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Ecocriticism:Storytelling,Values,Communication,Contact
Scott Slo宙 c,vniversity
I leftJapan in August 1994 after eleven lnonths of teach―

ofNevada,Reno
1。

EcocHtics should tell sto五 es,should use namtive as a oon―

ingin Tokyo and Kanazawa and many trips aЮ und the coun―
try,serving as a kind of temporary

nature w二 ting gurll''

alnong scholars and students who had,a ycar earlier,never
heard of

ecoc五 ticism"or

nature wHting。 "Itis a wonderful

Storytening。

stant or intellllittent strategy for literary analysis.The puposc
is not to compete with the literatlre itse氏

but simply to illumi―

nate andappreciate the context ofreading一 dlat is,to embrace

treatto be back here again,atleastfora shortvisit.I presented

the literary text as ianguage that somchow conmbutes to our

coundess introductory lectures on

lives

literatllre and enviЮ

n―

outinthe world。 "We must notreduce our scholarship to

ment''duHng my last stay in Japan,so often repeating myseif

an arid,hyper― intellectual garFle,devoid of slnens and tastes,

thatmy lectuHng voice invaded iny dreams atnight But now,

devoid of actual expe五

a ycarlater,I「 Ind thatthere is a bllrgeoning new movementin

tllre together,thenreportaboutthecottunctiOns,the intersect―

this fleld on these islands of mountaills,rice flelds,tenlples,

ing patterns. Analyze and explain literature through

ence.En∞ llnter

dle world and lite慶 1‑

skyscrapers,and httku.ASLE― Japan,which started out with

StOW

about dlirty people at the English Literary S∝ icty of Japan

show how contact with the world shapes your responses to

Conferen∝ in Kumamoto in May 1994,now has appЮ 対―

texts.SeeJohnヨ der'slzagli4れ g滋

1ling一 or ten yollr own stoHes and then,subsequendy,

mately 100 members,I believeo ASLE― US,whichwas bom in

̀32rrL(1985;revised edi―
■on 1996)and Kent Rydcn's MttpJ″ gル ル ッ,sibた 二αんど―

October 1992 when ffty― follr scholars met at the Westem

SC″

Literature Association Conferenccin Reno,Nevada,now has

̀(1993)for eXarnples of intemittent̀̀narrative scholar―
ship."I've expe五 mented with namtive atthc end of S̀θ だ72g

more than 750 1nembers;approximately 300 people gathered

ス″α″

atthe re∝ nt ASLE Confcrence in Fort COuins,c。

Stewart in the inal chapter of Aハけ″
″′nstOη

1。 rado.

賄

∬

J″

五濯 夕
″ca″ Ⅳar″ ″ wri″ ″g(1992),as haS Frank

″″
げ 屁こ

g(1995).
i″ ″

In my introductory talks on nature writing and environ―

2.Values.

mentally consciOus literary scholarshp,I frequently deflne

ecocHdcism"in the following way:

the teHll means either

For several years I've pondered a bold claim that Glen
Revaluing Nature:Toward an Ecological Criti―

the study of nature wHting by way of any scholarly approach

Love rrladc in

or,conversely,the scrlltiny of ecological ilnplications and

cism"(W″ s′θ″ 肋

human― nature relattonships inany literary text even texts that

begin my courses with this thought,廿 ansfolllling Iし ove's as―

scem,at rlrst glance,obl市 ious of the nonhuman world.Ъ e

sertion into a qucstion:could it be that

new enthusiasin forthc study of̀literature and envirorlment'

function ofliterature today is to redirect human consciousness

in the united States is not only a reaction to the impress市

e

ガ

″乙jた ″ ″″ ,November 1990).I often

the most important

to a fun consideration of its place in a threatened world"?

acsthetic achievemcnt of Ame五 can natllre w五 ting,but an in―

When l told Glen Love how important his article,and espe―

dication ofcOntemporary society's growing consciollsness of

cially that concluding statement,has beento my own work,he

the importance and fragility of the nonhuman world."lhat's

said he wished that he had wHtten the

my gcneral― ―and quite inclusive― ―desc五 ption of the r101d,

tion ofliterary cridcism today"ratherthan thc

butin provi(■ ng advice to otherliterary sch01ars interested in

function of literature,''cmphasizing the moral component of

ccocHticism,I frcquently highlightthe fol10wing idcas:

our work as acadcFruCS― ―actual literary artists,in lnany cases,

most important func―

mostimportant

October 1 5,1995

No.3

ASLE― Japan Newsletter

have ncver forgotten that values are at the heart of literaturc.

Lovc's COrrlinent scems to throw

sch01arly poise and neutlal―

in Japancse,1975),*in the mOuntalns outside of Matsuyarna.
After spending a fcw hours walking arowld Fukuoka―

san's

ity"outthe window.Butit occursto me more and more these

jungle― like orchards,wc wentto have tea in a p五

days that litcrature is,indeed,rnuch more than an intenectual

While dHnking tca,wc listened to Fukuoka―

toy,created for the pleasure of clever,but

faming and nature.Then l asked hirn sornething l had been

irresponsible,"

mit市 c

hut。

san talk about

cHtics who resist taking stances on what's happening in the

wonde五 ng during ourendre宙 Jt.Did hethnkit might be pos―

world.Literary Scholarship and literature itself are,on the

siblc for universities to conmbute t0 011r understanding of na―

most fundalnental level,associated with with human valucs

ture?What did he thinkofthese du℃ e literatllre professors who

and attitudeso We should,as c五 dcs and teachers of literature,

had come to sec him?Fukuoka― san seemed to look right past

consider how literary expression challenges and directs read―

me,and then he said,

ers to d∝ ide what in the wond is impOrtant/meaningful to

silnply hadn't heard my question orthat he found it unilnpor―

Listen to the bird sing。 ''I thought he

themo We can't afford to shy away fЮ m the issue of values一

tant But everyone stopped talking and,sure enough,there was

thisis the pЮ per domain ofliterary studies(and Such flelds as

a nightingale(

philosophy and I℃ ligious studies),and it's one reason why the

Fukuoka=san's assistantleaned overto me and whisPcred,

humanities should be a crucial part of university progralns in

means,it is possible if you have a silnple rllind."In other

uguisu")calling outside the hut.Then

He

environmental studies.The
exploration of̀̀envirorlmen―

盤
趙

tal valucs"and vaHous ap―
proaches tò̀environmental
valuation"will be one of our

伴一

Nevada's new Center for En―

経

¨
﹂︑

concerrls at the University of

ぶ

J

vironmental Arts and Hu―
manities in Reno.I myseifanl
currently thinking about the

issue of̀̀value"as l read
Steven Conllor's2■
c

Jr

′α′フ乞′

Jヮ

αノ

̀ο

̀(Blackwell,
1992)and Janles S. Hans's

刀tι カ ル
乙′
たア
αr ″
ι
̀(s,げ

words,those of us who work at universides mlght be able to

(StINY,1990)。

contHbute to society's tlnderstanding and appreciation of na―

3.Comudcation.

turc if we remember to pay attendon to nature itselt if We

Try notto waste words and paper.r you have something
to say,say it clearly and(五

rectly― ―conlinunicate.So inuch lit―

don'tlose ourselves in lectures,theo五

es,texts,laboratoHes.A

powerful admonido■ cc∝ HdCS need contact notjustwith lit―

erary scholarship is unreadable garbage,apparently not in―

erature and not just with each other,but with the physical

tendod for a real audience. I think ecoc五 tics,of all people,

world.This idea comes nashing back to me whenever l think

oughtto challenge dlemselves to use langllage with darity and

of our discussions of nature wHting at

elegance.‐ ose of us who study natllre w五 ting have some of

sarld― grasses

the worid's best models(wridng that colnmllmcates)in frOnt

a1l of its beaudful and Hsky dangers,becomes an abstracdon,

of us day after day.

lostin smoke and windowless darkness.By contrast,Ithink of

Chigusa"(thè鯛「 hOu―

Bar''in Shittuku),Where the natural world,with

wHters like Rick Bass,so prOfOundly devoted to both words

4.Contact.

and physical expe五 ence,spending morc hours hildng in the

A ycar ago,following the mecting of the Chu―

2

Shikoku

mountains of northwest Montana than sitting indoors,wres―

Ainerican Literary Society, I traveled with Professor

tling language into五 teratllreo No lnatter how seHous we are as

Kinoshita and Professor Kamiokato visiteighty― four― year― old

litcrary scholars― ―or,rather,the FnOre Se∴ ous we are as schol―

fallller/philosopher Masanobu Fukuoka,the author of rhι

ars,the more we need contact with the world.

