Japanに は昨年、 「日
本 のネイチャー ライテ ィング研究分科会」が有志によって設立

その意味では奇妙に閉鎖的であったわけです。 しか し、ネイ
チャー ライティングというジャンルの意義を考えれば考 えるほ
ど、 これを日本文学の問題としてとらえ返すのは当然だ といわ
ねばな りません。分科会 の研究が進み、研究会や大会 で 日本 の
ネイチャー ライティングが議論 され、やがては本格的なネイ
チャー ライティングの書き手が出現す る。そんな未来を想定 し
て い ます。また将来的には、そ のほかにもさまざまな分科会が
研究グルー プとして編成される ことを願っています。思 いつき
ですが、たとえば、 (エ コフェミニズム)、 (フ ィクシ ョンと
環境)、

〈
文学 と環境教育)、

〈
文学的風景論〉、etc.。

ASEttapanの 年間行事は10月 の年次大会が最大 のイ ベ ン
トですが、その前後に数回にわたる研究会 (随 時)を 開催 しま
灘SЫ 3‑Japanの 運営にかかわる総会 と、文学
す。年次大会でヤ
と環境をめぐる研究発表を行います。年次大会の内容は研究発
表 のみならず、講演会や シンポジウム、ワー クショップ、展示
会など多彩なものにしてゆきたいと考えています。 (ア ウティ
ングやネイチャーゲームを取 り入れた この会 らしい趣向 も欲 し

いところです。アイデアのある方はぜひお
知らせ下さい。)い っぼう、研究会のス
ケジュールはあまり固定的ではあ りま
せん。アメリカや外部か らのゲス トを
招 いて の講 演会 や読 書 会 形式 の 討
論、分科会 の議論などを主 としてい
ます。 また地区別では、中四国が
もっとも活溌ですが、徐 々に各地
域に このような研究会 が形成 され
るものと思われます。
『ASLEttapan/文 学・ 環境 学
会 Newsletter』 は年 2回 (春 ・
秋 )刊 行 され ます 。地理的な条件や
仕事 の都合 な どでなか なか大会・ 研
究 会 に参加 で きない方 に とって
は、 これが もっとも重要 な情報
源 で あ り、交歓 の場 とな りま
す 。 会 員 は北 は北 海道 か ら
南 は沖 縄 まで 、 日本全国
に散 らば りな か なか一

されました。 これは前記 のような課題 を検討 し、研究を推進 し
てゆくためのグルー プです。アメリカ文 学 にお けるネイチ ャー
ライティング研 究が進む につれて、アメ リカではむ しろネイ
チャー ライテ ィ ングの 「国際化」 という問題への関心が浮上 し
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交換 し合 う役 目を果た します。掲載記事は、ASIIE― 」
apanの 活
。
動内容、決定 変更事項、出版情報、そ して会員 による寄稿
(エ ッセイ、情報、告知)な どです。ニューズ レター編集室 は
つねに情報提供や寄稿をお待ち しています。また今後、会誌の
発行 も検討されています.よ り学術的な情報や論文が会誌に掲
載されることになれば、ニューズレターの役割 もおのず と変化

することと思われます。
目を奪 うほどではないにせよ、ネイチ ャー ライテ ィ ング関係
の翻訳書が シリーズ化 されて出版された り、雑誌 の特集が編 ま
れた り、新聞記事に登場 した りと、ネイチ ャー ライティングを
取 り巻 く環境 は数年前 に較べ て格段に整ってきて います。 じっ
さい、ネイチ ャー ライテ ィングというカタカナ術語は日本でも
文芸用語 として定着 したかに見えます (『 現代用語の基礎知識

95年 板』参照)。 さらに今後 も雑誌特集 、研究論文集、翻訳、
英語教科書 などのかたちで関連 出版が予定 されているよ うで
す。それだけでなく、讀賣新聞社主催 のシンポジウム、 日米環
境文学 シンポジウムといったイベ ントも継続的なものになる可
能性が強 くなってきました。 (文 学 は自然や環境 とどうかかわ
るか)を テーマ として発足 したASLE― 」
apanが 、すでにこのよ
うなテーマ をさまざまなかたちで追究 して こられた方 々のネッ
トワー ク化 を果た し、その基盤 に則 ったかたちで、少 しで も
〈
環境文学)の 研究に貢献できればと思います。まだまだ概念
規定も方法論 も定まらない面の多いいわば発展途上の研究分野
ですが、それだけに多様な試みや実験が可能なのではな いで
しょうか。また じっさいそれに値する可能性を秘めた分野だ と
思 います。

Envfronmantar Literature=An fnfernaffonal Handbookに
山

具

勝

つ い て

己

3月 9日 に青山学院大学で開催されました研究会で、ニューヨークのGarhnd社 から刊行予定 (1997)の DⅣkttm釦 ―
(L輛よ D.MЩ ph勇Dに 関する話 し合いが行われ、次のことが確認され

tar」rerarureν bbFematiα ttlfandtn来

ました。

1

日本からの論文は、以下の 4テ ーマでまとめる。
(1)Nattlre in Pre― n■ odern」 apanese Literature(4,000 words)

秋山健、Bruce Anen他
(2)Nattlre in Modem Japanese uterattlreに ,000 words)
木下卓、外岡尚美、太 田雅孝
(3)Nonflction Nattlre WHting(3,000 words)
野 田研 一、大神田丈二 、石 井倫代、高田賢 一、生 田省吾、外岡尚美

2

D Conservation Movement and I」 terattlre(3,000 words)
高橋勤、岡島成行、赤嶺玲子、山里 勝己
各論文はそれぞれ のチーム・ リー ダー (秋 山、本下 、野田、高橋)が 中心 となって

