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「文学史を語る」について
竹 村 和 子
少し前の話になるけれども，昨年の琴，

る」という言葉は，シンポジウムにおいで

アメリカ文学会東京支部例会で，「アメリ

も混同して用いられたようだったが，ここ

カ文学史を語る」というテ・−マのシンポジ

では「語る」に統一・したい。）

ウムが開かれた。パネリストが渡辺利雄

シンポジウムでは，まず渡辺氏が，「文

氏，杉浦銀策氏，岩元巌氏，そして司会者

学史を語る」とは文学の流れを述べること

を兼ねて志村正雄氏といったメソバ−だっ

ではなく，多くの作家，多くの作品をひと

た。この討論会でほ，司会者が意図したも

もひとつ精読，吟味していくことであると

のかどうか，各人が各様の文学史に対する
ヴィジョンを持っていたために，フロア・−

主張された。「山襲を分け入るように」と
形容された渡辺氏の意見を一・方の端に置く

からの質問，意見も交えて，非常に．白熱し

と，他方の端に位置するのが，「山の尾根

た論議が展開された○それまで私は，死ぬ
たいと，臆面もなく図りの者に言っていた

を歩く」と主張された杉浦氏の考えであろ
う。氏は多くの作品を精読することの必要
を認めながら，童限の生命しかない我々に

が，「文学史」といっても簡単に．片付けら

ほそれ牢・も限度があるので，「文学史を語

れるものでないようなので，これからは，

る」などということは所詮不可能，夢のよ

ま■で牢・ひとつ，私のアメリカ文学史を書き

そのようなことは心の中で思ってはいて

うな詣である，と述べる。しかしそうであ

も，あまり軽々しくロには出すまいと，そ

っても，どうしてもその夢をみたい。では

の会の終わった後，反省したものである。

どうするか。まずアメリカ文学の中私大き

ところがたまたま，香川大学で今年度後期

な山を読みとる。それを彼は19世紀ロマン

にアメリカ文学史の講座を担当することに

ティシズム，20世藩己初頭のモダニズム，最

なっでしまった。−・体どうやって授業を進

近のポスト・モダニズムとみる。そして，

めていけばいいのだろうか，いや文学史を

それぞれの山の中で偽出していると思われ

語るとは一・体何なのだろうか，ということ

る作家（彼の場合，メルヴィル，フォ−・ク

を模索している昨今であるので，昨年末の

ナ・一，ピンチョソ）を研究するというので

シンポジウムを想い出しながら，「文学史

ある。

を語る」ということについて考えてみて，

岩元氏は，個々の作品の作品内世界だけ

今秋からの授業の心構えとしたい。（「文

でなく，一つの作品が誕生する背景とも推

学史を語る」という言葉と「文学史を教え

進力ともなる，社会的，思想的，文化的り・
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竹 村

和 子

流れも留意すべきであると主張された。そ

図とは非関係に，作品の中に表われる現実

のためには作品以外に社会事情，思想の潮

認識を形式と内容の両面から見ていくこと

流なども知らなければならなくなり，ます

であるが，このデーマにそってアメリカ文

ます一人で文学史を語ることは不可能にな
る。だから二番目によい案として，彼は数

学全体を傭撤して眺められるほど，私の研
究は進んではいない。と，こういう風に．，

人で分担して文学史を語るという案を提出

具体案としてはあれこれ迷い，また自分の

した。これによって，山襲を分け入りなが

力不足も新めて痛感しているので，どうや

ら，読者に．は山脈全体も，山脈が立ってい

って文学史を語るかということよりも，な

る平野も見渡せるというのである。

ぜ文学史を語るかについて考えてみて，目

志村氏はある一・つのテ・−マ，例えば
1etter，とかego とかについて，それが表
われている作品を辿っていくことも，一つ

の文学史を語ることになるのでほないかと
いう意見だった。
これら4つの主張は，「文学史を語る」
ということに．ついてこ考・えられるアブロ、−チ
の，4つの類型を示して−いるように思われ