O″ ι―
ヽ
甘園

*福 岡正信『わ ら一 本 の革命』 (春
秋社 )

R̀ッ 9ん″lia″

(ShiZen noho wara ippon no kakumei
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sOme mpOttmtideas from the October 1994 romdttble ttcusion on ecocrilcお m:
Ralph Black,Davidson CoHege: push the concept of

Ian Marshall,PenII Statc― Altoona

ecocriticism"is

literary

cHticism infolllled by ecological awareness."Notso newi see

interdisciplinarity"in order to explore the political,social,

and environlnental aspects of any literary texts,cspecially

carlier work by people such as NoHilan Foerster,RoW.B.

those that scem at flrst relattvely non― en宙 Ю nmental.QuoteS

Lewis,Hans Huth,Hcn,Nash Smnh,PcHy Miner,M崎 OHe

historian W11liam CЮ nan:

htunanacts occllrwithin a network

Hope Nicolson,Lco Marx,and Rode五 ck Nash.

of relationships,processes,and systems that are as ecological

Writingsabout

Kent Ryden,University ofSouthem Maine:

as they are cultural."

natllre and landscapc and the interdisciplinaFy study of those

Christopher Cokinos,Kansas State University:as withfemi―

wHtings explore in its most basic foll.l the intersection of art

nist criticism,we need a d市 ersity of ecocHtical approaches.

with the rhythms and textures oflife on earth and thЮ

Use ec∝ riticislm as a way of calling into question accepted

exploration achieve a deeper resonance ralsing fundamental

literary canons.

ethical qucstions demanding that we think carefuny abOut

ugh that

how to live well and wisely。 ''Stresses interdisciplinary and

Nancy C∞ k,U面 versity of Rhodc lsland:draw upon such

attentiveness to local places and

felt expc五

"
en∝ 。

flelds as biology,environmental history,geography,philoso―
phy,cultu長 J studies,and literature in order to
tenn

nature."Mainly interested in

it n∝ essary to usc an

historicize''the

regional studies,but rlnds

ecological view"in order to appreciate

Stephanie Sarver,University of CaHfonlia,Davis: we
shouldn't set up ecoc五 ticism as a new and separate foll..of
literary criticismo Rather,we should stHve to

introduoc envi―

Ю Ilmental matters into more mainstreanl literary discussions

place."

that center on such issues as gender,sexuality,polidcs,cco―

Htt Crockett,Colorado State University:must ind a wa.y

nomics,c血 面city,and nationalism."Remember that

to use physical sciences in understanding literature.Try to

Ю nrrlental issues are hllman lssues.'

en宙 ―

draw upon our own experien∝ s and reactions without beconl―

Don Scheese,Gustavus Adolphlls College:1)theOry and

ing solipsistic,self― indulgent,or holier― than― thou.

pracice ofecocHdcism isinherendy political;2)ecocritidsm

Thomas Ke Dean,MEchigan State University:ec∝ 五ticism

is

call beneflt fЮ m integration with other literary th∞

Hes;3)

inherently interdisciplinary and idoologicalo Cast a wide net,

ec∝ Hticism is interdisciplinary;o■ eldWOrk canimpЮ vethe

draw upon many different acadenuc disciplines and ways of

pracd∝ ofecocridcism;and 5)ec∝ HdCiSm mllsttolerate dis―

thinkingo Ecocriticisnl can be,but need not be,politically ac―

sent,including the argument that there is no ecological crisis.

t市 e,sceking

Mark Schlcrlz,University of Califomia,Santa Barbara:need

an tnderstanding of the world than can work to

heal wounds that humans have innicted upOn the environlnent.

CheryⅡ GlotFelty,U面 Versity of Nevada,Reno:血 e ftmda―
mental premise of ecocnticism is that

human culture is con―

nected to the physical worid,arecting it and affected by it."
Cites histoHan Donald Worster:

We are facing a global cHsis

today,not because of how ecosystems function but rather be―
causc of how our ethical systems flmction.Getting ttЮ ugh the
crisis requires understanding ourimpact on nature as precisely

as possible,but even more,it requires understanding those
ctlical systems and using that understanding to refol11l them。

HistoHans,along with literary scholars,anthropologists,and
philosophers,carmot do the refoming,of collrse,butthcy can
help with the understanding"(7乃

̀W″

α″力地ゝα

贅TE″ ソj″ ″―

ねθ
″た′Hisゎ り α′
ガ′
力θEcο わJcα ′rmagizこ だο″,1993).

´
鶴

ャ￨

レオナル ド・ ダヴィ ンチ :植 物図 (部 分)
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stance. Use scholarship to open up discussion,thcn icave

to establish cooperative,rather than competitive,relationship

choice of action or non― action to our audience.

that apprcciates and integrates in―

with other literary cHtics

sights of vanous critical perspectives by contributing to cach

Da宙 d Teague,University of Delaware:need to bring sophis‐

an indefatigable and guiding ooncerrLfOr the fate ofour earth。 "

tication of other critical theo五 es一 Marxism

feminism,and

Stan Tag,Albertson Conege of ldaho:ecocHtics cncollrage

multicultudism― into cc∝ Hticismo Make ec∝ Hdcism and

their students to step beyond the literary text and pay attention

envirollmental literature itselfrelevant to our students'experi―

to actual nature.Ecoc五 ticism is process of exp]Oration,not

ences by being opento vanous cultural perspectives and urban

just pЮ nouncement― we musttry to

envlrollments.

sec the whole,"despite

the temptalon to retreat to the confort of specialized knowl̲

Allison Walhce,Unity College ofMainc:ecoc五 dcism b五 ngs

edge.

rlonflclon texts regarding place into‖ terary canon(s),fOCuses
Dal■ d Taylor,Converse College:ecocHticism is an inher―

on ecological concenls within a11literary texts,reaches out to

ently polemical(ioe.,political)f0111l of scholarship,but we

an interdisciplinary audience,and offers a cultural cHtiquc of

needn't coer∝ our students and readers to adopt a particular

human relationships to speciflc Places.

of Ecocridcお m

Abbre宙 ated Bib
Buell,Lwrence.η を

″ο―

̀E"ッ

″ra′ ルリ gttη ″ο fフb″ α

.ハ

b潔

Ⅵ階 :″ ″g,α ′
″ 滅に FO翻 留 ″ο″″

PAttθ

′Jεα″C

′
″″

.

CambHdge,MA:Harvard lIP,1995.
Elder,John.ル

"gれ

′
″g滋

̀Ea″

h=Pο cり α″ 滋

″q′ ♂
屹″″.Athens:U of Georgia P,forthcoming in SpHng

̀ylis,ο

1996(re宙 sed,Second edition)。

FHtzell,Pcter A.助 ″″ 口階′
″″gα ′
″ ん留 ガcα :Essays

ヮ
ο αC ι
″ra′ ,助p̀。 Ames:Iowa State tP,1989.

Glotfelty,Cheryll and Harold FЮ mm,eds.罰 を
θEcο cガ ″εむ

R̀翻 θrfル :ね 勘 ″お れ ″″″αη

Jagy.AthcIIs:U
Eε ο

of

Georgia P,forthcomlng in SpHng 1996.
● oebeL KaJ.Ecο あg′ εα′クたra7 Cガ ガcis″ fRO′ 牧2″ ″cル ηgz″ J″ gα ′
ガ滋

̀Bわ

19嘔

〉

わgyゴm

d New York:Columbia UP,

4.

Lyon,Thomas J。 ,edo SPccial issue on

place。 "Wυ sた

McClintock,Janles I.Ⅳ Z″ ″ 's10πかθグ助ヮJrlirsf

ん ″ ガεα″Liた ra″ ″ (May 1995)。

:4■ ,sc′ 力

απ
″ Gα ッ Sりder.Madison:U of VIsconsin P,1駆

Mullay,Jolm A.

Natllre―

Writing Symposium."

・

0'Grady,John P.P′ Jgrlimゎ

Wli″ f Ev̀″″R

̀ル

Salt lake City:U of Utah P,1993.

グ億、rc力 ,Ettαだ

A′ ι
ゎ I姥 9′ ο

Abbの ,A″ ″′
ιD′ JJaだ

"bο
.

堕陰 Q(Fa11 1992).
̀ss,Hθ

″り Daッ ′
確″g,磁 ヮ Aぉ だ″
グル ο″α ,カ カ″ル4″ 為 Crattη rι 」
.

Paul,Shellllan.Fο ″Lθ ソ
滅
化″Eslsays ο″Aた ″ ″ 7rliた rs,Iowa City:U oflowa P,1992.
̀qノ ̀%ハ
Ryden,Kent Co Mttpれ grル ルッ漁ヴbル レ 滋 むεψ
及わ″ ,所 ヴガ″g,α 〃 滋ι助 パ ιげ P′ ′.IOWa City:U oflowa P,
̀f Fο

1993.

Scheese,Don.助 ル″ y″ ″″g:A WiZθ

ιssげ Wbrぉ 。New York:Sc五 bner's,forthcoming。

Slovic,ScOtt.S̀̀た ′
″g Awα rι 72̀ss,″ ノレ″r′ εα″ 助 ′′′ Wr′ ガ″gfニ セ″,ヮ

4 Ettα ″グ Aわ b̀y,

i″ Bο r̀α ″
ιDJ′ 滋
,A″ ″′

レ 歿Jθ ″B̀り ,3岬 bp̀zo Salt hke City:U of Utah P,1992.

Stewat Frank.A助 ″″ ′轟 stoヮ ar助 ″″

И″ だ″go Washington,DC:Island P,1995.

