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　私は英文科四回生の秋、思い切って西洋古典文学に専攻を変える決意をした。岡道男先生（当時の主任教授）

のおられた研究室は、今はなき煉瓦造りの旧館二階にあった。専攻変更のお願いをするため、おそるおそる先

生の部屋の扉をノックすると、万巻の書物がそびえ立つように見えた。先生は私の志願理由を頷 きながらお聞

きになり、ご自身も独文出身であると打ち明けられた。私がラテン語もギリシア語も 4 時間コースを履修して

いないことを察知されると、「語学は慣れです」と口にされ、先生の実践されたラテン語、ギリシア語習得法―

―先生はこれらの言語を学部の一、二回生の頃に習得された――を次のように語って下 さった。まず、春休み

の全期間、その言語の習得のことだけを考えて集中的に独学する。その際、文字通り寝食を忘れて取り組むこと。

次に、新学期から開講される西洋古典の演習に出席し、辞書を引いて原文を読む訓練を続けること。

　私が目をぱちくりさせてお話を伺っていると、先生は書庫から両手でないともてないような大型の辞書や注

釈書を机の上に運んでこられ、ギリシア語、ラテン語それぞれの単語の調べ方、注釈書の使い方を教えて下さっ

た。時間にしてゆうに一時間を超えていただろう。そのころ先生は後期の授業でキケローの『国家について』

を読んでおられたが、該当箇所のコピーを渡され、次回の授業から参加するようにと言葉を添えられた。勇ん

で参加した授業のレベルは私の想像を 絶するものであった。参加者は錚々たる院生ばかりが五，六人、学年順

にオックスフォードのテキストを飛ぶように訳していかれる。ちらっと横目で覗いても、テキストに何も書き

込みは見あたらない。私はといえば、原文のコピーを拡大してノートに貼り付け、余白に辞書で調べた結果を

ありったけ書き込むものの、辞書を引くだけで精一杯のありさまであった。先生はときおり「ここはこう訳し

てもよいですね」と簡単にコメントされるのみで、あっという間に数ページの訳のチェックが終了する。驚い

たのはその先で、先生はもう一度最初から原文をご自身の言葉で訳していかれたのである。重要な箇所につい

ては「ここは（学問上） 問題の箇所で、後で説明します」とコメントされ、そのままどんどん先を訳していかれた。

まるで日本語の訳を朗読されているかのように。こうして二度にわたる原文の訳読が終了すると、今度は細か

な字でびっしりと書き込まれた研究ノートのコピーが配布された。そこには、解釈上の争点が文献案内ととも

に整理されていた。先生はこのノートに即して従来の学説を整理され、あわせてご自身の見解を開陳していか

れるのだった。
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࠸ࡓᖐࡥࡗࠕᚋࡓࡗධ᳃ࠉ ࠋ࠺ከᩘỴ࠶ࡌࠕࡀ⚾ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠶ࡇࡍฟ࠸ゝ㈶ᡂࠖࠖࠕ

ᖐ࠸ࡓே㸽ࠖ࡞ࠊࡃ⪺ㄡᡭᣲࡗ࠶ࡌࠊ࠼ࠕࠋ࠸࡞ࡆඛ㐍࠸ࡓே㸽ࠖࠊࡃ⪺ဨໃ

�ࠊ࡚࠸࡚ࡗឤᛶࡢ≉⊃࡞␗ࡦࡦࠊࡀࡍ࡛࣮ࣂ࣓ࣥ࡞ࡄẼ࡞࡞ࠋࡆᣲᡭࡃ࠸ ே࡛

࡚ࡋほᐹࡃࡗࡌࠋࡍጞࡀほᐹࠊᖐ࡚ࡗᣢࡋẖᅇఱࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࠸࡚ࡗࡃⰋ࠺ࡕ

ᅗ㚷࡛ㄪᏊࠊⰼࡢࡑࡧ࡚ࡏ⤌≀᳜ࡢⰍ࡞సရࡃࡘᏊ � ┿ ࠎྛࠊࡀࠎྛࠋ��࣭�

ࡋ➗ᚤື⾜ࡢᙼࡃࡤࡋࡣ⚾ࠋࡤࡓࡋධᏛᑠᏛᰯࡔࡣᙼࠋࡍ࠸࡚ࡋື⾜࡚ࡗࡀࡓࡋឤᛶࡢ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗᛮࡤࡅ࠸࡚ࡅຓᡂ㛗ࡢᚰ㌟ࠊࡀ࡞ぢᏲࡃ