3

まとめる。
原稿締切は 9月 10日 とする。

(く

ASLE―Japanの 「日本のネイチャーライティング」分科会の取り組みとなりますが、会員の皆様からのご協力を仰ぎ
ながらまとめていきたいと考えております。取 り上げるべき作品、 問題点、作家などについてそれぞれの執筆責任者
(チ ーム・ リーダー)に ご教示ください。

ASLE― 」apan home pageに

rフ

ぃ て■■

北海道大学の土永孝氏よ り「ASu>」 apan hOrne pageを 設 けてみました。URLは http://icarus.1lcs.hokudai̲acjp/aslei/
aSlei̲ht耐 です。現在 このベー ジにはholne pageの 趣 旨説明の文章が置 いてあるだけです。学会・ 研究会 の案内、会員募集、
syuabus、 その他の報告など、会員やそ の他不特定多数の人 々への安 上が りな広報手段 としてどれだけ有効か実験 してみてはど

うかと思 いますが、いかがなものでしょうか。なお、春季一時的にサーバマシンのシステム更新 のため運用 を停止する予定です」
という、イ ンターネッ ト上 lυ SLE― Japan home page開 設の提案がありました。まだ試行中のよ うですが、アクセス してみては
いかがで しょうか。発信型の学会を目指す以上、home page開 設は急務だと思われます。土永氏 もしくは事務局にE一 Mail等 で ご
意見をお寄せ下さい。土永氏のア ドレスヤ
灘町 :tuti@lilim.ucs.hokudai.acjp、 事務局のア ドレスは奥付に記載されてあります。
なお、名古屋大 学 の加藤貞通氏 も本格的なhome pageを 開設 してお り、『ユ リイカ』特集号の内容紹介や長良川河 口堰問題 の
報告も見 られるようです。URLlthttp://1ang.nagoya― u.acjp/〜 kato/で す。
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事務局 ニ ュー ス
◎お願 い

1)新 会計年度 に入 りました。 1996年 度会費一一般 ¥3000、 学生 ¥2000‑を 同封 の振替用紙 にて納入 して下さい。
2)現 在、事務局ではできるだけ広範な方 々にニューズレター など諸連絡ができるように、メイ リングリス トに基づい
て書類をお送 りしています。メイ リングリス トには現在、128名 の方 のお名前があります。そ の うち、前年度か ら今年度
にかけてちょうど80名 の方が、正式登録 されてお ります。会員登録 を希望される方は、至急手続 きをお願い します。登
録手続きはニューズ レター末尾 の用紙 をお使 い下 さい。

3)近 く会員名簿を作成 してお届けす る予定です。氏名、住所、電話、勤務先の 4項 目を掲載 しますが、公表 を差 し控
えられたい事項があ りました ら、 ご連絡下 さい。
4)秋 の札幌大 会の総会で新役員人事 について検討される予定です。新役員 として仕事を してみたいというご希望をお
持ちの方 は、早めに事務局 (野 田)ま で ご連絡下 さい。役員は 2年 任期です。ただし、役員選出に当たっては、地域別
分布な ども考慮 してお りますので、かな らず しもご希望 に沿えない場合 もあります。 ご了承下 さい。役員の仕事 につい
ては本ニューズ レター 1ペ ージ ロを ご覧下 さい。

'96年 秋 の 統 合 で 新 役

員人 事 を行 わ な け れ ば な りま せ ん 。 そ

こ で 、 役 員 と し て 参 カロす る 責 見 を お 持 ち の 方 は 事 務 局 ま で お
申 し 出 下 さ い 。 LEL様 の 積 極 的 な 参 力口を 期 待 し て い ま す 。

ケ
′
ο/ノ ∂/δ ′
∂
θ″θθ
■ニューズ レターのNo.4を お届 け します。発行す る ごとに
ページ数が増加 し、今号はついに20ペ ージにな りました。 これ
もASLEづ apanが 発展した結果であって、まだ感慨にふけるほ
ど歴史を積み重ねているわ けではあ りませんが、忙 しい中を投
稿 して下さった り、翻訳をして下さった り、編集 に協力 して下
さったりした皆様に感謝 と敬意 を表す るとともに、率直に喜び

たか らです。文明批判、社会批判が郵便爆弾に短絡するな ど問
題外で、犯人の個人的資質 の問題、狂気 を過大評価す るつ もり
はあ りませんが、事件 に 「荒野」が介在 し、 「隠遁生活」が
あったことを考えると、ネイチャー ライティングはあるいはこ

たいと思います。とくに近江満里子さんには校正の段階でお手
伝を頂き感謝の言葉もあ りません。今後 とも皆さんの積極的な
投稿を期待す るとともに、編集 に協力 して頂けれ ばと思いま
す。どうぞ宜 しくお願 いいた します。■最近 のニュースでもっ
とも印象に残 り、考えさせ られたのは、あのユナ 。ポマー の逮

の事件で大きな難題を抱えてしまったのかもしれません。荒野
に自由の最後の砦を見て いたエ トワー ド・アピーが生きて いた
らどのような意見を述べたでしょうか。また、現在荒野に住み
世界 に向けて表現 しているネイチャー ライターたちはこの問題
にどのように応えるので しょうか。■最後 にお願 いがあ りま
す。ニューズ レター編集 に協力頂ける方 、あるいはDeskTop
Pubushingに 関心 のある方 は ご連絡下 さい。ニューズ レター

捕劇でした。彼 の荒野 での生活がソローの系譜に連なるアメリ
カのネイチャー ライターの見事な陰画になっているように思え

はマ ッキ ン トッシュ上でPageMakerと いうソフ トを使い制作
しています。 (」 )
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