Westling,Lodse.動 ιGrà″ B″ asr a/滋ι」
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編集部 :本 稿 は1995年 8月 4、 5日 に広島で行われた 「スコ ッ ト・ ス ロヴ ィック、 リック・ バス来 日記念講演・ 談話会」 の際 にス
ロヴィ ック氏が配布 した講演要旨か ら転載 したものである。
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ASLE― USA第 一回大会研究発表論文要旨
『 個 人 的 な 聖 域 と ラデ ィカ ル な 解 放
― Refυ geに お け る 女 性 と 環 境 の 関 わ り』 か ら
赤嶺 玲子

テ リー eテ ンペス ト・ ウィ リアムスは著書ReFugeν b助 ト
nalurarttstOryO″ b亜レ ar2dPFace*の 中で、現在 の社会状
況 に対 してラディカルな問いを発 している。 この本 は自然科学
的なエ ッセ イ と個人的な体験 を織 り混ぜて綴 った ものである
が、その中で著者はアメリカ・ユタ州 のグレー トソル トレイク

を同一視 したものとなってゆく。例えlよ 野鳥保護区で見つ け
た有刺鉄線 に傷 ついた鳥 のイメー ジは、乳癌 にむ しばまれる母
親 の姿 と重な り合 う。著者は文明が野生生物にもた らす脅威を
描 くと共 に、母親 の受難 は西部 の砂漠における核実験が原因な
のではないかと示唆する ことにより、 自然破壊 の上に政治的な

の湖 の氾濫 とそれが湖岸 の野鳥保護区に与 える脅威、そ して乳
癌を患 う母親が死にゆく過程 とそれが家族 に与える影響 を平行
させて描 いている。著者は、野鳥保護区と病んだ家族 の両方を
守るべき私的な聖域 として表現 し、結果的 に彼女 はこの両方を

思惑を支 える国家 を、そ して地球 の身体を傷つける文明そのも
のをも摘発 しているのである。そ して病んだ母親 の肉体 を描 く
だけでなく、片方 の乳房 を奪われる母親 の傷ついた女性 として
の 自我 と、その怒 りや哀 しみを表現する ことによって、身体的
に、そ して精神的に自然と女性 とい う 2つ の概念を結びつけて

失 うのであるが、これ らの喪失 を見 つめる ことで彼女 はある自
己 理 解 へ と向 か う力 を 得 る こ と にな

ゆ くので ある。 Maureen Devine等 が

る。

説 くエヨ フェ ミニ ズム の理論が示す よ

ウィ リアム スは彼女 自身 と自然環 境
の間 に深 い関 わ りが ある ことを感 じ、
一 人 の 女性 と して の私 的体験 を描 く こ
とで社 会 の権威 へ疑 間 を投 げか けて い
る。 この個人的な体験 に価値 を置 く姿
勢 は、 フェミニ ズム の精 神的側面 を深
めた といわれ るグ ロー リア・ ス タイ ナ
ム の著書 Revoru敏 刀 From И ttnfス

BookoFSer‑31eemの

中 の 論点 に重
な り合 う要 素 が見 られ る。 Refugeに
お い て は、 ス タィ ナ ム を起 点 とす る

うに、 この著者 のネイチ ャー ライテ ィ
ングでは西洋文 明 の 中で頭脳 に対 して
劣等概念 で ある と解釈 されて きた身体
を通路 に して、 自然環境 に対す る深 い
洞察 にた ど り着 く女性 の姿が描 かれ て
い る といえ る。
母親 を、そ して特 にミミと呼 ばれ る
祖母 を癌で失 った後 に、 ウィ リアム ス
は 自分 の考 え を世 に解放す る ことを決
意す る。祖母 は権威や コ ミュニ ティ と
個 人 の関係 に対 して鋭 い観察 眼 を持 っ

フェミニ ズム の伝統 と、■ЮК atl等 が

た人物であ り、女性 に服従、犠牲、忍

築 いた ネイチ ャー ライテ ィ ン グ の伝統
が 興味深 いか たちで混 ざ り合 い、 ウ ィ

耐 を求 めて きたモルモ ン教社会 の 中 に

リアムス特有 の ラデ ィカ リズ ム を創 り
出 して い る とい える。
スタ イナム の論点 を手短か に語 るな

あって 自由な 自我 を持 って生 きた人物
として描かれ て い る。著 者 は これ らの
家族 の死 と共 に聖域 を葬 り、 「私 は翼
を持 った女性 で ある」 と い う自己定義

らば、 フェ ミニ ズ ム を女性 の 領域 と し

と共 に、 伝 統 の 殻 を破 って

てだけでな く、支配者 と被支 配者 と い

disobedience"と して この本 を世 に

civil―

う社会 の階層構造 thierarchy)に よって個 人が 傷 つ け られて い
る とい う点で、植 民地 主義や 人種差 別 と立 場 を共有す る問題 と

送 り出す ので ある。 この物語 の表層構造 が湖 の氾濫 と母親 の死
を平 行 させて い るの に対 し、深層 の部分では鳥 とい う動物 の持

して扱 って い る と い う こ とで あ ろ う。 ス タイ ナム によって 、
フェミニ ズムが 「 (女 性力ゆ 強 くな るための思想」 とい うよ り
はむ しろ 「傷 つ い た者 を支 え る思想 」 で あ る とい う印象 が 深

つ解放 のイメジェ リー と女性 の心理Osyche)が 結びつ けられて
いるのだといえる。そ して著者 の内的風景においてはひとつで
ある家族 と自然環境 への愛情が強ければ強 い程、放射能による

まった といえる。 スタイナムは この社 会的な問題 に対 して、個

環境汚染 に対する恐怖 は大き く、それが著者をラディカルにす
る。さらに civi卜 disobedience"と い う言葉を用 いることで
著者 lr「horeauを 出発点 とする自然と向き合 い、それを守ろう
とす ることで社会 に反逆 してきた アメ リカ のネイチ ャー ライ

人 の 内的領域、特 に 自分 自身 を どう理 解す るか とい う問題 に関
わ る 自尊心 (ser―esteeOと い う概念 につ い て論 じ、 この概念
が培われ る社会 の最 も基礎的な集団で ある家族 の価値 を強調 し
て い る。
ウィ リアムスの作品では、 自己理解 に関 わ る部分 に家族 と自
然環境の存在が大 きく影響 して い る。死 に ゆ く母親 を見 つ める
なかで、彼女 の描 く風景は 自然 と母親 、そ して 自然 と自分 自身

ティングの伝統 の中に自分自身をしっか りと位置づけて いるの
である。
ウィ リアムスの社会観 は個人的な体験に根ざしてお り、それ
はスタイナムによる 「個 人的であることは政治的な ことであ
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る」というフェミニズムの至言に呼応する声でもある。著者は
個人的な物語 を社会 を批判す る民主主義の武器 として使 い、そ
の過程にお いて、女性観 と自然観 を結びつ ける ことで 「私」 と
い う存在を理解 してゆ く。著者は湖に自分 自身を投影 し、湖を
女性として、そ して彼女を飼 い馴 らそ うとする文 明の意図を惑
わすウィルダーネス、つま り野生の 自然としてとらえた い、と
語 る。湖 は彼女 に、 「私 はあなたが見ているものではな い。私
を疑ってみて ごらん。 自分 自身の考えを信 じてごらん」 と語 り
かける。湖か ら著者へ のこのメ ッセー ジは、著者か らの この本
の読者 へ の メ ッセー ジで もあると思われ る。そ して この言葉
は、 自分 に対 して他者が与えた定義ではな く、体験 に基づいた
主観を信 じることの尊さを教えているようである。エコフェミ
ニス ト達 は、西洋文明の伝統 の中で自然と女性 という概念は文
化 や男性 に対 して劣等であると解釈 され、そ の反面で ロマ ン
ティシズムや美 の対象 として崇め られてきたが、いずれ の場合
にしても女性 の主観は傷 ついて きたのだと語 る。 これに対 して
ウィリアムスは、野生 の生命 力 の中に 自らを信 じる力を見 出
し、 自己と自然との関係性 に支えられて環境破壊 を摘発 してい

る ので あ る。 この 意 味 で は 、 ウ ィ リア ム ス の
civil―

disobedience" は、

the act of self―

the act of

esteern" て,も あ

る とい える。

Rengeに お いて は、著 者 の意識 の 中で愛情 が 家族 を出発点
と して地球 全体 に放 射線状 に広 が って ゆ く過 程 が描 か れ てお
り、地球 の運命 を 自分 自身 のもの と して 受 け とめる環境倫理が
女性 の視点 か ら表現 されて いる。 この本で描かれて いる環境問
題 を個人的な問題 として取 り扱 う視点 は、現代 の環境破壊 、つ
ま りenvironrnental cancerを 癒す ため の鍵 とな る洞察 とい え
よ う。 この物語 の終わ りで、ウィ リアムスは国の核実験施 設 を
横 断 して捕え られ、手錠 を解 かれた地で ある砂漠 の風景 の 中 に
永眠 した母親 の面影 を見 る。彼 女 は、文 明 によって不毛で ある
と定 義 された乾 いた砂漠 が、彼女 の精神 に灯 をともし力 を与え
る場所 で ある ことを認識 し、権威 を超 えて しまった一個 人 の魂
は、荒涼 とした野生の大地 に安 らぎ と祝福 を見 出す。家族 へ の
愛情 と自然 へ の愛情 を融合 させ た このRengeの 最終頁 は、ネ
イチ ャー ライティングの伝統 にひ とつの転機 をもた らした稀有
な美 しい 1ペ ー ジで あるよ うに思 う。

*『 鳥と砂漠 と湖 と』 (石 井倫代訳、宝島機

ASLE― USA第 一 回大 会 研 究 発 表 論 文
OfG}eishas and C}rizzlies:(Dn Nature Writing in Japan

Bruce AIlen,Juntendo University

Some ofyou may have noticed the words g′ :s力 αs

and grrz―

this process,the activities ofASLE―Japan.