標をはるか遠くに設置し，少しでも当座の

心の平安を得ようと患った。

′；′ 「本当の小説は，以前の小説に対して否
を発することに始まる．」とティボーデは

「小説の読者」という講演で語った。とす
れば，文学史とは，過去の作品に・対する
「否」の集帯と言えるのではないか。また，
歴史は過去を語るのではなく，現在を，あ

るが，そもそも■文学史を語ることが不可能

るいほ未来を語るものであるという言葉も

であるという前提のために，その前提を押

耳に．したことがある。歴史が現在から見た

してこまで語ろうとする熱意に．よって議論は

過去の−㌦つのヴァージョンであり，それが

沸騰したけれども，結局，どれが最善の策

召かれている「現在」を露呈していくもの

とも決着がつかないまま（尤もそれが当然

ならは，文学史も現在から見た過去の作品

のことであろう），シンポジウムは閉会し

のヴァージョンであり，現在の文学状況を

た。

浮き彫りにするものであろうし，また過去

さて，私に残された課題ほ，どのアプロ

の作品の「−否」のヴァ・−ジョンということ

で，今後の文学の行方な示唆していくもの

ーチをとって授業を進めていくかである。
私はとりあえず一人で授業をするわけだか

であろう。勿論，「否」といっても，作品

ら，数人で分担するという岩元氏の方法は

を全く否定するものではない。アンドレ・

とりあげることができない。山の尾根を辿

プレイカスタンがフォ−・クナ1−・申『響きと

るといっでも，今の私にはどれが尾根だか

怒り』を，「最も壮麗な失敗」と名付けた

沢だかの見分けがつかない。漠然と，メル

ように，作品とは，文学史を語ることが所

ゲィル，フォ−クナーー，バ−スだろうかと

詮不可能にもかかわらず語っていこうとす

考えているぐらいである。精読ほ，30回は

ることと同様，完璧な表現が究極的に．不可

どの授業数では作品の数が極度に限られ，

能に．もかかわらず試みられた「壮麗な失

また，断片を集めたアンソロジ−では精読

敗」なのである。私たちは，それがどれほ

の意義を失うのではないかと思われる。

ど「壮麗な失敗」であったかを吟味しつ

今，興味を持っているテ・−マは，作家の意

つ，かつ「壮篭な失敗」であったことを知
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り，次なる作品を生み出す原動力を得るの