ࡐࡋࠕࠉ ࡁᘬ⏕ඛࡢ௵๓ࠋࡍ࡛ࢫࣛࢡ㧗ᏛᖺࡢᏊ୍ேࡢዪࡢ⏕ᖺ୕Ꮚேࡢ⏨ࡢ⏕භᖺࡣࢫࣛࢡࠖ�%

ࡋࡋࢺ࣮ࢱࢫࡇ࠺࡚ࡋෆᒣࠊࡃࡋヲࡀ᪉ࡢᏊ౪㐩ࡣ࡚ࡋ㛵Ꮫᰯࡢᒣ࠾ࠊ࡛ࢫࣛࢡࡔ࠸⥅

ࡢᙜࡀ࡞ࡏ㍤┠ࡣᏊ౪㐩ࠋࡢࡓࡗ⾜࡛ࡇࠋࡢࡓࡋⓎぢఱࠋࡓࡋࡇ࡞௨๓ࠋࡓ

ᛮ࠸ฟㄒࡢࡑࠋࡓࡋࡃ࡚ࡗጼࠊࡣᏊ౪㐩ࡢ↛⮬࡚ࡗ୰࡛㐣ࡓࡋࡈ㛫࠸ࠊࡀษ࠶࡛ࡢ࡞

１ ２ ３

５４

ࠋࡓࡋࡃ࡚ࡏࡉࡌឤࡢ

ዲወࡢ๓ࡕᣢࠊࡃṌᒣᏊ౪㐩ࠉ

ᚰⓎぢຊ࠸ⓎࠊࡋⰍ࡞ࠎ

ࡁ࠶ࠋࡍࡃ࡚ࡏぢ࡚ࡗᣠࡢ

ࠊ㔞ᒣ⳯࠺࠸ࠖࣥࢮࠕࡣ

ࡅࡘぢ㦵ࠖࡢ㮵ࠕࡣࡁ࠶ࡓ

࡚ぢࠊ࠺ࡢࡇࠋࡓࡋࡃ࡚ࡏ⮬

ࡃከேࠊྲྀࡌឤ࡛ឤ↛

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ྾ᒣሗࡢ

Ⓨぢࡢ୰࡛ࡢᒣࡣࡇࠉ

ࠊࡀ࡞సᅗ㚷ࠖࡢࡓࡅࡘぢࠕࡓ

ࡇ࠸࡚ࡋᣮᡓࡇ࡞ࠎ୰࡛Ⰽࡢ↛⮬

ࠋࡍ࠸ᛮ࠺



５

『つくる』䠄䠍ᖺ 䞉 䠎ࠥ䠏ᖺ 㻭 䞉 䠏ࠥ䠐ᖺ 䞉 䠑ࠥ䠒ᖺ㻌䠅 担当　福西 亮馬

�ࠉ ᖺ⏕ࡢ⏨ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡᏊ

ࡃᕤసࡓࡗ⟽ࡁ✵ࡣ

ࣇࢼ࣮ࢱࠋࡓࡋࡋ

ࣛࠊࢻࣥࢺ ࡗ࠸࣮

࠸࡞ࡃ࡞༴ࠊ㐨ල࠸ࡋ᪂ࡓ

⠊ᅖ࡛ክ୰࡚ࡗ࡞ヨࠊࡋ

ࠋࡍ࠸࡚ධෆࡢᡭ

ዪࡢᏊࠊࡣ⡿⢊࡛ࡡⰍࠎ

ࡡࠋࡓࡋస≀㣗࡞

⤮ࠊ࡚࠸࡚ࡉⰍ╔ࡀయ⮬

ලࡎᣦ࡛ΰⰍ࡛ࡁ

࡛㎸ධࡄࡍࠊࡉࡋᴦ

ࠋࡓࡋ࠸

�㹼ࠉ � ᖺ⏕ࡍࡡࡦࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ㸦ࣃᕤస㸧࡛ࣥࢻࣥࢺసࠋࡓࡋⓗ

࡛ᢡࢺࢽࣘࡢ⣬ᢡࠊ㛫ࡢࡇࡓࠋࡓࡋᛀ㛫ࠊᨵⰋࡢ▮ࡢࡓࡉ่ ��� ᯛ⤌ࡢከ

㠃యᡂࠋࡓࡋࡏࡉ

�㹼ࠉ � ᖺ⏕ࡇࠕࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ

ࣜ࠺࠸ࠖ࠸ࡓసࡢ࡞

ࡑࠋࡍࡁฟ࡚ࡃࡀࢺࢫࢡ

ࢻࣇࣥࣅࣟ◙㕲ࢦࠊ࡛

ࢻ࣮ࣆࢫࡃື࡛࣮ࢱ࣮ࣔࠊᘪࡢ

ᚋࡢࡑࠋࡓࡋస࡞࣮

ࣥࢲ㸧ࡓࡋ࡛ࢫࣛࢡࡢ㸦ཤᖺࡣ

Ṋල࡞ࡁዲࠊ࡚ࡋᅇᖐ࣮ࣝ

ᴦࡇࡗࡈࣛࣂࣥࣕࢳࠊస

ࠋࡓࡋࡋ

�㹼ࠉ � ᖺ⏕ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡᮌᕤࠋࡓࡋࡋࡃ᳃࡛ᣠࡓࡁ࡚ࡗ

ᯞ┦ᡭ࡛ࡂࡇࡢ᱁㜚᭱ࠊࡋᚋࢥࣥࢳࣃࡣసࠋࡓࡋ

స⟽㈓㔠ยࡢᖾᮧ⏣┿ࠊ࡚ࡅࡘࡗࡃ࡛ࢻࣥᮦࢧࣝࣂࡓ

ࠋࡓࡋ࡞ክ୰Ṋჾసࡢ࣮ࣝࣥࢲࡣ㏆࡛᭱ࠋࡓࡋ



6

『ことば』䠄䠏ࠥ䠐ᖺ䠅䚷『ことば』䠄䠎ࠥ䠑ᖺ䠅䚷 担当　福西 亮馬

6

『つくる』䠄䠎ࠥ䠏ᖺ 㻮䠅 担当　藤田 温士

�6L]XNX㸦�ᖺ⏕㸧ࠉศࠉ㉮࠺ࡁ㢼ࠉࢥࢥࣛࣇࠉ

ࡓࡋ⤂ࡔᏘㄒࡢࡑࠋࡍ࡛ࡇࡢࢥࣥࣛࡣࢥࢥࣛࣇࠉ

ᕥྑࡀࣀࢫࢡ࡞ࡁࠊ࡚࠸࡚࠸྿ࡀ㢼࡞࠺ࡢᔒࠊࡣ᪥ࡢࡑ

ഴࠋࡓࡋ࠸࡛࠸ⴠ᪥ࡔࡣ㧗ࠊ࠶ࡇ࠸㞼そ࡚ⓑࡃ

ࠋࡓࡋ㛫ᖏ࡛࠸࡚࠸㍤

ࠊࡃྥ᪉ࡢᰕィࡢᅬᗞ࡛ࡘぢኤ᪥ࠊࡣྃࡢࡇࠉ

ศࠕ࡚ࡋࡑࠋࡍ࠸࡚ࡋ⾲ࡇࡓࡗࡔࡢኤᬽ࠺࠸ࠖゝⴥ

ࡗ࡞Ꮫᖺ࠸ࡋ᪂ࠊࡣ⪅సࠋࡍ࠸࡚ࡋ⾲ࡑ㛫࡛ࠊࡎ

₈ࢥࣥࣛࠊ୰ࡢࡋ᪥ᕪ࠸ࡋᐢ࠺ࠊ࠾࡚ࡗᙇ⬚࡛ࡤࡓ

ࡅࡔࡋᑡࡓࡗ๓ࠋࡍ࠸࡚ࡋ㉮ࠖ࠺ࡁࠕ㢼ࠊ࡛࠸

ᑠࡃࡉឤࡌᗂ⛶ᅬࡢ㐟ලࠋ 㐠ືࠋ㢼ࡢᑐヰࠋ

ྃࡢࡇ࡛ࡘ࠸ࠊࡣ㛫ࡢࡇࡓྲྀษぢ࡚ࡗ⪅సࠉ

⚾ࡔ୍ྃ࠶ࡢᬑ㐢ᛶࠋ࠺ࡋ࡛ࡇࡅ⥆ࡁືࠊ࡚࠸࠾୰ࡢ

㸰ࠥ㸱ᖺࡃࡘࠕࠉ %ࠖ

ᖺ⏕ࡣࢫࣛࢡࡢ

ே୕ᖺ⏕୍ேࡢዪ

࡛ࢫࣛࢡࡢᏊ୕ேࡢ

ࢫࣛࢡ࡞㟼ࠋࡍ

ヰࠊࡁ࠸ᛮ࡞

࠼⤯ࡀኌ࠸➗ኌࡋ

ࡀኌࡧྉࡓࠊࡎ

ධࡢ㈰

ࡋᮇᚅ࠺࠸࠺ࡋ࠺ࡇࡣḟࠋ࠸࡚ࡏぢ㢦➗㝿ᖐࠋ࠸࡚ࡗ࡞ክ୰ࡀࡕࡓᚐ⏕ࠉ

࡚❧⤌ࡣ࡚ࡗసࡓḟᅇࠊࢶ࣮ࣃࡢ㛫࠸࡞ࡢ࠼ࡀࡅࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠸࡚ୗẁ▼ࡀ࡞

ࠋࡍ࠸࡚ࡗ㢪࡞࠸࠸ࡓࡁ࡛⚾ࠊࡀ࠸ᡭఏ࠾࡞ࡑࠊࡃ࠸࡚

ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞ࢫࣛࢡ࡞ඖẼࡘ

ࢲࠊࡎᯟࡢࡑࡋࡋࠋࡓࡋࡋࡓࡗ⢓ᅵ࡛సࡓ࠸ࡘࡢⰍࠊࡓࡗస᪂⪺⣬࡛᭹ࡣ࡛ࠉ

᪉ྥ࠸࡞ࡘീࠋࡓฟ࡚እࠊࡓ࠸ᥥ⤮ࢻ࣮ࢺ࣡ࠊࡓࡗస࡛⟽ᐙࡢࢩࢦࣥ

ࠋࡍ࠸࡚ࡉ㦫ࡘ࠸ዲወᚰ࠸࡞▱ᗏࡃ⾜࡛㣕

ࡢ࡞ಶᛶⓗࡒࡑࠊ࠶ࡀࡢぢᙇ┠ࡣ㞟୰ຊࡢࡁࡓࡋ㞟୰ࡇࡢࡘࡦ୰࡛ࡢࡑࠉ

ࡃ࡚࠼⟆ᙧ࡛࡞࠺ࡢ㢟࠾ࡍᥦࡇࠊࡀࡍ࡛࠸ὸࡀ᪥ࡔࡔࠋࡍࡃ࡚ࡋࡔస

ࠋࡍ࠸࡚ࡋࡋᴦ࡚ࠋࡢ
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ࣛࢡ࡞࠺࡞ࡅࡗࡁࡆᗈ⏺ୡࠊ࡚ࡗ✲◊ㄪᰝࡣ࠸࠶ࠊ࡚ࡌ㏻ࡤࡇࡓࡗ࠸ⱥㄒ᪥ᮏㄒࠉ

ࠋࡍ࠾࡚ࡗᛮࡤ࡞ࢫ

ㄞẖᅇ㸯ࠋࡍ࡛࠸ᛮ⥾ࡁᘬࡀ㌟࡚ࡋࡕࡇ࡛࠺࡞᪂㩭ࡀఱࡣࡕࡓ⏕ㅮཷࡢࢫࣛࢡࡤࡇࠉ

ࠊ࡚ࡋ࠺࡚࠸᭩ศ࡛ᩥ⮬ࠋ࠺ࡋ࡛ࡇ࠸࡚⁄ࡕ‶่⃭ࡗࡁࠊ࠼࠸࡚Ỵࡇ

㸯ᖺ⏕ࠊࢼࢱ࡞ࡀࡦࡢࡤࡓࡗ⩦ࡣ㸰ᖺ⏕࠸࡚ࡗ▱ࡣ₎Ꮠࡒࡑࠊᐇ㊶ⓗ࠺ሙ࡚ࡗ࡞

ࡗゝࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼⪄ሙ࡛ࡢࡑࠕࡁ࠶ࠋࡍ࡛࠺࠼ࡇ⪺᪂ወࡇ࠸࡚ࡋヰࡃ࡞ఱẼࡀ⚾ࠋࡍ࠸

㸽ࡤ࡞ࡍࠕࡓ ࠗࠕࠊ࡛ࡢࡓࡉ㏉ࡁ⪺ࠖ ࡛࠘ࡤ࡞ࡍ ࠗࡃ࡞ࡣ ሙࡢࡑ ࡗ࡞ࡁࡢࡑࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠾࡚࠼⪄࡚ࡗ๓࠘ࠊ

ࠋࡓࡋ࠶ࡇ࠺࠸ࡓࡋ㔘ࠖࡍព࡛࠺࠸࠼⪄࡚

࡞࠺ࡋぶ㆟ㄽࡓࡁ࡚ࡉ࡛⏺ୡࡢᏛဴࠊ័ୡ⏺ほࡢ࣮ࣗࢹࡣ࡛ࢫࣛࢡⱥㄒㅮㄞࠉ

ࡢ࡞㘒ぬࡣほᛕㄽࠋࡍᐇᅾㄽ㸦UHDOLVP㸧࡛ほᛕㄽ㸦LGHDOLVP㸧ࡣㄽⅬࡢᡤ⟠࠸࡛㏆ㄞ᭱ࠋࡓࡋ

ฟ࠶࡚ࡋ≀ࡣே㛫ࡢ⢭⚄ࡀస࠸࡚ࡗᙇࡢࡍᑐࠊࡋᐇᅾㄽ࠶ࡣ≀ࡑࡀ⮬య࡛Ꮡᅾࡋ

ᢈほᛕㄽࡣᐇᅾㄽ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋᏑᅾ⢭⚄Ⓩሙ௨๓ࡢே㛫ࡣ≀࠶ࠋࡍࡋᙇ࠸࡚