ガたs in the dtle of my talk.I should perhaps warn you and
apologize at the outset if l disappoint any One by not reany
teⅡ ing

Roots:Nature Writing in Traditional Japanese Literature

you rnuch about eithen For l have found thatit's about

as difflcult fbr rnost people to spot a gcisha in Japan as itis tO
flnd a grizzly in dle US.To tell the tmth,I've neverseen one of
eithe■

ア

rhey are both endangered sPccies.Yet l suspect that

one ofthe things which Fnay unite inany ofus here today is the

Japan,I bclieve,has as old,as impo血 ちand aS Central a
mdidOn Of what mlght be dled"nature wHting",as any cul―
turein the worldo To say this,ofcounxち

realization that such innportant parts of both ollr natural and

to tackle here,but l would point outin passing that in Japan,

human― made worlds are endangered and perhaps quickly

just asin many parts ofthe woJd,the word"nature"itself is a

passing.Evcn if we may never see some ofthese things with

relative ncw― comer

our own eycs,wc lnay stin hope to sustain a wOrld where thcy

can say thatthe descHpdon of,and thelove ofnature havelong

mayflourish一 as wc ty to better understand thЮ ugh Our wOrk
where we are,who we are,and how we might be■ cr care for

bcen atthc core ofJapanese五 teraturc.Thus,Japan possesses a

wherc we arc.

wHting in Japan.As this is cllrently in a prOcess of re―

emer―

gcnce,I win begin by flrst sketching how it connects to some

Hch tradition of natte― oriented wHing.Today l will use the

terchangeably and l will broadly,perhaps to sOme boldly,in―
clude much of traditional Japanesc writing as comprising part

ofthe r∞ts and family of name wHting.

past currents ofJapanese literatureo Next l will refer to somc
broad cultural differences in the nature― oHented literary tradi―

The second pointl would like tO rnake is thatl believe there

has been a signincantた ′
′″ in this tradidon of natureっ ガー

tions Of Japan and the West,In conclllsiOn,I will discuss thc

emcrgence of contemporary Japanese naturc w五

to the language.Certainly,however,we

tenlls"nature wHting"and"nature― οガι″′
′
ごwriting"fairly in―

Today l wili speak briefly about the cOndition of nature

6

invites the largerques―

tion ofwhat qllalifles as l阻 ture wHtingo This ques● on istoo big

ting and,in

r̀ご
̀″

writing in Japan;one which ac∞ mpanied the tremen―

dous changes which occured when Japan opencd its doors to
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Westem culturc in the MelJl era,
and one which haslasted to a large
―
extent untilthe present Nature― ο″
′
rθ

グwnting has continued to ex―

̀″

ist,yetrnuch ofthe backbone ofits
Hch tradition has receded and gone
into at lcast a scini―

domant stage.

Today,"nature writing"is hardly a
houschold word in Japan,butin the

past few years,and now with the
help ofASLE― Japan,itis gaining a
greater attentiOn and acceptance.

To survey the roots of nature
wHting in Japanese literatllre would
require a very long l∝ ture.Instead,
I would like to offer a very abbrevi―

ated overview of some iFllpOrtant

oHented

writing which l believe have been

﹁翼

aspects ofJapanese naturc―

sidelined, and thercfore which
nlight be rediscovered and serve to
help strengthen the development of

a contcmporary Japanese nature
wHting.
To sct tt stage,asa bЮ ad com―

parative statement about Japanese

イ´
1,貸 1=̲

二、

and Westem litcraturc,we can say
that Japanese‖ terature has tended to have a morc″

rjε

α′em̲

phasis,whereas Westerrl literature,in oontrast,has givcn a

much greateriinportan∝
strong″ αrrarliッ

to the d門 ω anc,and tO thc idcas of a

̀plot and′

οgica′ ,even linear,linking of

events.In fact,itis signiflcantto point out that,as Earl

Ⅳliner

found in Westem wHting。
For the most part,Westcnl readcrs have found this older
sort of w五 ting difflcult to pcnctrate,and have largely ignored

it.At thc same timc,most modcm Japanese wHters as well
have stcercd clcar of ito Whatis particularly interesting for us

has suggestcd,Westem literature inay be in a ininoHty of one

to notc herc today is the fact thatthis very kind of"problem―

arnong world literatures in having this particular emphasis on

atic"and sidelined wHting bears st五 king silnilarities to con―

the dralnatic/namtive.*

temporary nature wHting in thc Wcst.Not surpHsingly,it has

When Japanese literature modemized… …that is,to a grcat

also cncountered some of the samc problems in achieving

extent,when it was in■ uenccd by Western litcrature一 it

modcm literary recognition.But as nature wHting gains rnore

tumed to a rnuch greater emphasis on p10t and narrative,fol―

acccptancc intemationally,I believe that this、 ″ill also help

lowing the predoFninant inaucnce of the novel forlno ln the

make thc rcintcgration ofthis kind of w五

process of thesc changes,what was sloughed off inc]uded a

Japan.

ting inore possiblc in

very largc and impOrtant part of ttaditional Japancse prose

wHtingo Much Ofthe kind of wridng which waslost had em―

"Fo1lowing the Brush"

ployed a much more freely meandering style;one which al―

A JapaneSe Form for Nature Writing?

lowed the writer to cmbracc vanous elcmcnts and forrlls
which ranged from etty,to autobiottphy,literary cHticisln,

To bc more speci「 lc,I would likc to reFerto one important

and descHption of scasonal and natural events― ―an rather

genre of Japanese prosc litcrature which has remained alFnOSt

loosely linked with a greater emphasis On the lyrical than

unknown and untranslated in thc Wcsto Known as z

*Miner et al.16.

:力

′
rs ,this

fonn bearsimportant consideration in ourlooking forthc past
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and presentthreads of nature wHting in Japan.A dircct tansla―
tion of thc tcrlln rnight be"w五
ing the brush"。 Zレ ′
力′
rs

ting as one plcases",or"foHow―

̀s̀″

̀Pガ

asis so often done in the West."To tcn the truth,I sometimes
wonder how much this attitude really holds today,butl would
agrec that this background suggests a part of the reason for

is a ralnbling literary follll which dc―

les casy classirlcation as a genre.7乃

「
ゎ cras′ εα′Jη‰″

No.3

differencesintheliteraryresponsesofourrespcctivecultures.

″εθrο ″cο ″ αP2JO

た″ ″″ dcinesit as"al∞ sc or mis―

cenaneous prosc kind of va五 ous guises to set down observa―

I will retum to these points about cultural differen∝ s in the
conception of nature in the conclusion.

tions,refl∝tions,or feelings in an apparently casual way.In
concept,it is like the Westerll essay or iattempt・

."**I would

Anolllalies and Edges

suggest that this is at icast stylistically,and sometimesin con―

tent,akin to what we rlnd in contemporary Westem natllre
writing.It is a wide―

From this quick overview ofthe forgo"en side ofJapanよ

ranging fonn,sometimes incorporating

c

prose,there are two important points l dlink we can pick out一

various elements ofthe essay,social and literary commentary,

points which suggestthe possibility ofan intemational devel―

flc■ on,and

opmentofwnting about nature and thc envlronment.One lsto

traditional fables and story― telling.In this,its unity

is often achieved more by lyHcalthan by nallative means.

note the potential forthe conauence ofourtraditions,with the

Itis interesting to note that John Elder chosc the tide Fa′

―

acceptance of a looser wHting style,including the develop―

′
οwli″ g′ み′Bnshfor his book on his expe五 en∝ sin Japan,as

ment of the lyrical aspectin pЮ se.‐ e other related point is

力′ 。I cannot help wonder
this is precisely the Fneadng ofz″ ′

thatwe mightvaluethe very anomalous nature ofwhat we are

if晰 .Elder

̀s〃

chose dlis titic widh any conscious refcren∝

to this

abouL I believe that nature wHting― ―or whatever we may

follll.Whether or not he did,I would suggest thatthis interest―

choose to callit一 is an anomalolls beast,and will be healthiest

ing coincidence ofteHl.s is not merely coincidental,but Father

if it remairls so.Similarly,I think thatin this kind of w五

thatit renects the integral nature and centralimportan∝

ofthis

dng,

just as in ecosystems,the most fertile ground often lies at the
edgcs,rather than in the neat centers of plots‐ ―whether they

attitude and styic withn Japanese art and literature。

be of earth or of prose.

ASLE‐ Japan and contemporaryNatuに W」 ting inJapan
Moving back to the present and looking fb口 Ⅳard to the fu―

ture,I would now like to rnention something about what is

happening with ASLE―Japan and some of the dir∝ 饉ons that
wc are working toward.

ASLE‐ Japan has just completed our flrst ycar.We were
Cultural Conceptions ofNamre

founded widh a large assistanoe froin the tireless tavelings and

encouragements of Scott Slovic when he was in Japan last
Next,I would like to refer bHefly to soine differen∝

year.Although stin in the begiFlmng stages,I feel confldent
that we are now「 lrFnly cstablished as a group which is helping

drops forthe development ofnature― o五 ented w五 ting in our re―

tofosterthe emergence ofrlature w五 tilng in Japan■ Iough giv―

spective traditions.In John Elders b00k he inentions one inl̲

ing it visibility and idcntity as a genre in both the acadenlic

portant distinction as cente五 ng around the fact that in Japan

and in the larger corrlinunities of the reading and publishing

there is a tendency toward a more"■ licrocoslnic"conception

wodd.For exalnple,just a fcw months ago we held an ex―

of nature,in contlast to whatis often a more"macrocosmic"

tremely succes」 ul conference and symposium at which we

onc in AmeHca***The images of Japanese bonsai and inti―

hosted Tery Tempest W11liams and the Japanese w五 ter Kcizo

mate gardens,in contast to great national parks and wilder―

Hino.The public symposium was sponsorcd and strongly sup―

ncss,illustrate the differences.

ported by the YomiuH Shimblln,whch is the largest newspa―

In addition,I would also note a fu油 er diffcrence;one

pcrin world.It atmcted most Ofthe publishers who are now

which is found in our attitudes to the oonnection between hu―

taking on nature w五 ting in Japan.At present l know of over

mans and nature.Japanesc have often stressed to lne the view

fott tities of Westem nature w五 ting which have been trans―

that"We Japanesc have never separated humans froFn nature

lated into Japanese.Wc have also prepared a prelinunary bib―

**Ibid。 305。

8

s in

cultural attitudes toward nature which havc fralned the back―

***Elder.135‑137.

liography of modern Japanese writing which inight bc oonsid―
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ered as in thc nature wHting genre. C)ther activities include

rathcrthan to that ofthc arts and sclences.Thus,Inany ofus arc

publishing a newsletter and holding several national and re―

still practicing our craft on the sidc.I belicve thatthe existcnce

gional confercnces.