う。いや，とにかく気構えだけでもそうし

である。

ていれば，精読が少々の誤読をはらみ，山

文学史という言葉から連想される，どこ

脈がぼやけてしまっても，文学史の意義は

となく徴兵い本の堆積，過去の遮産という

保てるのではないかと，慰めている。だ

印象を払拭して，「今，何を書くか」とい

が，これにより心の重荷がその分軽くなっ

うことに直面している者の，現在観あふれ

たかと言えば，どうやらますます重くなっ

た，生産的な文学史を志向できればと恩

てしまったようだ。

地球科学転換期との遭遇
木 村
香川大学へ赴任して約2カ月，やっと少

対して激しく抵抗した。私の学生，大学院

し落着いてきたこの頃である。生まれ育っ

時代はちょうどこの其ただ中にあった。私

た北海道を離れ，見る事，聞く事，新しい

は学生，大学院時代を通じでプレ−ト，テ

事の連続であった。人間，住み慣れた場か

クトニクスに関する講義らしい講義はきい
たことがない。むしろプレート・テクトニ
クス理論に対する批判を多く聞いた。この

らとび出し 新しい地へ足を踏み入れるこ
とはなかなか大変なことである。しかし，

それはまた楽しいことでもある。
詔は変るが，地球科学の分野では．，60年
代から70年代がちょうどこれと同じような

ことほ少なくとも旧帝大系の地質教室では
よくあったことらしい。古い観点で研究を
押しすすめ，自らの体系をつくってしまっ

時代であった。1930年代に一度死に．絶え．た

た人達は，それが根底からくつがえされる

大陸移動説が，50年代に近代的装いも新た

事態に虐面した時，保守的にならざるを得

に不死鳥の如く復活し，それが60年代に海

ないのであろう。その点で日本の地球科学

洋底拡大説と結合，60年代末に．プレート，

界，とくに地質学の分野をみた時，柔軟，

テクトニクス理論として登場したのであ

磯敏にこの新しい流れに．対応したのほ，多

る。それは100年に1度あるかないかの

「科学の革命」にふさわしい出来事であっ

くはいわゆる地方大学であり，若手の研究
者であった。それが，今や主要な潮流とな

たことはあまりにも有名である。しかし，

っている。日本列島形成の理論は60年代〜

日本の固体地球科学界ほ70年代を通じて1

70年代前半に語られた，私が教育をうけた

これを認めるかどうかで激しい論争が展開
された。それはとくに地質学の分野で激し

内容とは全く異なることが明らかにされつ
つある。学生・大学院時代にまのあたりに

かった（現在も継続している）。すでに学

このような歴史的場面に遭遇し，また，そ

界内でそれなりの地位や権威を狂得してい
た人達は，プレート，テクトニクス理論に

のかかわりで研究出来たことはこの上なく
楽しいことであった。

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
92

英 一・

山 神

このプレート・テクトニクス理論を認め
るかどうかの議論の中で認めない人達に次
のような論調があった。『日本人は外国で

テクトニクス理論の中で「海洋プレ・−トの

作られた研究，理論の応用は得意である

海溝での沈み込みと島孤の形成」は重要な

が，独創性に．とんだ≠日本的で世界的〝な

基本的原理の1つであり，そのことを徹底

研究はダメである。プレート・テクトニク
ス理論は外国で作られた理論であり，それ

して研究する上で日本列島及びその周辺は
地球の中で最もよいフィ・一ルドである○ こ

をそのまま日本列島に磯枕的に．あてはめ応

の基本的原理の徹底した研究こそ，日本人

用しているのが，この〕里論を支持している

の地球科学老が出来る最も「世界的」なこ

しかし，私にほその論点の前半と後半の間

にすりかえがある様に思えた。プレート・

人達である。プレート・テクトニクスに対

とであり，もし仮にプレート・テクトニク

置する新しい理論を作ることこそ，日本の

ス理論が否定されるとしたら，そこからな

地球科学老のやるべきことだ』と。これ

されるであろう。固体地球科学の中で「日
本的で世界的な研究課題」はむしろ鮮明で
ある。独創性ほ科学の最前線と切り結ん

ほ，最近，日立・三菱のIBMスパイ事件
に．もからんでマスコミをにぎわしている
『日本は応用の科学ほ得意だが，最前線を

で，あるいは切り結ぶことを見通した時に

切り拓く，独創的に新しいものを作り出す

はじめて威力を発揮するものであり，そこ

ことがへタだ』との論調に．似ており，日本

の研究者が長い間うけつづけてきた批判で
もある。「独創性」のことばに月本の科学

からはなれて一面的に強調すると「孤立す
る科学にのみ栄光がある」との教条主義を
産み出すことになることもこの間の地球科

者は弱いらしく，上記の論点は−L定の説得

学界？重要な教訓である。

力をもち，地質学老のプレート・テクトニ

（1982，6，29）

クスに対する抵抗の強さの一・因になった。

新任体育教官として想うこと
保健体育科 山 神 眞 一
香川大学に勤めて早や8ケ月が過ぎ，よ

そこで，現地点での体育教官としての所

うやく気分的にも落ちつきを感じる今日こ

信，特む⊆授業に対する自分の考えを述べる

の頃である。出身大学というのは，やはり

良いもので知らず知らずのうちに眉分の学

ことにする。
今の学生にとって体育とはどのような意

生時代を反超して：しまう。しかし，これか

味をもっているのか，どのような意識で体

らは立場が変わり体育教官として何を求

育の授業（−・般体育）を受けているのか。

め，何を行うべきかと試行錯誤していかね

現状把握は授業を行う上で重要である。そ

ばと思っている。

の意味から，今回，大学の体育授業に望む

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
談

¶話

ことと題して学生の意識を調査してみた。
結果を一昔で表現すると 楽しく体を動か
し，ワイワイ騒げてストレスを解消できる
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『せめて，大学の授業でほ残酷な順位づけ
などしないでいただきたい。』や，『体育