ࡣ㆟ㄽ࡞࠺ࡢࡇࠋࡍࡋᢈุᐇᅾㄽࡣほᛕㄽ࠸࡞ࡣ࡛≀⏘ࡢ⚄⢭ࡢே㛫㆟ㄽࡓࡋ࠺ࡑࡑࡑࠊࡋุ

ࠋࡍࡕ❧ᙺ㝿ㄞ❶ᩥ࡞Ꮫⓗဴࡢࠊࡋࡍ࡛࠸῝⯆ࡀయ⮬ࡑ

ศ⮬ࡓࡋጞ✲◊ㄪᰝࡃࡋ᪂ࠋࡍ࡞ࡇࡆᗈ⏺ୡ࡚ࡌᛂᚲせ⯆ࡣ࡛ࢫࣛࢡ✲◊ㄪᰝࠉ

࠶ࡀᚲせㄪࡢ࠶ࡀࡢ࡞࠺ࡢ✲◊㈨ᩱࡢ᪤Ꮡࠊࡍ☜ࡅࡔࡁ࡛⯆ࡢ

స✏Ⓨ⾲ཎ࡚ࡁ࡚㐍✲◊ᗘㄪᰝ⛬࠶ࠋࡍࡌΰධࡀᮇᚅᏳ࡛ࡢ㐍࡛ᡭ᥈ࡣࡓ࠶ࡢࡇࠋࡍ

ࡗࡁ࡛ࡇࡑࠋࡍ࠶ࡀ࡞ࡇ࠺ᛮ࠺࠾⾲ᅗࡢࢱ࣮ࢹィ⤫ࡓ᪂ࠊࡓࡍቑㄝᚓຊࠊࡣẁ㝵࡛

ࠋ࠺ࡋ࡛ࡇ࠶ࡀⓎぢ࠸ࡋ᪂

『ことば』䠄䠍ࠥ䠎ᖺ䠅㻌㻌山の学校ゼミ  『調査研究』  『英語講読 C』
担当　浅野 直樹

ࠋࡓࡋ࠸ࡋ࡚࠼᠈ࡗࡍࠊ࡛ࡢࡓࡋⱄ୰࡛ࡢ㢌㢌ཱྀ࡛ࡣ⚾ྃࡢࡇࡃ࡞ఱᗘ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ࠸ᛮࡣ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠺ࡔ࠸࡞ᛀࡗࡁ

ࠋࡓࡋ⤌ྲྀತྃࡣᏛᮇࠊ࡚ࡋඹ㏻ࢫࣛࢡ୧ࡢ㸰㹼㸳ᖺ㸱㹼㸲ᖺࠉ

࠸ᛮࠊࡇࡓࡋ┠ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋࡓฟእࡢᩍᐊ࡛࠶ࡢࡑࠋࡍࡋᬯၐ⥴୍ྃࡢ࡞ⷚᮧⰸⷀࡣึ᭱

ฟࡇࡓࡋࡢ࣮ࣞࣇࡢ୰ࡇᴦ࣓ࣛ࠺ࡕࠋࡍ࠸࡛ࡋᣢ࡚ࡗฟ࡞࠺ࡅឤ

ぬ࡛ࠋࡍ

࠸ࠕࠋࡓࡋ࠸࡚ࡋ⾲ࠎⰍࡣࡕࡓᚐ⏕ࠊ㞺ᅖẼࡢࠉ ጞࠖࠕ ⰼࠖࠕ

ဏࡃ ࠖࠕ ͐ࠖ࠸㸧ぢ࡚ࡀࢠࢧ㸦᭶ࠖࠕ ࠊࡑࡇࡓࡋ⾲ゝⴥࠋ͐

ศࡔࡢ࠸࡚ࡋ┠ὀࡇࡓࡗ㐪ࡣᐇࠊ࡛࠺࠸ぢ࡚ࡢࡌྠ

ࡌ⏕ࡀඹ᭷ඹឤ࠺࠸ࠖࡓ࠸࡚ࡋ࠺࠾ゝࡑศ⮬ࠕࠊࡓࠋࡓࡋ

ࠋࡓࡋ࠸ᛮࡔࢫࣛࢡࡢࠖࡤࡇࠕࠊࡀࡇ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋⓒே୍㤳ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ㸱㹼㸲ᖺࠊࡣ࡛⤌ྲྀࡢತྃ௨እࠉ

ゝࡣࠖࡓࡁ㣬ࠕ࡞࡞ࡀࡕࡓᚐ⏕ࠋࡍ࠸࡚࠸⥆๓㸰ᖺࡣࡇ

ྂࠊぢᵝᏊࡃ࡚࠸⪺㸽ࠖࡍⓒே୍㤳ࠊ᪥ࠕࡋࠊࡎ

ࡓᚐ⏕ࡕ࠺࠸࡞▱ࡢ⚾㛫ࡢࡘ࠸ࠋࡍࡌឤࡉ῝ࡢࡢࡢ࠺࠸

ࠋࡍ࡛ࡁ㦫࡞᪂㩭ࠊࡀࡇ࠸࡚ࡃ࡚ࡗ࡞ࡁዲḷ࠸ࡋ᪂ࡀࡕ

⣣ḷ㞟ࡘࡃ࠸ࡀ࡞⣲ே㌟⮬⚾ࠊ࡚ࡉゐⓎࡕࡓᚐ⏕࡞࠺ࡢࡑࠉ

ゎ࠸ࡓࡁᛮࠋࡓࡋ࡞࠺࠺ḷࠊࡣⓒே୍㤳ධཱྀࠊ᪥ᮏྂࡢ

సရ࡚ࡋఱ༓ఱࡀᩘ࠺࠸ṧࡉࠋࡍ࠸࡚ࡉゝࡢⴥ࡛⚾ࠋࡍ

ࡓேࡢࠊ࡚ゐ㒊ศ୍ࡢࡑࡊ࠸ࠊ࡛ࡕẼᣢ࠺࠸ࠖࡋࠕ

࡛ࠖ࠺ࡑࡋ࠸࠾ࠕ࡞ࠊ࡛࠺ධࡋᕪᡭὶࡢΎỈࡢᚰࡢࡕ ࠊ࠶

ᬒ⫼ࡢࡓࡋࠖࡁࡁࠕࡢࡑࠋࡍࡌឤࡢࡓࡋࠖࡁࡁࠕ

ᤵᴗ࠸ࡓࡋᛮࠋࡍ࠸

㸧ᩥ₍ฟ㸦ࡢᨾᡂㄒࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋ࠸ࡀᚐ⏕ࡓࡗᣢ⯆ࡊࡇᖺᗘࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ㸰㹼㸳ᖺࠉ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡛ㄞࢻ࣮ࢯࣆࡢฟ㏻ࡃ࡞ࠊ࡚ࡁ࡚ࡋ᥈

ࢬࢡ⌮᥎ࠕࡣ㏆࡛᭱ࠊ࠼⪄ࡔࡀࡇࡍ㉁ၥࡀࡕࡓᚐ⏕ࠊࡓࠉ 㸦ࠖỈᖹᛮ⪃ࢬࢡ㸧ࠋࡍ࠸࡚ࡋ

ࠋࡍ࠸࡛ࡋᴦࡇࡍ㉁ၥἣ≦ࠊࡋ⌮᥎࡚ࡗ࡞᥈ഄྡࡀࡕࡓᚐ⏕ࠊࡣ࡛⤌ྲྀࡢࡑ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃぴࡈࡕࡑࡦࡐࠋࡍ࠸࡚࠸᭩ࢢࣟࡢᏛᰯࡢᒣࠊࡣᵝᏊࡢẖ㐌ࠉ



８

䚷『かず』䠄䠎ࠥ䠏ᖺ䠅 担当　福西 亮馬

『かず』䠄䠍ࠥ䠎ᖺ䠅䚷『かず』䠄䠏ࠥ䠐ᖺ䠅『中学数学 A』䚷
担当　吉川 弘晃

ࠊᵝྠ࡛ᖺᗘࠋࡍ࡛ࢺ࣮ࢱࢫ࡛⏕ㅮཷࡢ�ேࡣ᪉ࡢ�㹼�ᖺࠊ�ேࡣ᪉ࡢᑠᏛ�㹼�ᖺࠊࡣࢫࣛࢡࡎࡢᖺᗘࠉ

๓༙ࡣ⮬ศࡢ㢌࡚ࡗㄢ㢟ࠊ⤌ྲྀᚋ༙ᩘࡣ࣮ࢤࡓࡗ㐩࠺࠸࠺⾜⥴୍᪉㔪࡛ᤵᴗ㐍࠸࡚

ࠋࡍ

ᑠᏛࠉ �㹼 � ᖺࡢ᪉ࡢㄢ㢟࡛ࠊࡣ㏞㊰ࡢࢬࢡ � ࡘ � 㐌ẖࠋࡍ࠸࡚ࡗ⾜㏞㊰ࡁ⾜ࠕࡣ࡚࠸ࡘṆ

ࡣࡉᚐ⏕ࡓฟ᮶ࡀ᪉࡞⡆༢ࡢ┠㸯ᯛࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡚ࡅࡀᚰࠖࡇࡍ᥈ඛ � ᯛ┠ࡢ㞴࠸ࡋ᪉㐍