ofASLE― Japan as wcllasASLE― USA may help provide better

ASLE― Japan is a good example of whatl might call an as―
sociation at the edges一 that is,we are an anomalous sort of

credibility,critical understanding,and inost ilnportantly,help
to foster more new wHting。

association.I think that is a strengtho We are not yet a typical

The Conauence ofLiterary Traditiolls

academic association,and lrather hope we may stay that way.
We are working with writers and publishcrs to broaden thc宙

s―

ibility and publishability of nature wHtingo We are in process

FInally,I would like to retum to the point which l raised

of trying to idendfy what modem literature already exists in

earlier about cultural differences in the conception of nature,

Japan which lnight be considered as nature w五 tingo We are

as it offers not only a basis for compaHson,but also one for

also working to supportthe transiation ofJapanese contempo―

looking toward arcas we might explorein nature w五

dng;both

rary nature wHting into English,along with the trarlslation of

independently and togcther.Cettnly we need boththe micro―

more English work into Japanesc.■ Ъ ough this we hope that

and the inacro― perspectives.They help lls to both broaden our

we may play an irnpoJレ rit role in facilitating a cross― cultural

vision of the terntory,and to better locate what exists in the

fennent which inay give new imagination to the emerging tra―

middle ground.Butin addition,in thc futurc,I think dlat nature

『

ditions on both sides of the globe.

wHting inight do lnore to help us to lx〕 tter locate and appreci―

As one interesting example ofthe kind ofcross― cultural ex―

ate the terrltories closer at hand;those often over‑looked

change which can take place,in the recent discussion at ollr

pla∝ s in the nliddle ground,wmewhere between the bonsai

symposium between Terv Tempest Williarns and the Japa―

and the glant sequoia;the geisha and the gn」

y.This ground

nese w五 ter Keizo Hino,晰 .Hino lnentioned hOw iinpressed

may sometimes secIII more mundane,yet it is,after all,the

he wasto hear Tel■ /rrlention the word"creative non― flction".

colnmon groundwhich rnostofusfa∝

"Aha,"he said,"we can use this conceptin Japan to lnake a

ingustorlndawayoffeelingathorneinthislliddlegroundis,

bHdge between non― rlction and the creative literary world

I think,a pnnlary task not only in ourliterary development,but

in ollrdaily lives̲Help―

which have too often becn regarded as separate."This is the

in ourattemptto conn∝ tour w五 ting to alovefoち and a prcser―

kind of intemational infomation exchange which can be an

vation of the land itseli

ilnportant catalyst forinspiration and change.

l believe that the iduence of the recent development of

Personally,I might add,the existence of ASLE―

Japan has

nature w五 ting in thc West has been helpfulin giving ncw life

provided great support.For some years l had gOne aboutrny

to whatis a very native tradition in Japano ln retum,I anl also

interestin natllre wHting largely on iny owno My lnention ofit

looking forward to seeing FnOre Of a cont五 bution to the inter―

to concagues at school had largely been rnet with polite silence

national development of this w五 ting conling fronl the Japa―

or even suggestions thatit was not reany acadcrrlic orliterary.

ncse sidc.I believe that afs is already under way,and that wc

In talking with other ASLE members in Japan,I think that

stand on fertile ground.In this,we should stand up for our

many,or FnOSt Of us,have shared silnilar pЮ blems in that we

anonlalous,and solnetimes urlruly,life at the edges.1■

must often go about our pursuit of nature wH饉

where crosscurrents,fertilization,and a lot of other good

ng as a some―

what"sub rosa'',even renegade affair.As an examplc ofthis,I

lis is

things win∞ me。

have been ad宙 sed bythe head ofmy En」 ish departmentthat I
nlight do oHginal nature writing一 as long as l understand that
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NaHta of Senshu University for reading this paper,comment―
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ing,and offering valuablc suggestions on Japancse views of

nature w五 ting to the joumal of the recreation department,

nature and literature.
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tory to talk to you about what nature wHting is― ―and l can teⅡ

you,I have come to Japan to remembc■

Lst night,I was talking with Katsumi Kamioka from

I have scen"sakura,"the che口 γ blossoms in Ueno Park。

Kochi University. Hc was talking about Henry David

The wind blows through the branches,petals faH like pink

Thoreau.I asked him what陥 lde72

snow,a celebration of the ephemeral.Two cЮ wstalk on a

had tO say about Japanese

life, Hc said it speaks to the idca of''plain living and high

branch ofthe chery blossoms.I watch and listen。

We purchased our fortunes at SensoJl in Asakusa,Masa

thinking,:'a Japanesc tradition thatis being lost.

We are forgctting thisidca in AmeHca,as well.

reads thenl for us.Itis not goodo We tic the white papers on the

You have asked ine as an AmeHcan writer of natural his―

branches ofa treco l tum.The fo■ unes on the trees,・ omlktti,"

現代 ネ イチ ャ ー ライタ ー の 横顔

(3)

自然児 リック・ バ スの静と動
近江満里子

だか ら、8月 6日 に現実 のパスに会える ことになった時、
私 の脳裏 にまず浮 かんだのは、 日本 のネイチ ャー・ ライ
ティングの仲間 と車座にな り、 コー ラのペ ッ ト・ ボ トル を
ぶん投 げてワイル ドにフィーバーする氏 の姿だった。 とこ
ろが・¨…。ブルース・ アレン氏宅で、座る余地 もな い くら
いに集 まった人々の中で、バスは一人壁際 にたたずみ、深
い瞳を東京 の夕暮れ空 に向けていたのである。
静 と動を合わせ持 つ人.パ スは、小柄で一見 シャイな外
観の中 に、読者を酔わせ、自在 に振 り回す力を秘めて い る
人である。モ ンタナ州の山中で、極寒 の冬 に対 して正反対
の "fever,the heart's desire"を 感 じる ことができ、一方
でノー ス・ カ ロライナ州観光地で のにぎやかな川下 りの最
中に、あらゆるものが静止 して しまうような瞬間 を見 いだ
す ことができる人で ある。そ して湖 に、山に、岩 に、計 り
知れない "mgic"を 感 じずにはいられない人である。パス
のエ ッセイは、このような氏の内面で繰 り広 げられ る静 と
動 とい う両極 の結合が創 り出す、生きることへの感動 と、
自然との一体感 をあます ところな く伝 えて くれ る。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

リ ック・ バ ス (Rick Bass)は 、 1958年 に テ キサ ス州
フ ォー トワー ス に生 まれ る。 同州 ヒュース トンで育 ち、 ユ
タ州立大 学 では最初 は wilttfe mnagementを めざ し、
そ の後石油地質学 を専攻す る。 卒業後 は、 ミシシ ッ ピ州 と
アラパ マ州で石油地質調査官 として働 く。1987年 、29才 の
ご く普 通 の ア メ リカ 人 学 生 が もの 静 か に 朗 読 して い
る一一そ れが、 リック・ バス 自らによ る著作 "Bt』 ほsizing"

時 に この仕事 をや め、のちに妻 とな る Elizabeth Hughes

の録音 を初 めて 聞 いた時 の正 直 な感想だ った。 これ が 本 当

移 る。 (21世 紀真近 の現在 に、 夜 2、

に '¶ 睦

Nantahala"(Wndゎ

山eH由

書 い た、エ

3時 間だ け発電気が
つ くよ うな、 まさに 自然児 バス好 み の場所 らしい。 )現 在

ネル ギ ッ シュな新進作家 な のだ ろ うか。 ")を
作 品そ の ものか ら

では、 ネイチ ャー ライ ター である と同時 に、小説家 として

受 け る 印象 の 方 が 、 はるか に強烈 な の だ。 さ らに、"Mis―
sissippi"(‐ e walch)を 読 む につれ て、 若 き 日の (今 で

も注 目をあびて い る。主な著書 に、

も若 いが )過 激な体験 を い とも楽 しげに語 る熱血 漢 と い う

勧 e DeerPasru3θ (1986)

イ メー ジが強 まって い く。 た とえば、バ ス は、 仕事 でお も

剛 dよ οι
he rea■ (1987)
いに野性 を』 白水社 、片 岡真 由美訳 、1994年 )
(『 ′

しろ くな い こ とが あった 日は、家 に帰って裏 の農場 にコカ
コー ラの ビンを何本 も持 ち出 して、岩 にた たきつ けた もの

0」 Noles(1989)
The Watcf2(1989)

だ った 、 とつづ って ぃる。 また 、"Magic at Ruthレ 量e"
(N撻 わ ιhe麟 )で は、"If it's wild to your own

И″nter=Noles lorn Mor2tana(1991)

heart,protect it.Preserve it.Love it."と 高 らか に
歌い上げている。僕の山なんだから、絶対にそこに行かな
いと誓ってくれなくては、と付け加えることも忘れない。

10

と共 に、カナ ダ との国境 に近 いモ ンタ ナ州 ヤ ー クの牧場 に

7heハ 置ne面 le Wo■ es(1992)
(翻 訳、晶文社 よ り近刊)

が ある。パ スの 自然愛好家 としての情熱が、 どの作 品 に も
流れ るが ご とく生き生き と描かれて い る。
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look like sakura,both ephemcral,fortunes

how tolive and love with a broken hcarL Na―

and cherrles.

ture wHting reminds us whatit mcans to bc
human.Itis a Hterature of s∝

Ann and l bath our bodiesin a nearby hot

spHngs with old Japanese womeno We scrub

i」

jusdce,re―

minding us we are"part of natllre,not apart

our bodicso We rinse our bodieso We enterthe

from it,"as the AmeHcan poct,Robinson

water.Stream Hses.We close our eyes.We

Jeffers w五 teso We must bring back what W.

are hcalcd by the Goddess Kannon.