授業〝 といえる。つまり，強制的にあれや

の時間に」上手な人を優先して下手な者は後
へまわすというようなことだけはなっては

れ，これやれ式の授業でなく，ゲ1−ム中心

しくない。ただ，それだけを望みます。』

のレクレーショナルな授業を欲しているの

といった意見もあり，肝に銘じなければと

である。この意識の根底には，自由意志で

痛感した。

楽しみたいという開放感の−・端が伺える。

このような学生側の意識をふまえた上

と同時に現実には，過1回の授業に．もの足

で，体育授業の柱を確固としたものとし，

りなさを感じており，単に．開放感を求めて

実践していかねばならない。

いるだけでなく，運動の欲求や気分転換の
必要性を痛感し，訴え．ているとも考えられ
る。特に気分転換については，友人との交

そこで，私の考える大学にトおける体育の

あり方を示してみたい。
まず，一般に大学はアカデミックな基盤

流の場としての意識が高く汗を流し，笑い，

の上に．，学問研究，職業（専門）教育，人

友情の和を広げたいと望んでいる気持ち

間教育を行う最高学府といわれる。この3

は，体育授業を行う側としては忘れてはな

本柱はすべて其理探究性に．基づくものであ

らない貴重なものであろう。
ここで，学生の2，3の例をあげてみよ

り，特に人間教育は，其実のものを求める
知性の開発といった特徴を持つが，中でも

う。『やっぱり週に1回きりで大したこと

−・般教育を通して心身ともに健全にして視

はできないと思うのでみんなでわいわいと

野の広い，正しい判断力，創造力，実行力

楽しみながら運動して体をきたえ，仲間と

をそなえた人間を育成することである。大

の交流を深めるような授業がよいと思いま

学生は心身発育の成熟期に．あり，この意味

す。』

では，大学の人間教育は重要な位置を占め

『大学という，中学，高校のように・クラ
スのつながりの弱い所では，スポ・−ツをし

て楽しみ連帯感を味わえるような授業にし
てほしい。その中で体力もつけてほしい。』
そして，まとめともいえる意見があっ

る。また，かって大学基準協会が発表した
「大学に．おける体育」には次のようなこと

が召かれている。『大学時代は心身発育の
成熟期であるが，学生は事物の真理を探究

しようとする心緒の最も旺盛な時代である

た。『誰一人，体育授業をつまらなく感じ
る学生がなく，みんなでスポ−ツをユ・ンジ

関する科学的知識を得られると共に，その

ョイできるような授業にしてほしい。』

社会的，道徳的意味を理解せしめ，自ら進

また，教官自身に対しては，『また先生

から，大学はこれに留意して，保健体育に

んで実践するようすべきである。すなわち

にも大いに元気を出してみんなといっしょ

体育は確かに実践的なものであるが，大学

に．なって汗を況していただきたいと思い一ま

の体育は真理探究，従って科学生に袈づけ

す。』や，『先生も学生と−・緒になって恥

られていなければならないことを意味して

をさらしてはしい。』などといった意見が

いる。また，人間形成については，社会

多かった。−・方，体育が嫌いな着からは，

的，道徳的意味との関連からその重要性を
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友 添

指摘している。

秀 則
したい。つまり，授業の中では，常に厳し

以上のことから，私自身は，身体運動に
ついての科学的知識をふまえ．，社会体育，

さと楽しさを味あわせたい。
体育授業に対する所信を述べてきたが，

「学生と共に・汗を」流したい

生涯体育として有効に実践しうる意識を高

最後に一言，

めさせる授業を心がけたい。もちろん，運

〝」これが，私の初心である。この気持

動の場を学生間の交流，お互いに汗を流し

ちをいつまでも忘れずにいたいと思う。

て味わえるふれあいの場にも通ずる授業と

高桧に赴任して
友 添 秀 則
古来，洋の東西を問わず，「歳月，人を

があり，又，スポ−ツが我々に展示する現

待たず」と言われるように，ここ高松に赴

象の複雑性と多様性が，それに丁層の拍車

任して3カ月，早いものである。

をかけ，他の諸学に比して立ち遅れている

人生の最も多感な青年期である歳月を，

という現状である。これらの背景からも理

社会的に．も，又，年齢構成約にも，−−・般社

解されるように．，体育原理が何を対象と

会と隔絶された環境にあった大学で過ごし

し，又，どのような方法をもって1つの学

た私にとってほ，社会復帰（少々，大袈裟

（discipline）たり得るのかに対する明確

であろうが）するのも，又，大へんな労力

な統一・的見解は見当らない。ただ，それは，

を要した3カ月であった。別の視点からす

我々の了解事項として，今のところ，身体

れば，今までの学生としての受動的な状況

論（心身相関諭，最近では現象学的視座に

にあった環境からの180皮の転換でもあっ

立った研究が主流である。），認識論，教科

た。

数育諭（授業研究並びに体育教材論をも含

さて，私の研究分野であるが，体育原理

と呼ばれるものである。体育原理といって

めた範囲での）が対象として考えられ，そ
れを主に蘭学的，あるいは人文諸科学の方

も，−・般の人に．は奇異な名称として，−・体

法を用いて，スポ・−ツを含めた広■範な体育

それが何を意味するのか，又，−・体何を対

事象を考察していくものであると考えられ

象として−，どのような方法をもってするの

ている。

か疑問に思われるだろう。体育に関する学

昔から，よく「一つのスポ−ツを深く経

は，特に，スポ−ツに関する科学（スポ1−

験した者には人格薯が多い」という言葉を

ツ科学＝Sport−Wissensehaft）ほ「スポ・−

耳にする。私が過去，長い間，行なってき

ツは学問ではない」といった主張により，

た柔道では，同じ意味を含む言葉として

長い間 Academic Taboo

として認識さ

れ，積極的に研究されずに釆たという事実

「達人」というものがある。これらの意味
するものは，確かにスポ1−ツが陶冶性を内
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包することの1つの根拠に・なるであろう