ࠊࡣ᪉ࡢࢬࢡࠋࡍ࡛ࡇ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ㡹ᙇࠋࡏ࠾ฟ࡚ࡣࣜࢡ┠�ᯛࡔࡀࡍ࡛ࢸࢫࢩ࠺࠸ࠊ࠺࡛

�ேࡒࡑ㐪࠺ၥ㢟ฟ᭱ࠊ࡚ࡋ ప��ศ㛫ࠊ⮬ศࡢ㢌࡛⪃ࠋࡍ࠸࡚࠼ᅗᥥࠊࡓࡋ⾲ࠊࡓ࠸ᐃつ࡛ ࡗ

ࠋࡍࡁ࠸࡚ࡋฟࢺࣥࣄࡣㅮᖌ࠺ࡅ㏆࡙Ṍ୍࡛࠼⟆ࡃ᪉ἲ࡛࡞ࠊࡓ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ࣮ࢤ࠼⪄࡛࡞ࢫࣛࢡࡣᚋ༙ࠊࡋࢺࣥࣜ࠼⪄࡛ࠎಶࡣ๓༙ࡢᤵᴗࠉ

⩦ᐤࠊࡎࡏ࠶ࡣඛྲྀࠋࡍ࡛ࣝࢬࣃࡣࡘ୍࠺ࠊ㢟❶ᩥ⟭ィࡣࡘ୍ࠋࡍ࠶✀㢮ࡣࢺࣥࣜࠉ

ࡇࡍ㔜Ⅼⓗ࡚࠼ぢᤣඛࠊࡣ࡚࠸ࡘෆᐜ࡞Ꮫⓗᩘ࠸ࡀ᪉ࡓ࠸࠾࡚ࡋᙉㄪࠊࡋࡔࡓࠋࡍ࠸࡚ࡋࡇࡢ

ࠋ㸧࡞ࡇ࠸㛗㎶୍ࡢࡀࡢ㎶ࡢゅᙧ୕ࡔẚࡉ㛗ࠊᩘࡢࡔࡤ࠼ࡓ㸦ࡍ࠶ࡀ

య⮬ࡑࡇ࠼⪄ࠊࡣ㐩ᡂឤࡢࡓࡅゎࡀࣝࢬࣃࠋࡍ࠸࡚ࡡ㔜✚ㄽ⌮ᛶࡉᙉࡤࡡࠊࡣ࡛ࣝࢬࣃࠉ

ᴦࠋࡍ࡞ࢫࣛࡇࡋឤぬⓗゎࡇࡅḟ➨ㄽ⌮ⓗゎࡀࡇࡅ㠃ⓑ⾜⛣࡞࠺࡞ࡃ

ᅗࠋࡍ࠸࡚ࡗ

ࠗࠊࡣ࡛࣮ࢤࡢᚋ༙ࠉ ��ࠋࡓࡋ࠶ࡀࡇࡓࡋ࣮࠘ࢤྲྀ▼ ಶ▼ࡢ⏝ពࠊ࡚ࡋ�㹼 �ಶࠊ࠸ྜྲྀࡘࡎ

᭱ᚋࡓࡗྲྀ▼ࡢ᪉ࡀ㈇ࡣࡇࠋࡍ࡛࣮ࣝࣝࡀࡢ࠺࠸ࠊࡅᚲ࡚࠼⪄࡚࠸ࡘࡑࠋࡍ࠶ࡀ࣮ࣥࢱࣃ

ࠋࡍ࡛⟆ゎࡢࡑࡣ௨ୗࠋࡓࡋ࠸

�ࠊࡣࡓࡏྲྀᡭ┦▼ࡢᚋ᭱ࠕࠉ ࠖ࠘࠸࠸ࡤࡍఱಶ▼ࡢሙࠗࡣἣ࡛≦ࡢ๓࣮ࣥࢱ ⪄࠺࠺࠸

ࡣࡑࠋࡍ࠼ � ಶ࡛ࠊ࡞ࡐ࡞ࠋࡍሙࡢ � ಶ┦ᡭࡀ � ಶྲྀࡣࡕࡇࡤ � ಶྲྀࠊࡃࡤ� ಶྲྀࡤ � ಶࠊ�

ಶྲྀࡤ � ಶྲྀࡎ࠸ࠊ࡚ࡗ┦ᡭࡀḟ㸯ಶྲྀ≧ἣྠࠋࡍ࡛ࡁ࡛ᵝࠊሙ � ಶࡢࡑࡣࡓࡍ

๓࡛࣮ࣥࢱࡢ � ಶࠊ�ࠊ�ࠊ࡚ࡋ࠺ࡑࠋࡍ࡞ࡇ࠸࠸ࡤࡅ࠾࡚ࡋ���ࠊ��ࠊ��ࠊ ࠋࡍࡁ࡚࠼ぢࡀิᩘ࠺࠸

ࡀ▼ࡢඛᡭ㸦ሙࡣ࡛࣮ࢤࡢࡇࡘ �� ಶ࡛⮬ศ࠺࠸␒ࡢ≧ἣ㸧㑅ࡔⅬ࡛ࠕ㈇ࠋࡍ࡞ࠖࡅ

ᑠᏛࠉ �㹼 � ᖺࡢ᪉ࡢㄢ㢟࡛⟭ࡅࠊࡣᩥࡢ⟭❶㢟ゎ

ࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡞ᮇࡢࡇࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡚࠸ � ᱆௨

ࡁ࡛☜ṇ࡛⟭ィ࡞ከᑡ」㞧ࠊࡀࡍࡁ࠸࡚࠼ቑ⟭➹ࡢୖ

࠺࠸࡚࠼⪄࡛࡞ලయⓗࡑࠊඹ࡞࠺

カ⦎ࠋࡍ࠸⾜ࡗࡋ

ࠊࡀࡍ㔜せ࡛ࡇࡍ㢌࡛⌮ゎ᪉ࡁゎࡢၥ㢟⟭ィࠊࡓ

ࡌྠࠊ࠸⾜⩦⦏ఱᗘࠊ௨ୖ࠶࡛⾡ᢏࡢࡘ୍ࡣᩘ⟭

࡞ࡤࡡ࡞࠺ࡅศ⮬㌟࡛ゎ⮬ሙྜࡓฟࡀၥ㢟࡞࠺

࠼⪄࠺ࡇ࠸࡚ࡅタࡢ㛫ࡢࠖ࠸ࡉ࠾ࠕࡣᚋ࡚ࡗࠋࡏ

ࠋࡍ࠸࡚

�ࠊࡣ୰ᏛᩘᏛࠉ ᖺ⏕࡞ィ⟬ࡀ」㞧ࡣࡢ࡞ㄽࠊㄽドసᴗࡍࡍࡀ㔜せࡓࡀ࠼⟆ࠋࡍࡁ࡚ࡗ࡞

࡛ࠊࡓࡁ࡛⟆ゎࡔ௳᮲ࡢᐃ≉ࠊࡓ࠸࡚ࡗྜࡓ ࠖ⾡⟭ࠕࡣ࡛⛬ᩍ⫱ㄢࡢᡓ๓ࡣᩘ⟭ࠋࡍ࡛ࡇ࠺࠸࠸࡞ࡋ⏝㏻ࡣ

࠶ᶆ࡛┠ࡢ୍➨ࡀࡇࡃᑟ࠼⟆࠸ࡋṇ࡚ࡋᑐ௳᮲್ᩘ࡞ලయⓗࠊ࠶࡛ࠖ⾡ࠕࡢ⟭ィࡣせࠊࡀࡓࡋ࠸࠸

ᏛࠕࡣᏛᩘࠊࡋᑐࡇࠋ࠺ࡋ࡛࠸࡚ࡗ࠸ ࠊศ⮬㌟୍࡛Ṍ୍Ṍ⮬௳᮲್ᩘ࡞๓ᥦࠊࡕ࡞ࡍࠖࠊ

➽㐨࠺࠸ࠊ࠼⪄࡚࡚❧⛉Ꮫⓗែᗘࡀồࠋࡍ࡛ࡢࠕࠊࡤ࠼㐃⥆ࡍ � ࡀࡢഅᩘࡢࡘ � ࡞ಸᩘࡢ

࠺࠸���� ���㸩�㸩ࠊࡣၥ㢟࠺࠸ࠖࡏドࡇ � ゝ㏫ࠊࡀࡍ࡞Ẽࡓࡗศࡤࡏฟලయࡢࡘ

ࡤ࠼ � Ꮠᩥ࡚ࡗ࠺ࠋࡏࡂࡍࡓࡋ♧ࡢࡘ Q Qࠊࡃ⨨ ⮬ࡑࡑࠊࡍᩘ↛⮬ࡍᩘᩚࡣ

ゎ࡞ᑀࡣ࡚࠸ࡘ᪉࠸ࡢ㐨ලࠖࠕࠊ㏻࡛ࡇࠊࡀࡍ࡞୰ᚰࡀ⩦ၥ㢟₇ࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇࠋఱࡣᩘ↛

ㄝᚰࠋࡍ࠸࡚ࡅࡀ



『かず』䠄䠑ࠥ䠒ᖺ䠅  『高校数学』 䠄䠍ࠥ䠎ᖺ䠅㻌㻌『高校数学』 䠄㻟 ᖺ䠅㻌 担当  浅野 直樹

９

『中学数学』㻮 担当　福西 亮馬

�ࠋࡍ࠸࡛⤌ྲྀ࠸ࡥࡗ࠸㛫ࠊ࡚ぢᐃㄢ㢟ࡢศ⮬ࡀࡒࡑࠉ ᖺ⏕ࡢ <WD ࡢᏐᘧᩥ⌮ᩚࡢ㈨ᩱࡣྩ

⩦ࠊ�ᖺ⏕ࡢ ࡢ⏕�ᖺࠊ㐃❧➼ᘧ㐃❧᪉⛬ᘧࡣࡕ6 <ZD 㞟ྜㄽࡣྩ � ḟ㛵ᩘࡢ⠊ᅖ࡛ࠋࡍ

ഴࡢ㏆᭱ࡇࡇࡣࡢࡓࡗධ༢ඖࠊ࡚ࡃ࡞ᩍ⛉᭩ࡣࡢ⏕୰Ꮫࡀ⚾ࠋࡍ᪉࡛࠸ᢅࡢࢱ࣮ࢹィ⤫ࠊࡣ⌮ᩚࡢ㈨ᩱࠉ

⚾ࠊゝⴥࡓࡗ࠸㸦᭱㢖್㸧ࢻ࣮ࣔࠊ㸦୰ኸ್㸧ࣥࢹ࣓ࠊࡃࡣᖹᆒ್ࡢࡌ࡞࠾ࠋࡍ࡛࠺ࡢྥ

Ꮫ௦ࡓࡗྲྀ⤫ィᏛࡇࡢࡃࡋᛮ࠸ฟ࠺ࡑࠋࡓࡋࡋゝࡤ࠼ᢏ⾡ᐙᗞ࡛ࡀࢢࣥࣛࢢࣟᚲ㡲ࡓࡗ࡞

ࡓᙜ࠸ᛮ࡞ࡔࡢ࡞ࡇࡢ࡚ࡏྜ௦ࡍά㌍ࡢࢺࣟࡇࠊࡓゝࢱ࣮ࢹࢢࣅࠊࡀࡍ࡛࠺ࡑ

ࠋࡓࡋ

WD>ࠉ ࡀࡑࠋࡍࡃ࡚ࡋ㉁ၥ⣲ᮔࠖࡍ࡛ࡇ࠺࠸࠺ࡣࡇࠕ࡛ࡘ࠸ࠊࡣࡇ࠸࡞ศࠊࡣྩ

<WD 6ࠊࡓࠋࡍ࠸ᛮࡔࢪ࣮ࢸࣥࣂࢻࡢྩ ࠸ࡘࡀࡢගࣥ⺯࠸㯤Ⰽࠊぢᩍ⛉᭩㸦ၥ㢟㞟㸧ࡢࡕ

ࡓࡍᏛᰯ࡛㉁ၥࡢᒣࠊࡓࡋ┤ࡁゎ࡛࠶ࠊ࡚࠸࠾࡚ࡋ࠺ࡑၥ㢟ࡓࡗ࡞ࡅゎࡣ࡛ࡋ࡞Ꮫᰯ࡛ゎㄝࠋࡍ࠸࡚

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡋ࡚㐍ࡋ᥎ࡑࡦࡐࠊ࡛ࡢ࡞័⩦࠸Ⰻ࠺࠸どࠖྍࠕࠋࡍ࡛

ࠋࡍ࠶ᚰ㓄࡛ࡀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡇ࠸࡞᪉ࡋ⮴ࠋࡍ࠸࡛㐍࡛ࡍᩍ⛉᭩ࡢ㧗ᰯࡣᏛᰯ࡛ࠊࡣZDྩ>ࡢ⏕�ᖺࠉ

㞟ྜㄽࠊ࡛ࡘ୍ࡢࡑҏ㸦ࢻࣥ㸧Ґ㸦㸧ࣥࠊᅗࠊໟ㝖ཎ⌮ࠊ࡞୰Ꮫ⏕ࡕ࠺ࡢ⌮ゎ࡚ࡋ㐍࠸ࡘࡁࡣࡢ㐨

ZD>ࠊࡔࡓࠋࡍ࡛ࡢ ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡋ࡚࠼㉺࡚ࡋບࡑࠊ࡛ࡢࡓ័ࡃ᪩ࡕ࠸⌮ໟ㝖ཎࡣྩ

ࡍ࠶ࡀࡢࡉ㞟⣙ࡓࡗ㏉ࡓࡋຮᙉ୰ᏛᩘᏛ࡛ఱࠊࡀࡍ࡞ぢ⚾ࡣࡇࠊ࡛ࡇࠉ

�ḟ㛵ᩘ㸧࡛㛵ᩘ㸦ࠖ�ḟ㛵ᩘࠕࡣࡑࠊࡤ 㢦ࠕࡢ୰ᏛᩘᏛࡣ㛵ᩘࠋࡍ ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡕࠋࡍ࡛ࡢ࡞࠸ࡓࠖ

ࡀᚐ⏕ࡢ⏕�ᖺࠊࡍࠉ ୍ࠊ͐͐��������� ⏕ᠱ㊊⟭ࡋጞࡄࡍ࠺ࠕ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ ��� ࡗ࠸ࠖ࠼㉸

సࠖ⾲࡚ࡓぢࠕࠊሙྜ࡛࡞ࡀᩘ⥲ࡢ▼ࠋࡓࡋ࠸࡚ࡅ⥆ඛ࠼࠼ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃࡋᎰࡀሗ࿌ࡓ

ࠊࡁࡘ࠸ᛮࡇ࠺⟭ࡅࡎࡉࡍࠊࡣ⏕�ᖺࠋࡓࡋࡉ㦫⚾ࡉᚰ⇕ࡢ⟭ィࡢࡑࠋ࠺ࡋ࡛ࡢࡓ࠼⪄࠺

���ࠊ��ࠊ�� ࡒࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅ࠺࠸࠸࠸ࡀࡕࡣሙྜࡢࡇࠋࡓࡋ࠸࡚㐍⟭ィ㛫࠺࠸ࡗ࠶

⮬ศ࠸ࡀࡢᣢࡢึ᭱⌧ࠋࡓࡋ࠸࡚ࡗ�ᖺ⏕୍ࠊࡣ ࠊ࣮࠾ࠕࠊ࡚࠸Ẽࡇ࠸࡚ࡋ㏉⧞ࡀ�ࠊ�ࠊ�ࠊ�ࡢ

ࠋࡓࡋ࠸࡚ࡏග┠࣮ࠖ࡞

ࠋࡍ࠼⪄ࡔࡇ࡞ࡣ࠺࡚ࡗ࡞ࡁዲຮᙉࠊぢᏲࡓࡋ࠺ࡇࠉ

ᑀࡢࡘ㸯ࡘ㸯ࠊࡀ࡞ࡋྲྀሙ࡛⮫ᶵᛂኚࡢࡑࠊ࡚ࡋ㝈ά᭱ᛶ≉࠺࠸ࡔࢫࣛࢡᑡேᩘࠉ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗᢅྲྀ

࠺ࡓࡋ࠸㐪຺ࣝࢬࣃࡢูࡓఝࡇࡀ⏕ㅮཷࠊࡓࡋ࠺࠾࡚ࡗࢡࢪࣟࢺࢫࣛࡣ࡛ࢫࣛࢡࡎࠉ

ࡢࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡀࡓᚰᙜࡢ࠺࠸ࣝࢬࣃࡓఝࢡࢪࣟࢺࢫࣛࠋࡓࡋࡋⱞປᢕᥱࡢ࣮ࣝࣝࠊ࡛

Ꮠᩘࡌྠࠕ࣮ࣝࣝࡓ࠸⪺࡚ࡗᖐᐙࠋࡓࡋࡁ⪺࠸ࡇࡘࡋ⏕ㅮཷࡢ࡞ࣝࢬࣃ࡞࠺

࣮ࣝ⚾ࠋࡓࡋࡁ╔ࡓࠖ⤮ࢡࣥࣜࠕࠊ࡚ࡋ⣴᳨࡛ࢺࢿ࣮ࢱࣥ࠺ࡓࡗ࠸ࠖࣝࢬࣃࠉ⤮ࠉࡆ࡞ࡘ

ᤵࡢᅇ௨㝆ࡢḟࡢࡑࠋࡓࡋࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋᴦࠊ࡚ࡁ࡚ࡗࡀࢶࢥࡔࡔࠊ࡚࠸ゎࡀ࡞ࡧᏛ୍ࣝ

ᴗ࡛ࣜࣥ⤮ࢡᑟධࡣࡇࡓࡋゝࠋࡏ࠶࡛࠺

ᅗᙧࡣศ㔝࡛ࡢ᪉⛬ᘧᅗᙧࠋࡍ࠸ᙜ࡚࡚ගほⅬ࡞ከᵝࡌྠࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ㧗ᰯ㸯ࠥ㸰ᖺࠉ