S.Merwin cals"the forgotten Language。

Andlastnight Okiiima̲san in宙 ted usto a

''

Thisis nature wHting― to extend our no―

traditional,very bcautiful restaurant narned

tion of community to include a11 life folllls;

nttitoshi,where thc house over onc hundred

plants,aniinals,r(x)ks,五 vers,soils,and hu―

years old had been bullt around a rnagnlflcent

man beings.Hands on the Ehrth,weremem―

pine tree,■ e woman ofthc house sald as a

ber where the sourcc ofour powerlies.

child when the wind would blow,the tree

Nature w五 ting is an exploration of the

would sway,inside,「 ocking her to sicep.

Sacred,the healing grace of Earth,Water,Flre,and Air.It is

Nature.Human beings in harmony with the Earth.Japan

elemental.

reminds me of dlese things.

"Lion Eyes"

Butthere is a dark side to our relationship to nature.I sec it

in Ame五 ca and l sec itin Japan.The extreme urbanization of

θゝGα り ο″)
(read frOm c9ッ ο′

Tokyo,of New York City,there is litde Earth to touch.
StoHes such as Minamata,toxic rlsh ingested by innoccnt
people,is a silniliar tale fbund in Almeric■ only itis thc Love

Canal,comrnunities poisoncd by the arogance of chenlical

Hozho.
Balance.
Oncc again,an evocation ofthe Sacredo Plain living̲High

corporalons.Toxins in our water,toxins in the land.This is

thinkingo WhatJapan knows atits coreo What we have forgot―

not acceptabic.In my own home country of Utah,we are

teno What we mustremember.Itis our poeり 。

struggling to save our wildemess,the deserts,the forests,in

I bcⅡ

eve we stand between two woHdstoday,the world of

the SaFne Way you are struggling to save the moon bears in

the living and thc world of the dyingo l believe dlat out of a

Hokido.

poctics of place,a politics of place will emergc whcre we can

And l have questions as a nature writcr.

bcgin to stand our ground in the places we love。

Why are our bcacheslittered with garbage and wastes as I

Wc must question everメ hing with our words and ollr ac―

saw walking along the shores of the Sca of Japan when the

tions and be vigilant,not only in the creation of bcautiful sto―

subways in Tokyo are spotless?Ⅵ 晨nt do we value and what

Hes,but in the creation of beautiful lives.

do we not?

Aware.

This is the ethical domain of nature wHting―
creatc bcautifullanguagc and stories that heal―

to not only

―butto ask the

difflcult and painful questions of our tilnc.I think of a rabbi

who was speaking to membcrs of The Great Peace

ⅣIarch as

We must work tirelessly for a higher standard of con―
science not a highcr standard of living。

I remembcr asking the South Af五 can poct,Breyten
Breytenbach,what we might do if we are interested in this

they stopped to restin the Nevada desert.He was dressed in a

rcvolution of the spiHt,this evolution of the spiHL I・ Ie looked

threc― pie∝

at rne straight on and sald,"You AmeHcans,you have mas―

suit.He spoke three words to the pilgHIns,"Ⅳ rake

me unco面 ortable.''

tered the art ofliving with thc unacceptable."

Nature w五 ting is a literature of hope and a litcrature of
lament.I belicve you have a Japanese word,"awarご 'which
speaksto both the beauty and Pain ofourl市

The task of the nature w五 ter is to hold a rni■ or up to the
ittuSti∝ S Ofthe wond and create a prayerin the name oflife.

es.

Raincr MaHe RIlke wHtes,"Bcauty is the bcginning ofter―

(rCad in bOth English and Japanese by「 FTマV and Michiyo

ror.1'

In the rTales of Getti,"the lovers are moved by the宙

"The Clan of One¨ Breasted Women"

ew

lsh五 )

ofthe sky and the sound of cHckets...as they gazed into the

lingeHng sorrow."
Nature w五 ting― ―"awarc"― ―there is a relationship herc,

Thank you.

(March 31,1995 Kanazawa,Japan)
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ASLE― UoS。

1回 大 会 報 告

第

野田

玲子氏 はそれぞれ この大会で研究発表 をされ、好評 を博 して い
ま した。そ の 内容 をニ ューズ レター 本号でお楽 しみ下 さい。な
お、 本大 会 の詳細 な報告 が 伊藤 詔子氏 によ り、『英語 青 年』

研一

H月 号 でな され る予定です 。 こち らもお楽 しみ に。
コ ロ ラ ドで はス ロ ヴイ ック氏 の恩師 で あるプ ラウ ン大学 の

1992年 に設立 されたASLE― Japarlの 姉妹機関、米国 「文
学・ 環境研究学会」 CASLE― UoS。 )の 第 1回 大会が コロラ ド
州 フォー トコ リンズにあるコロラ ド州立大学を会場 に、本年 6
月 9日 か ら11日 まで の 3日 間 の 日程 で 開催 され ま した 。
ASLE― UoS.設 立 の大 きな契機 とな った『アメ リカ ン・ ネイ
チ ャー ライティ ング 0ニ ュー ズ レター 』 の創刊号が出た のが

1989年 。それか ら 3年 後 に、ASLE― UoS。 が設立 され、そ の 3

パー トン・ L・ セ ン トアーマ ン ド教授 に再会する ことがで きま
した。 また、帰途立ち寄 ったユ タ州 ソル トレイク市では、今春
金沢談話会 にお招 き したテ リー・ テ ンペ ス ト・ ウィ リアム ス女
史 とも再会 し、一 緒 に生 まれて 初めて のバー ドウォッチ ングを
す るな ど、幸福なひ とときを過 ごす ことができま した。 これ ら

はいずれも日米のASLE交 流のたまもの と言わねばな りませ
ん。

年後 に最初 の全国大会が 開催 されたわ けです 。 しか も
この大会 には、 ヨー ロ ッパや 日本 を含 むアジアか らの
参加 も多数 あ り、そ の点 に もネイチ ャー ライテ ィ ング
をめ ぐる一 定 の 国際的な動 きが うかが え ます。
初 日は午前 7:30に 大会受付 が始 ま り、午前中 に

Wittarn Howarth,SueElen Campben,John Elder
とい う 3人 の著名なネイチ ャー ライテ ィ ング研 究者 に
よる基 調講演 が行 われ、 午後 は各分野 に分 かれた研究
発表 や 討議が行われ ま した。 また、夜 は、夕食会、朗
読会 、そ して ジャムセ ッ シ ョンと称す る明け方 までの
交流会 が明 け方 まで続 きます。 二 日目はネイチ ャー ラ
イ タ ー ScOtt Russen sandersに よ る 自作朗読会 を間
に挟 んで、 じつに多岐 にわたる研究発表 と討論が行 わ
れ 、夕 刻 か らは最近 劉贅 Enル薇
οnf Thoreau,Nature WHは 鴫

OF Am

"mer2囲

動麟帥 m―

,and theFomation
αm Curture(1995)と い う本 格 的 なネ イ

チ ャー ライ テ ィ ン グ論 を 出 して 話 題 の 的 とな って い る ハ ー
ヴ ァー ド大学 の■awrence Buelの 講 演 が あ り、 さ らに夜 の部
のコンサ ー トと深夜 にいたるジ ャムセ ッシ ョン。 3日 目は午前
中 い っ ぱい、や は り研 究発 表 が 行 わ れ 、お昼 前 か ら総会そ の
他 、ASLE― UoS。 の活動 に関す る報告や 議論が行われ ま した。
参 加 者 は約 300人 と聞 き ま した。 プ ロ グ ラム を眺 め る だ け

写真左か ら、B・ ア レン、赤嶺玲子、西村頼男、野田研一、高田賢一、S・
スロヴィック、P・ マーフィー、大神田丈二の諸氏。写真撮影伊藤詔子氏 。

ASLE第 1回 大 会 論 文 ハ イ ラ イ
伊藤

で、 いかに環境文学や ネイチ ャー ライテ ィ ングとい う分野 の研

詔子

究範 囲が多様 になされて い るかわか ります。 またエコ ク リテ ィ
シズム と呼 ばれ る理 論 について も活溌 な議論が 交わ されて い ま

一 一―
John Tallinadge、

す。 ともすれ ば、 この種 の会 は いわ ゆ るネイチ ャー ライテ ィン

■℃rnesln Dinard and wimarrls'一 一

グ愛読 者や 環境 問題 に関心 の ある人だ け の集合体だ と思 い込み
やす い ものですが、た とえば文 学理論 の 中 に どう位置 づ けるか

ト

Beyond Excursion:Initiatory

ASLE― UoS。 第 1回 大会で筆者が聴 い た論文 の うち特 に興 味
深 か った もので、発表原稿 の恵送 を受 けた 一つの論文 の要 旨 を

をきわ めて理論 的 に追究 して い る人たち も多 く、全体 として き
わ めて バ ラ ンスの とれた 方向 へ 動 いて い る気が しま した。

ご紹介 します。

なお、総会では、来年夏、ASLE可 ¨
との共同開催 で 「日
米 ネイチ ャー ライティ ング会議 」 をハ ワイ大学で行 う計画が発

(1991)は 、共 に 自然 との関係変容 に独 自の道 を開 いた作品 で、

二 人 の代表 作 、 Rヒrimag Tinker CreeX1974)と

Rettge

表 され ま した 。私 たち もそ の準 備 に取 りか か らね ばな りませ

多 くの共通点 と又独 自性 が ある。共通点 の一つ で重要なのは、
"1∝ al excursion"と い うモチー フで あ り、 ワー ズ ワー ス、 ソ