上で，スポ1−ツで養われた倫理的特性とで

し，又，それ故に．，スポ・一ツが学校体育の

も言うべきものが，果たして，いかに．すれ

教材として教育というカテゴリ、−の中に存

ば日常生活に転移可能となるのかというこ

在して釆た1つの根拠とも考えられる。し

とが現在の最大関心事であり，又同時に，

かし，昨今のスポ1一ツの多様化はただ単

研究のテーマでもある。

に，スポ−ツによる陶冶を過去，行なわれ

まだまだ，その端緒についたばかりであ

てきたように，経験的に又，希望的推測の

る。一層の努力をと肝に戯ずるばかりであ

もとに論じることを許さない状況を現出さ
せて釆たのである。以上の事柄を踏まえた

る。

物理学講義雑感
中 西 俊 介
この4月に教壇に．立って講義をする身に

ういう事は私も教義の頃に．経験がありま

なってから8ケ月になります。それまでは

す。物理の講義を聞いていると，内容がど

専ら講義を受ける側であったので，講義を

んどん数学的になってきて数学の話だけで

する要領に．ついてはまだまだ掴みきれませ

ん。農学部一・回生向けの物理学を担当して

時間が終わる事もあるのです。そこで出て
くる数学は生半可な事でほ分らない場合も

いるのですが，最近，講義の内容が進むに．

多く，理解するのは後回しにしてとに角ノ

つれて唖然としている学生が目に付くよう
になって釆ました。どうも数学的な取扱い

ー・トを見てみるのだけれど，沢山並んでい

の複雑さに面喰い，戸惑っている様子なの

る数式がいったいどういう問題を扱ってい

一トだけ採る事に・なる訳です。後でそのノ

です。やっている範囲が物体の運動を扱う

る時に出てきたかが分らない，または問題

力学なので，問題にしている運動がどんな

に．している現象のどういう事柄を表わしで

運動で，どういう力が働いた場合の運動で

と考え．られます。しかし，−・般的な原理を

いるかが分らなくなっているのです。それ
は現象の理解のための手段に過ぎないはず
の数学に・あまりに目を奪われたためであっ
たのでしょう。この様な数学と現象の間の

導き出すとか，その−・般原理を用いて具体

違和感は，簡単で具体的な問題を扱ってい

的な運動を扱うという場合には徽積分やべ
クレレなどの数学的取扱いがどっさり出て

る分にはまだ少ないのですが，−・般化，抽
象化された問題を扱う段に．なるとなかなか

くるため，それらに圧倒されてしまって，

拭い切れず，ついには「なんでこんな複雑

あるかをイメ−ジとして理解する事は，具

体的な事例については比較的容易であろう

物体の運動のイメ−ジと数式の対応がつか

な数学を使わないかんのか。」という愚痴

なくなり，駈然としてしまうようです。こ

をこぼすことにもなるのです。また，物理
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の理論が一・般原理を指向しながら次々と抽
象的な概念を作り出して行く物である事は
一層事態を深刻にします。私自身がどうや
ってこの違和感を克服したかはあまり記憶

感があります。だからといって，物理的イ

にありません。おそらく，あまりに沢山の

存在する法則を，観測事実に拠りどころを

数式のシャワ・−を浴びせられたために，知

求めつつ追求すること」と定義される物理

らぬ間に慣れてしまったのでしょう。

学に．おいて法則追求に用いられる最も重要

メ−ジを重視してあまり数学を用いないで

説明する方法を採ったとしますと，そうい
う方法では「自然界に．生起する現象の奥に

違和感なしに説明するのは，それを学ぶ事

な方法論であるところの数学的推論につい
て充分触れる事はできないでしょう。やは
りある程度の数学は必要なのです。したが

よりも一層難しく思われます。そのために

って，結局は学生諸君が，私の拙ない説明

さて，教える側の立場に．立ってみると，

数学と現象の物理的イメ一ジの間の関連を

は，数学的記述から確固としたイメ・−ジを

をヒントにしながら数学に慣れるとか，そ

得る力とかそれを適切に表現する能力が要

れをイメ−・ジと結び付ける事に努力するの

求されるのでしょうが，まだまだ力不足の

を期待する事に・なるのかもしれません。