ࢳ࣮ࣟ࡞ᅗᙧⓗࠊࡋࡍ࠶ࡀࡇࡁ࡛ࡀࡇࡍฟ࠼⟆࠸ࡋṇ࡚ࡋࢳ࣮ࣟ᪉⛬ᘧ࡚ࡋࢳ࣮ࣟ

ࡀࡢ࠸⏝ᘧ㸦'㸧ูุࠊࡣ㝿࠼⪄ಶᩘࡢඹ᭷Ⅼࡢ㹶㍈㸰ḟ㛵ᩘࠋࡍ࠶ၥ㢟࠼⪄ᩘ「ࡀ

୍⯡ⓗ࡛࡚࠼࠶ࡇࡑࠊࡀࡍゎࡢබᘧࡢࢺ࣮࡚ࣝࡗ୰㌟࡞ࢫࢼࡀᅔࡇ࠺࠸ᐇឤ࠸࡚ࡋ

㝈㛫࡛ࢫࣛࢡேᩘࡣ㧗ᰯ࡛ࠊࡀࡍ࡛ࡢ῝ࡣゎ⌮ࡀ࠺ࡓ࠼⪄ཎ⌮ⓗ࡛㐲ᅇ࠺ࡢࡇࠋࡓࡋ

ࠋࡓࡋ࠸࡚ࡋ₃ឤࡢᵝྠ⏕ㅮཷࠋ࠺ࡋ࡛ࡢࡍᑟධᘧูุ㢌ࠊ࡛ࡢ࠸࡚

ᖹ᪉ᡂ࡛㹶2ࡢ㸰ḟ㛵ᩘࠋࡍ࠸࡚ࡋὀຊࡇࡍぢฟ࣮ࣥࢱࣃࡢ࡞ศ⮬ࡣ࡛ࢫࣛࢡ㧗ᰯ㸱ᖺࠉ 㸯ࡀಀᩘࡢ

ࡀᑐ್⤯୰ࡢᘧࠋࡍ࠸࡚࡚❧᪉㔪࠺࠸࠺୰ᣓᘼ㸦^`㸧ࠊ࡚ࡗࡃࡃಀᩘ࡛ࡢࡑࡎࠊࡣሙྜ࠸࡞ࡣ࡛

ࡀ୰㌟ࡢᑐ್⤯ࡎࡀ㦁ࡎៃ࡚ࠊࡣሙྜ࠶ � ௨ୖ � ཎ౯ࡣ࡛⟭ᦆ┈ィࠋࡍᏳᚰ࡛ࡤࡍࡅሙྜศ࡛࠸ࡉᑠ

Ѝᐃ౯Ѝ౯࠺࠸㡰ᗎ࡛┈ࡓࡏᘬ࡚ࡋࡓࡋ౯᱁タᐃࠊ࡛ࡢࡍ౯࡚࠸࡚ࡗࡀཎ౯ồ

ࡢ࠸ࡓồࠊࡣሙྜࡢࡉ༳▮࠺ࡢࡁ [ ࣮ࣥࢱࣃ࠺࠸࠸ࡤ࠼⪄ࡁྥࡢ༳▮࡚࠸࠾

㛤ᣅࠋࡓࡋࡋ
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『英語講読 A』　　 担当 浅野 直樹
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『中学英語』䠄䠎ᖺ䠅䚸『中学英語』䠄䠏ᖺ䠅 担当　吉川 弘晃

᭱ప࡛ࡇࡇᢲࡤ࠸࡚࠼ࡉయࡢ㍯㒌࠶࠶ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡅࡀఱ6ࠋࡍ࡞ ࡕ <ZD Ꮫࠊྩ

�ࠊࡣࡢࡑࠊࡓࡗ࠶ࡀࡇ࠺ࡋ࡛㎸ࡕᏛ࡛ⴠᩘࡋඛࡇࠊ࡛ࡢ࡞᪉㔪ࡍඛྲྀ࡞ࡀᰯ ḟ㛵

ᩘ �ḟ㛵ᩘሬ࡚ࡋ┤⮬ಙᅇࡍ㐨➽ࡣ⚾ࠊࡇ࠶ࡀఏ࠸ࡓ࠼ᛮࠋࡍ࠸

ࠊ࡚ࡋࢺࢭࣜࡓࡗ࠸ࡇࡓ࠸࡚ࡋ๓ᖺᗘ࡚ࡗ࠶࡛ࢫࣛࢡ⥆⥅ࠊ࠶ࡇ࠺࠸ࡓࡗ࡞ᖺᗘ࠸ࡋ᪂ࠉ

ḧᙇࡎࡂࡍᆅ㐨ࡇࡍ⩦⦏࡞ᚰࠋࡓࡋࡅࡀ

࠺⩦୰㸯࡛ࡣ࠺ࡢึ᭱ࠋࡍ࠸࡚ࡋၥ㢟ࢢࣥࢽࢫࣜࡢẖᅇෑ㢌࡛୰Ꮫࣞࣝࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ୰Ꮫ࣭㧗ᰯⱥㄒࠉ

࡚ࡗ࡚ࡋ㏉⧞ࡢࡑⱥᩥࡓㄞࠊ࡛ࡢ࠸࡞㊊≀ࡤ࠶࡛ࡅࡔࡪ㑅ṇゎࠋࡍㄞࡀᩥ࡞⡆༢࡞࠺

ࡀࡇࡓࡗ࡞࠸࡚ྲྀࡁ⪺࡚ࡋ࡞࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡀ㡢ࠊࡍ࠺ࡑࠋࡍ࠸࡚ࡋㄆ☜ࡢ࠼⟆

IHZࠋࡍ࠸࡚ࡋ⩦⦏࠺࠸ࡍヂⱥᩥ࠸▷ࡔྵἲᩥ࠺⩦୰Ꮫ࡛ࠊࡓࠋࡍ࡞ ࠖ࠸࡞ࠥࠕࡣ

ࠋࡍ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡇࡍㄆ☜Ⅼ࡞ࡕࡀࡋぢⴠࠊ࡞ࡍヂᐃⓗྰ࠺ࡢ

࠶┠㡯ࡓࡗ⩦࡚ࡋἲᩥࠋࡍ࠸࡚ࡋ⩦⦏ࡍヂᵓᩥ࡞ᚩⓗ≉ࡢ㧗ᰯⱥㄒࡣ࡛ࢫࣛࢡ㧗ᰯⱥㄒ㸯ࠥ㸰ᖺࠉ

ࠊࡋࡍ࡞⩦࠺࡚ࡋฟ࠸ᛮࡇࡢࡁࡢࡑࡤ࠶࡛ࡢࡓࡗ⩦ἲ࡛ᩥࠋࡍ࠶┠㡯࠸࡞࠸࡚ࡗ⩦ࡤ

ࠋࡍ࡞ࡇ࠺࡚ࡋᣮᡓ࡚ࡋᐇຊၥ㢟ࡤࡅ࡞࠸࡚ࡗ⩦

ㄒࡁ࠼ぬࡓࡋᅇ࡛Ⓩሙࡢ๓ࡢࡑࠊẖᅇࡣ⏕ㅮཷ࠸࡚ࡋぬ⮬ࡔㄢ㢟ࡀㄒᙡຊࡣ࡛ࢫࣛࢡ㧗ᰯ㸰ࠥ㸱ᖺࠉ

㞟ࡓᑠࢺࢫࢸㄢࠋࡍ࠸࡚ࡋᏛධヨព㆑ཷ࠸࡚ࡋㅮ⏕ࡣ㐣ཤၥఝ࡞࠺ࡓᙧᘧ࡛㞴ᗘᑡࡋⴠ

ᇶ࡚ࡋᡃ៏ࡗࡄࡇ࡞ࡃࡓࡋࡃࡋ㞴࠸ࡘ࠸ࡘࡣ࡚ࡋᡭసࡕࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡚࠸ゎၥ㢟ࡓࡋ

ᮏ㡯୰ᚰࠋࡍ࠸࡚ࡋ

ⱥㄒㅮㄞࠉ $ ⮬ࠊ࡚ࡋ↛ᙜࡣࡢࡀពࡢࡑ࠾ࠋࡓࡋ࠼᭰ษ㢟ᮦ࠸పࡀẚ㍑ⓗ㞴ᗘࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ

ศ࡛ᮏᩥ࡞࠺ࡢⱥㄒゝ࠺࠸ࡁ࡛ࡀࡇ࠺ព㆑࡛㐍ࡍ࠺ࡑࠋࡍ࠸࡚⡆༢࡞ⱥᩥ࡛ពእ⮬ศ࡛

ࠋࡍࡁẼ࡙ࡇ࠸ࡋ㞴ࡀࡇ࠺ゝࡗࡥ

ࡀ⏕ㅮཷࠊ࡚࠼ຍࡉᚐ⏕ࡢࡀୖࡕᣢࡢཤᖺࠊࡣࢫࣛࢡࡢ୰Ꮫ㸰ᖺࠉ � ேຍ࡚ࡗ㸰ேࠋࡓࡋ࡞Ꮫ

Ꮫ⩦ຠᯝࠊࡋࡓᙇឤ⥭࡞᪉࡛㐺ᗘࡣࡇࡘ⪅ࡪᏛඹࠊࡀࡍ࡞ᐖࡣ⌮தཎ➇࡞㐣ᗘ࡚ࡗࡧ

࠶ࡀᚲせࡍᬯグࡗࡋㄒ⇍࡞㔜せつ๎ኚࡢモືࡣ୰Ꮫ㸰ᖺࠊᐇࠋ࠺ࡋ࡛࡞ࡇ㧗

ࠋࡍ࠸࡚ࡁ࡚࠸ࡘࡗࡋ㸰ேࠊࡀࡍ࠸࡚ࡗ⾜ࡎࡉḞࢺࢫࢸᑠࡢẖ㐌ࠊࡓ

ࡅࡘ㌟ẚ㍑㺃㺃㺃ࠊモྡືࠊᐃモຓືモࡤ⤊ࡀ୰㛫⪃ᰝࠋࡏ࠶ࡣᬤ࠸࡚ࡋࡧࡢࠊࡋࡋࠉ

࠼⪄ఱᗘ࡚ࡗ㏉ࡕ❧Ⅼ࡞␒୍࡚࠸ࡘ㡯ྛࠊࡣࡢ࡞㔜せ࡛ࡇࡇࠋࡍ࠸࡚࠼ᵓࡕᚅࡃከᩘࡣ㡯ࡁ

㸽ࡍ♧ఱࡣᅾᙧ⌧ࠕࠋࡍ࡛ࡇ࡞࠺ 㸽ࠖࡢ࡞␗ࡀࡇࡣ㛫ឤぬࡢ㐍⾜ᙧ㐣ཤᙧᅾᙧ⌧ࠖࠕ

せⅬᢲࠋࡍ࡛ࡢ࠶⩦⦏ࡣ࠶ࠊࡓ࠼ࡉㄞ᭩ࢯࠊ⩦₇ࣝࣜࢻࡢࡁᐯヰࡓ࠸⏝ࢺࢫࢸࡢẖᅇࡢ

㡢ㄞ⦎⩦ࠋࡍ࡛⎔୍ࡢࡑࡣ

ࢺ࣮ࣁ㺃ࣦࣞࠗࡓࡗΏᖺ௨ୖ༙ࠊࡀࡍ࡛ࢫࣛࢡࡍ㛗ᩥㄞゎࠊࡣ᪉ࡢ୰Ꮫ㸱ᖺࠉ 㸦࠘3HQJXLQ�

5HDGHUV������㸧ࡢㅮㄞࡣࢺࢫࢸࠋࡓࡋ⤊ࡃ࠺ࡀ⌧ᆅࡢ୰Ꮫ⏕ྥ࡛ࣝࣞࡢࡅ᭩ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ㛵

ಀ௦ྡモศモࢻ࣮ࣞࣃࣥࡢຍࠊ࠼ศモᵓᩥ㛵ಀモࡓࡗ࠸㧗ᰯ⠊ᅖᩥྵἲࠎฟ࡚ࠊࡓࡓࡁ

ࡣ࡛ࡅࡔ⩦ᏛࡢᏛᰯࠋࡓࡋࡅࡀᚰヂㄞ㸧㸦㡢ㄞࡇࡃ࠸࡛ㄞᑀᩥ୍ᩥ୍ࠊࡘࡘ࠸⾜ゎㄝࠊ㒔ᗘࡢࡑ

ⱥᩥ࡛ࡢㄞ᭩㔞ࡣ㊊୍ࠊࡀࡍ࡛ࡕࡀࡋㄞࡣࡇ࠺࠸ࡁ☜ᐇ࡞⮬ಙࠋ࠺ࡋ࡛ࡇࡀ࡞ࡘ

ࡗᢅⱥ㞝ࡢࢻࣥࣛࢢࣥ࠺࠸⋥࣮ࢧ࣮ࠊࡣࢺࢫࢸࡢ௨๓ࠋࡏ࠾࡚ᛀࡇࡪᏛṔྐⱥᩥࠉ

　レベルに合わせて、授業をしてもらい、苦手だった英語を無理なく勉強できました。テスト前には自分の学校
のテストの傾向に合わせて、対策をしてもらって、よい復習ができました。
　受験前には、対策はもちろんのこと、いろいろなアドバイスをもらい、不安な気持ちを解消でき、とてもあり
がたかったです。（F.Hさん／高校３年生　受講期間：2013年 9月～2016年 3月）

䛄㧗ᰯⱥㄒ䛅㻌㻌㻌受講生の声



小学生『歴史』 担当　吉川 弘晃

㧗ᏛᖺᑠᏛపᏛᖺࡣࡢࡓࡃ࡚ࡗ㞟ࠋࡍ࡛ࢫࣛࢡࡓࡉ㛤ㅮᖺᗘࠊせᮃ࠸ᙉࡢࡉᚐ⏕ࠉ

ࡢ࡛ � ேࡀࡒࡑࠊṔྐᑐࡍᖜᗈ࠸⯆▱㆑ࠋࡍ࠸࡚ࡗᤵᴗ࡛ࠊࡣ༢Ṕྐⓗ࡞▱㆑ࡢ㔞

ቑࡢࡘࡦࡘ୍ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍ㇟ࠕࠊẚ㍑ࠖࠕ㛵ಀࠖࡢ᪉ἲࡢࡘࡦࡘ୍ࠊ࠸࡚࠼⪄࡚࠸⏝▱㆑

ࠋࡍ࠸࡚ࡋᶆ┠ࡇ࠺࡚ࡅࡘ㌟᪉࠶ࡢ⩦Ꮫ࡞࠺ࡃ࠸࡚ࡗࡀ⧄୰࡛ࡢ࡞ࡁࡀ

ᩍ⛉᭩㸦ᑠᏛ⏕㧗Ꮫᖺࡓࡋᣦᐃࡀㅮᖌࡣ࡛⪅๓ࠋࡍ࡛ࡏྜ⤌ࡢࢺࢺࢺࣥࠊࡣᤵᴗᙧᘧࠉ

㹼㧗ᰯ⏕ྥࡅ㸧ဨ࡛ㅮㄞࡇࡑࠊࡋㅮᖌࡀゎㄝຍࠊࡀ࡞࠼⏕ᚐࡣ㉁ၥ㆟ㄽᒎ㛤ࠋࡍࡋᚋ⪅࡛ࡣ

ࡢᮾすྂࠊྵ⪅୧ࠋࡓࡋ࠸ᢅⱥ㞝ࡢࢻࣥࣛࢺࢥࢫ࠺࠸ࢫ㺃ࣞࣜࡣᅇࠊ࡚ࡋᑐࡢࡓ

ⱥ㞝ࡣᴫᝒࠊⓗ᭱࡞ᮇ㏄ࡑࠊ࠼ᨾⱥ㞝ࡣ㞟ྜⓗ࡞グ᠈ࡢࡑࠊ࡞ᆅ࡛⏕ࡁேࠎຬẼᕼᮃ࠼

⏺ୡࠊ࠾࡞ࡣⱥ㞝ࡢヰ⚄ࠊࡏ࡞✀ࡢ⩏Ẹ᪘࡞ⓗࠊࡏࡀ࡞ࡘឡ㒓ᚰ࡞✜ࡀࡑࠋࡍ

୰ࡢேࡢࠎᚰࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡚ࡁ⏕ᤵᴗ࡛ࡣṔྐⓗ⫼ᬒ⿵㊊࡛ㄝࠊࡀ࡞ࡋᅜᐙࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᆅ᪉㝵⣭ࠊ㞟

ᅋࡓࡗ࠸ᵝ࡞ࠎどⅬே㛫♫ࠋࡓࡋࡁ࠸࡚࠼⪄࡚࠸ࡘ

ᩍ⛉᭩ࡢㅮㄞ࡛ᚓࡓㄽⅬࡢ୰࡛ࠊ⏕ᚐࡒࡑࡣ⯆ࡢࡓࡗ㑅ࠊ࡛�⮬ศ࡞

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ⾲ᩍᐊ࡛Ⓨࠊ࡛࠼࠺ࡓࡗ⾜ࠖ⩦Ꮫㄪࠕ࡛࡞ᅗ᭩㤋ࠊ࡚❧ၥ㢟ࡢ

ୡࡢ㇂ࠗᡓᅜࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀᚐ⏕࠶ࡢ⯆ᡓᅜ௦ࠊࡣᖺᗘࠉ 㸦࠘ᒾἼࢽࣗࢪ᪂᭩ࠊ

���� ᖺ㸧ෑ㢌ẖᅇ � ⠇ࠊࡘࡎᑀㄞ㐍ࠋࡍ࠸࡚ᮏ᭩ࡣ᪥ᮏ୰ୡྐࡢᐙ

యࡣࡋᅇ࠸ゝ⌧⾲ࡢ୰❶ᩥࠊࡀࡍᴫㄝ᭩࡛ࡓࡗᢅᏳᅵ᱈ᒣ௦ᐊ⏫௦ᚋᮇ

ⓗᑠᏛ⏕ࡣ࡚ࡗᑡࠎ㞴ゎ࡛ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍᚲࡎ⏕ᚐࡉ⮬㌟㡢ㄞࠊ࠸࡚ࡋศ

ࠊᚋࡢࡑࠋࡍ࠸࡚ࡁ࡚ㄪࠊ࡚ࡗⓒ⛉ᅜㄒ㎡ࠊࡣ࡚࠸ࡘㄒ⏝ゝⴥ࠸࡞

⫼ᬒ▱㆑࡚࠸ࡘㅮᖌࡀゎㄝຍࠊ࡛ୖࡓ࠼⏕ᚐࡣࡉࡓ࠼▱㆑タᐃࠕ⮬

ศࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗࢩࠖࡍ࠺ࡓࡗࡔⓗ࡞ᛮ⪃ࠋࡍ࠸⾜ಙ㛗ࣅࡓࡗ࠸ྜྷ⚽

ࠊࡓ࠸ື࠺ࡢࡑࡐ࡞ࡀᙼࠊᑎ♫㞟ᅋ࡞ᙺᩛࠊே࣭㎰Ẹ⏫࡞ᙺ⬥ࡣㄞ᭩⤒㦂࡛ࡢ୰ᚰ࣮ࢿࢢ

ୖࠕࠊ࡛ࡇ࠼⪄࡚ᨵ࡚ࡋ⪅ᙜၥ㢟࠺࠸ࠊࡢࡓࡗ࡞ືࡣࡃࡋ ୰ኸ㸦␥ෆ㸧ࠖࠕࡣࡃࡋࠖࠊ

୰࡛ࡢᤵᴗࠊࡓࠋࡍ࡞⬟ྍࡀࡇࡆᗈṔྐⓗᒎᮃయീࡢ♫࠸࡞࠼ぢࡣ࡛ࡢどⅬࡢ

ࢺ࠺࠸ࡍ⾲๓࡛Ⓨࡢ࡞ᡂᯝࡢࡑศ⛬ᗘ࡛୕ࠊ࠸࡚ࡁ࡚ㄪࡇࡓࡗᛮၥࡀ⮬ྛ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗ⾜ࠊ㐺ᐅࢺ