ん。 また、大会 中、ASLE― UoS.と ASLE― Japanの 交流 と情報

ロー によって宗教性 や瞑想 の意味付 けがな され 、 さらに科学的

交 換 の た めの朝食会 が 開催 され 、ASLE― UoS。 か らは会長 の ス

認識 と啓示 の場 ともな った (散 策 )を 、二 人は精緻 に発展 させ

・ グ ロテ フェリ
コ ッ ト・ ス ロヴィック氏 、 シェ リリ
レ
レテ ィ女史 、

た。

副会 長 のマ イ ク・ プ ランチ氏、そ して 機 関誌6LEの 編集 長 パ
トリック 0マ ー フ ィー 氏 、ASLE―Japanか らは野 田氏 、高 田
氏 、大 神 田氏、伊藤氏、西村氏 、プル ー ス・ ア レン氏 、赤 嶺玲
子 氏 が出席 し、お互 い に名前だ けは知 って い る同士の遭遇 とい
う楽 しいひ とときを過 ごしま した。 ブル ー ス 0ア レン氏、赤 嶺

まずデ ィラー ドは、 自然 の内部 へ の歩行 が、あるヴィジ ョン
を求める"mystic」 oumey"を 、そ してそ の奥 に啓示 を見出す。
彼女 が駆 使す る レ トリックは、一種ポー のそれ を想起 させ、恐
怖 と至福の突然の同時体験 に似 た衝撃 を効果 と して生み出す と
ころが ある。 しか し神的な ものへ のイ ニ シエー ションを暗示 し
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つつ も語 り手には変化 も成長 もない。ナラテ ィヴの始 まりの猫
のヴィジョンが終わ りでも繰 り返されるのが大きな特質になっ

中で の洪水 の苦 しみ へ と歩 み 出る ことで、 砂 と鳥 との霊 的
交感 を果 た し、娘か ら存在 の洞察 を得 た家母長 へ と成長 す

て いる。
一方ウィリアムスの砂漠で の散策 は、よ り直線的で家・ 病室
等文化的空間がそれ と対置される。 この両者が様 々な反映効果
を持 って語 られ、語 り手は この両方 の空間で社会的・ 本来的ア
イデ ンティティを確立する。つ まり散策 は、彼女 の場合、イニ
シエー ション完成 の場であ り、語 り手は病室の苦悩か ら自然の

No.3

る。
二 人 に対 照的な のは語 り手 のス トー リー 内で の位 相 で あ
り、 各 々"heroics of serlsitiv士 だ と"heroic ofwitness"と
表現 できる。 この二つ の作 品 の変化 は、 ここ15年 間 の ア メ
リカ ンネイチ ャー ライテ イ ングの進行 を窺 わせ る ものだ。

「 日本環境 教 育学会 」 シ ンボ ジ ウム報告
「 日本 環 境 教 育 学 会 」 の 大 会 が 、5月 13日 (土 )14日
(日 )の 両 日、千葉県立 中央博物館 を会 場 と して開かれた。

発足 6年 目の学会 で、 まだ まだ試 行錯誤 の段 階 とい って もよ
いのだが、 何 しろ活 気 が ある。 さまざまな形式で の発表は計

150本 、そ の うちの一つ として 「環境教育 にお け る 文学 "
の可能性一― ネイチ ャー ライテ ィ ング"の 視点 か ら一一 」
と題 した ミニ シ ンポ ジ ウム を開 催 した。 パ ネ ラ ー と して

ASLE Jよ り上 岡克己

応用 とい うテーマ でデ ィスカ ッシ ョンをす るつ も りで あった
が、時間的な制約 もあ り、そ こまで発展 させ られな いまま質
疑応答 0意 見交 換 と い う形で終 了 した。
環境教育 の分野 で も、 このよ うな文学方面 か らの体 系的 な
アプ ロー チ は 初 めて と い う状 況 の 中 で、 「ネイ チ ャ ー ライ
テ ィ ング」 自体 に 関す る学 習 会 に終 始 して しまった感 が あ
る。そ こか らの応用 を考 え るにはまだ時期 尚早な のか も しれ

(高 知大学 )。 大神 田丈 二 (山 梨学院

な い。 しか し、従 来 、 自然科学方面 か らの取 り組みが先行 し

大学)の 両氏が参 加、 また野 田研 一 氏 の紹介 によ り山本一 氏

て いた 環境 教 育 にお いて 、文 学 とい う分 野 か らの提 案 が始
まった とい う ことは大 きな意 味 を持 つ もので あ り、参加者 の

(金 沢大学 )が参加 され、国文学 の視点 か らの話題提供がな

された。参加者 はのべ約 20名 。前述 のよ うに発表数が多 く参
加者が 分散 して しまった こと、 日程 上 最後 の企画 (終 了時刻
18時 )と な って参加 しに くか った ことな どもあってやや少な
いが、それだ けに関心 の高 い参加者 が 集 まった とい えよ う。
なお進 行 は亀井が担 当 した。
各パ ネ ラー の発表 は、 まず上 岡氏が 「ネイチ ャー ライテ ィ

中か らも、今後 の発展 を期待す る声が 多 く聞かれた。重要 な
の は、継続 的 に取 り組み を進 め る ことで あろ う。今回 の企画
を第 一歩 と して、 「ネイチヤ ー ライテ ィ ング」 の教育 へ の応
用 に関す る研 究 が進 む ことを期待 した い。
次 日の大会 (第 七 回)は 、 1996年 5月 11・ 12日 に滋 賀大
学 で開かれ る。今 回 の結果 をふ まえ、よ り発展 させた形で の

ング」 とい うジヤ ンル につ いて の概論 的な説 明 を行 い、続 い
て山本 氏が 問題提起 として作品『方 丈記』 の視点 を変 えた解

企画ができな い ものか と、個 人的 に考 えて い る。 関心 の ある
方 の ご協 力 をお願 い した く思 う。今 回 の企画 に際 して、野 田

釈 の提案 、 最後 に大神 田氏が 日本文学 へ の応用 の可 能性 につ
いて考察す るとい う形で行 われ、なかなか緊張感 の ある充実

研 一 氏 に全 面的な ご協 力 を いただ い た。パネ ラー 諸氏 な らび
に野 田氏 に感 謝 した い。
(報 告 =亀 井浩 次 )

した展開 となった。 当初 の予定 で は、 発表後 、環境教育へ の

▲ 出版 ニ ュ ー ス ▲
短編集 WinterCOШ ι(1976)の 邦訳 『冬か
ぞ え 』 (菅 原克 也訳 、パ ビルス )が 刊行 され て い ます 。 『オ
◎ パ リー・ ロペ ス

オカ ミと人 間』、『極 北 の夢』 、『水 と砂 の うた』 に続 く邦
訳第 4作 日で、 ロペ ス の深 く静か な思素 に綴 られ た 9つ の短
編 が収め らて い ます 。
◎テ リー・ テ ンペス ト・ ウ ィ リアムス

ReFtlge(1991)が 、

石井倫代氏 (芝 浦工業大学 )に よ り『鳥 と砂 漠 と湖 と』 (宝
島社 )と 題 して 刊行 されて い ます 。西 部 の不 毛な土地 へ の帰
属感 と共 感 を、 <場 所 の詩 学 >を 謳 う作家 と して 、 また <場
所 の 政治学 >に 取 り組 むア クテ ィヴ ィ ス トと して描 き出 した
力作です。
◎ エ ドワー ド・ ア ビー

our―
『砂 の楽 園』 に続 い て、 ηた 」

neyHome(1977)が 野 田研 一 氏 (金 沢大学 )に よ り『荒 野、
わが 故郷』 (宝 島社 )と して 出版 され ま した。 「マ ンハ ッタ
ン内部 に砂漠 以 上 の砂漠 を幻 視 し、 ヨセ ミテ 渓谷 内部 にマ ン
ハ ッタ ンに優 る とも劣 らぬ都市性 を見 抜 く批評眼」 (巽 孝之
氏、『朝 日新 聞』 )に 貫 かれ た読 み ごたえのあ る一 冊 です。
(以 上 、結城正 美 )

◎ヘ ンリー・ D・ ソ ロー 岩波文庫『森 の生活』が飯田実氏
(信 州大学)の 新 しい翻訳で出版 されました。長年、神吉三
郎訳で親 しまれて いた岩波版が、最新 の研究成果 に基づ く飯
田氏 の翻訳 で再登場。す でに同書 の翻訳は 4種 類あ ります
が、私 たちのソ ロー理解 にとって もっとも重要な里程標 とな
る一冊です。
◎『山と渓谷』 10月 号が、特別 企画 「自然 を語 る作家た
ち」を設け、 「大 いなる自然へ の メッセー ジ」 とい う座談会
:加 藤幸子 、高田宏、根深誠、岡島成行各氏)お よ
び、芦沢一洋氏 による 「秋 に読み た いネイチャー ライテ ィ ン
グ 16冊 」 が掲載 され て い ます。 なお 、 同誌 には 「ネイ
(参 加者

チャー ライティングの気鋭 の作家 リック・ バス氏来 日、歓
迎会」 とい う記事 が写真入 りで掲載 されています。 7月 26
日、東京、新宿 の居酒屋 「千草」で 開催 されたものです。 つ
いでなが ら、 この居酒屋 「千草」 l■ ASLE―Japan設 立のため
の最初 の会合が開かれた場所で、ス コ ッ ト・ ス ロヴィック氏
が何よ りも思 い入れて い る場所 の一つです。
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ASLE=力 panの 姿月 の 皆 様 にお願 いが あ ります
ニューズ レター第 2号 でも発表 しましたが、金沢で開催され
た1994年 春期談話会 において、現在アメリカで刊行準備中の
Nattκ И何し
蛇 ,An EnOclopedfa(Garland Publishers)の 執
筆 にASLE―Japanと して参加する ことが決定 し、 「日本 のネ
イチャー ライティング研究」分科会が創設 されました。幹事 に
、副幹事 として高橋勤氏 (九 州大
は山里勝己氏 (琉 球大学)力 ｀
｀
され、
までに、実行委
現在
員 として、生田省吾 (金
)力
選出
学
沢大り 、石井倫代 (芝 浦工業大学)、 大神田丈二 (山 梨学院
大学)、 岡島成行 (読 売新聞)、 亀井浩次 (若 宮高校)、 本下
卓 (愛媛大り 、高田賢一 (青 山学院大学)、 外岡尚美 (青 山
学院大学 )、 中村邦生 (大 東文化大学)、 野田研 一 (金 沢大
学)の 諸氏が名乗 りを上げて います。ASLE― Jは 従来 ともすれ
ば 「受信型」であった外国文学研究会か ら脱皮 し、 日本 のネイ
チャー ライティングを広 く世界 に紹介す る 「発信型」

を目指 していますが、今回の百科事典へのささやかな貢献は、
しかし私たちの会にとっては未来に向かっての大きな一歩 にな
るばずです。
そ こで、ASLE― Jの 会員 の皆 さんにお願 いがあります。実行

に採 り
委員会 としては近 々NaぶQ陶 崚 ,Ar2」%―
上げるべき日本 のネイチャー ライティングの トビックスを取 り
まとめ、アメリカの編集者 に送る予定ですが、会員 の皆 さんの
中で 日本のネイチャー ライティングに関心があ り、何か提案事
項があります方は至急下 の連絡先まで ご連絡下 さい。 日本 のネ
イチャー ライティングと して、 どのような トビックスを、作
家、作品を紹介すべ きか提案 していただきたいのです。アメリ
カの編集主幹であるPatrick D.mhy氏 か ら山里氏 に宛てた
E― milに よ ります と、もうあま り時間的な余裕 はな いとの こ
とです。皆 さんのご協力 を切にお願 いする次第です。

903‑01沖 縄県 西原 町千原
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琉球大学 法文 学部 人 文 学科
山里 勝 己

ス コ ッ ト・ ス ロ ヴィック、 リック・ バ ス来 日記念講演・ 談話会開催
前号でお知 らせ した標記 の会 を、ASLE第 3回 談話会 と し
て、 8月 4日 午後 2時 よ リエ リー ル広 島会 議場で開催 した 。

ASLEの メ ンパ ー 以外 にも十数名の参加 を得て 30名 の 出席
者が、戦後 50周 年 の各種行事 で 湧 く猛 暑 の広 島 に集 い、 ツ
アー に も 14人 が参 加 し盛会 であ った。
野 田代 表 の挨 拶 に続 き、ス ロヴ ィ ック・ ネバ ダ大教授 が

New DirecuOns fOr Eco― cnudsm"と 題 して 最新 の ネイ
チ ャー ライテ ィ ング書誌 を配布の上、 エ コ ク リテ ィ シズム の
主要 な特質 を l Storメ ening 2 Values 3 Co― unl ―
tion 4 Contactに 分 けて論 じ、 この批評がそれ 自身一種 の創
作 ジ ャ ンル で もある点 を説 き、新鮮で あった。
次 に 出席 OASLE会 員 の うち 11人 の研究 経過報告 が 1人

5分 で行 われた。 内容 は、ア ラン氏一一 日本 のネイチ ャー ラ
イテ ィ ング研究 の将来 につ いて、上 岡氏 一― ネイチ ャー ライ
タ ー と して の ジ ョセ フ 0ク ル ー チ研 究 につ い て 、大 神 田
氏 ―一 日本 の ネイチ ャー ライティ ング室生犀星 の 「虫寺抄 」
につ い て 、 山里 氏 ―― テキ ス トPractFce oF tf2e N撻 出版
と、論 文 集 『戦 後沖縄 とアメ リカ』 につ い て、 本 下氏― 一

リア朝女性ネイチ ャー ライティングについて、野田氏―一
Abbey、 」
oumey Home、 「荒野 わが旅』 (宝 島社近刊)
について、マ クサ マ ック氏一一英語教育 とネイチャー ライ
ティング研究 について、松原氏一一芭蕉、仏教、ネイチャー
ライテ ィングにつ いて、結城氏一二T.ToWimanls、 Renge
について、伊藤一一L.Bueu、 aЮ 魏嘉(ガ ha動 盟飲mに つ
い｀。
コー ヒー・ プレイクの後、 リック・バスのセ ッションに入
(「

り、アメリカのウ ィルダネス作家か らみた 日本庭園 (縮 景
園)の 印象を枕 に、モンタナの国立森林保護運動 について、
及び Sipsy in the Rain"の 朗読があり、活発な質疑応答 の
末歓迎会 に入った。歓迎会は以上の他、横田由理氏、岡田和
也氏、田中久男氏、勝健 一郎氏、大宮健司氏も加わ り、山里
氏か らのネイチャー ライティング・ エンサイク ロピディア
の、又ス ロ ヴィ ック氏 か ら来年ハ ワイ大 学 で開催予定 の

ASIE大 会 について各々経過報告 があった。なおこの後ス ロ
ヴィック氏 とバス氏 は 8月 6日 の平和式典 に出席 し東京へ向
かった。

0遍ord版 ネイチ ャー ライテ ィ ングア ンソ ロ ジー とヴ ィ ク ト

ブル ー ス 。ア レ ン 氏 よ りNature

(報 告 =伊 藤詔子)

Writing Readng Groupへ の お 誘 い

Started by Scott Slo宙 c during his stay in 1993‑4,a group of Pcople interested in reading and(五

scussing name

wHdng and related issues has been meedng m Tokyo.Forthe past ycar we have been meedng at Brllce Allenゝ

hollse

in BШttyo― ku,oroutside when the weather a1lowso Anyone interested in loining this infollllal but splHted grouP,glve
Brllce a call.‐
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事務局 ニ ュー ス
◎お願 い
1)新 会計年度 に入つてお ります。 1995年 度会費一 一般 ¥3、 000、 学生 ¥2、 000‑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、 112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 に同封 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。
ASLE―Japan今 後の予定
◎談話会一今年度中 (96年 3月 末 まで)の 談話会 の予定は現在 のところ立ってお りませんが、 3月 に一度開催す る可能性があ
ります。 開催 のご希望がありましたら、 ご連絡下 さい。なお、次年度 に入って 96年 5月 に、ASLE― U.S.の 機関誌SLEの 編集長
であるパ トリック・ マー フィー氏 の講演会 を開催す る準備を進めて い ます。

■ニ ューズ レターのNo.3を お届けします。No.1、 2は 12ペ ー
ジでしたが、今号は16ベージ。わずか 4ベ ー ジの増加にすぎま
せんが、 中身は相当濃 いものになったと自負 して います。それ
も これも執筆者 の方々の努力 に負 うところ大であ り、改 めて感
謝を述べ させて頂きます。が、執筆者 にはいささかの責任 もな
いことですが、編集 を担当した者 としては今回問題 も残 してし
まったと感 じています。 とい うのも、 ご覧になってお分か りの
ように、No.3は 英文が 占める割合が異常に多 くなって しまっ
たか らです。これではどれほど内容 のあるニ ューズ レター を発
行 しても、かえって読者 を遠ざける結果 になって しまうかもし
れません。ASIE― Jの 会員が英米文学 の研究者ばか りではない
とい う事実 も忘れるべ きではありませんで した。長大なエ ッセ
イな どは翻訳 して載せた り、あるいは和文 のレジュメをつ けて
掲載するなどの編集努力 を怠ったと批判されても仕方がないと
反省 しています。■しか し、にもかかわ らず、英文 のまま掲載
したのにはい くつかの理 由があ ります。 もっとも卑近な理 由
は、翻訳す るにしても、 レジュメをつ けるにしても、それをす
る人的、時間的余裕がなかったとい うことです。あるいはこの

ASLE― Japan
文学 0環 境研究会

【
発

理由がすべてであったといってもよいかもしれません。緊急出
動部隊で はあ りませんが、ニューズ レター の発行 が決定 した
ら、ヴォランテ才アで即座 に出動 して くれるアシスタン ト部隊
がつねに待機の状態にあるとい うのな らば有 り難 いのですが…
…。 ■次 の理 由は掲載 したエ ッセイがどれも魅力的であった こ
とで、ASIE― Jの 会員諸氏 にぜひとも紹介 したかったか らに他
な りません。 とりわけス コ ッ ト・ ス ロヴィック氏 のエ ッセイ
は、書誌情報 も含め、現代ネイチ ャー ライテ ィング研究 のキー
ワー ドともい うべ きエコクリティシズムについての解説である
だけに、何 をおいても掲載すべ きであると考えま した。それだ
けに日本語 として読めなかったことがかえすがえすも残念です
が、 これを読 んでネイチ ャー ライテ ィングの研究 をさらに深め
る会員が一人でもいれば英文のまま掲載 した意味もあった とい
うものです。また、赤嶺玲子氏、プルー ス・ アレン氏 のエ ッセ
イntASLE― Jの 会員諸氏を刺激 し、ニ ューズ レターが論文 、評
論、書評などの積極的な投稿の場 になれば苦労の甲斐もあった
とい うものです。 ■最後 にお願 いがあ ります。ニ ューズレター
の編集 のお手伝 いが頂ける方はご連絡下 さい。 ①

行】
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