࡚ࡗ▱ࠕࠊ㎸ワࡢ㆑▱ࠊࡣ࡚ࡋ᪉㔪ࡢࢫࣛࢡࡢᚋࠉ

ࡣࡑࠋࡍ࡛ࡘࡃ⨨㔜ᚰ☜ㄆࡢ㆑▱࠶࡛ࡘࠖ࠸

ᕰ࠺ࡢ⤌␒ࢬࢡࡢ⏝ㄒࡢᩍ⛉᭩ⓗㄝ▐㛫ⓗ࠺ࡁ࡛

ࠖఱࠖࠕ࡛ࡇࠖࠕࡘ࠸ࠖࠕࡀㄡࠕࠊࡋࠋࡏ࠶ࡣ࡛ࡇ࡞

ࡐ࡞ࠕ ࠺ࡢࠖࠕ 㺃ࠖ㺃㺃ࡢࡘࡦࡘ୍ࡇၥ㢟ࠊ࡚࠸ࡘ⢓ᙉ

ࡓࡢࡑࠋࡍ࡛ࡇ࡞࠺ࡁ࡛⌧⾲ゝⴥ࡛ࡢศ⮬࡚࠼⪄ࡃ

ᩥࠊ᪉ㄞࡢᮏࠊ᪉ࡁ⪺ࡢᢏ⾡㸦ヰࡢࡓ࠼⪄ࠊࡣࡎ ࠊ᪉ㄪࡢ⫣

Ⓨ⾲ࡢ᪉㸧ᑡࡘࡎࡋᏛࠋ࠺ࡋ࡛ࡇࡃ࠸࡛

11

。数学と英語に苦手意識があったので受講しましたࠉ
　数学の授業では、学校の進度にあわせて用意してもらったプリントを解きました。分からない問題は丁寧に教
えてもらい、なぜそうなるのか、などといった計算の過程も一緒に考えながら解説してくださったので、よく理
解することができました。
　英語の授業では、基礎英語を中心に勉強しました。最初のころは音読や、英語を日本語に訳して読むことが上
手にできなかったのですが、回数を重ねるごとにスムーズに読むことができるようになりました。テスト前には
学校の教科書にあわせたプリントを作ってくださり、重点的に勉強することができました。語句や文法の疑問が
あったときも分かりやすく教えてくださいました。
　どちらの教科もテスト対策、受験対策をしていただき、それぞれの対策を十分にすることができました。毎週
学ぶ事が多くあり、力をつけることができたと思います。授業を通して、学ぶことが楽しいと思うようになりま
した。山の学校のクラスを受講して良かったです。（R.K さん／中学 3年　受講期間：2014年 4月～2016年 3月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

䛄୰ᏛᩘᏛ䛅 䛄୰Ꮫⱥㄒ䛅㻌㻌㻌受講生の声



山の学校ゼミ『社会』 担当　中島 啓勝
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ࠊࡃࡍࡑࠊ࡚ࡋࢡࣆグࢫ࣮ࣗࢽ࡞Ẽ࡞㞧ㄅ⪺᪂ࠊࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇࠉ

῭⤒ᨻ࣭ࡢ⏺ୡࡣ㇟ᑐࠋࡍ࠸࡚ࡋゎㄝゅᗘ࡞࠺࠸࡞ࡆୖྲྀ࡞࡞ࡣ࡛࡞ࣅࣞࢸࡘ

ࢺ࣓ࣥࣥࢸ࣮ࢱࣥࠊࡀࡍ୰ᚰ࡛ࡀࢫ࣮ࣗࢽ ,7 ࠾࡚ࡋ⤂ࢫ࣮ࣗࢽࡢ᪥ᮏᅜෆࠊ࠼ຍヰ㢟ࡢ࡞

࠸࡞࡛࠺ࡇ࠸࡞࡛࠶࠶㞺ᅖẼ࡛ࡓࡋ࠸࠶࠸࠶Ẽࠊ⥴୍ࡕࡓࡉᚐ⏕ࡢᅄྡࡣᅾ⌧ࠋࡍ

ヰࠋࡍ࠸࡚ࡗྜࡋ
࠸࡚ࡗ⾜ㅮㄞࡢㄢ㢟ᅗ᭩࡚ࡋ㍈ࡢࡘ୍࠺ࠊࡢゎㄝࢫ࣮ࣗࢽࠉ

࡞ே୍ࠊࡀࡍ࠶ࡀ㇟༳࠸ࡋࠎ≀ఱ࠺࠸࡚࡞ㅮㄞࠖࠕࠋࡍ

ᢡࡇࡑ࠸ࠊ࡞࠺ࡑ࠸ࡋ࡚ࡋ⮬ศࡑࡑ࡞ࡅࡔᡭࡗྲྀ

ࡘࡎࡋẖ㐌ᑡ࡛࡞ࠊᮏࡢෆᐜ࡞ᑓ㛛ⓗ࡞࠺ࡓࡗ࡞ࡇ࡚

ㄞ㐍࡚ࡗ࠸࡚Ẽ㍍ឤㄒ᭱ࡇࡇࠋࡍ࡛࣮ࢼ࣮ࢥ࠺ྜ㏆࡛ࠊࡣస

ᐙࡢ㜿ᕝᘯஅࡢࡉᜥᏊ࡛ࡢࢺࣥࣞࢱ㜿ᕝబᏊ࠾ࡢࡉ࠶࡛ࡉ

ࡕ㸦㸧࠘㸦ྐ࣓ࣜἲ࡛ㄞ᠇ࠗࡓ᭩ࡀࡉ㜿ᕝᑦஅࡢ⪅ἲᏛࠊ

࣓ࠊࡀ⏕㜿ᕝඛ࠶ᘚㆤኈ࡛ࠋࡓࡋࡁ࡚㐍ㄞᏛⱁᩥᗜ㸧ࡃ

࠺࠸ࡢ࡞ࡢ࠺࠸࠺࠸ࡓࡗ࠸ࡣἲ᠇ࠊࡀ࡞ࡓṔྐࡢࣜ

ࡕࡓࡉᚐ⏕ࠋࡍዲⴭ࡛ࡃ࡚ࡋゎㄝ࡛❶ᩥ࠸ࡍㄞ࡚ࡇ

ࠖࡣࡓࡗࡔ࣮ࢲ࣮ࣜ࡞ᙉᘬࡓࡋど↓ἲ᠇㟢㦵ࡀ⤫㡿࣮ࣥࣥࣜࠕࡣ

㦫࡞᪂㩭ࠊ࡞ࠖࡢࡓ࠸࡚ࡗ㛵ࡃ῝࡞ࡇ♫࡚ࡗ㧗ุᡤ᭱ࠕ

ࡏ㈰ࢫ࣮ࣗࢽࡀၥ㢟ࡢἲ᠇ၥ㢟ࡢࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡢᨻ᪥ᮏ࡛ࡇࡇࠊ㏆ᖺࠋࡍ࠸࡚ࡋඹ᭷ࡁ

࠼ࡕࡓ⚾ࢺࣥࣄ࡞ࡁ࡛ୖࡍゎ⌮ἣ≦ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡉࡣᮏࡢࡇࠊࡀࡓࡋࡁ࡚࠼ቑࡀࡇ

ࠋࡍࡃ࡚

ࢫ࣮ࣗࢽ࡞ࠎᵝࠊほⅬ࠺࠸㸽ࠖ௦ࡢ༴ᶵ⏺㝈ࡢ⩏Ẹࡣ௦⌧ࠕࠊࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇ௨๓ࠉ

ศᯒࡇࡢࡑࠋࡓࡋࡁ࡚ࡋ㛵㐃ࠊ࠺࠸࡚ࡋᅇࡢᮏฟ࡚ࡃ㔜せ࡞ㄽⅬࠕࠊࡘ୍ࡢẸ⩏ ❧ࠕࠖ

᠇⩏ࠖࡢ㛵ಀࡑࠊᑐ❧㛵ಀࡀᣲࠕࠋࡍࡆẸ⩏ࠖࠕ❧᠇⩏ࠖࡢᑐ❧ࡢ࡞ࠕࠊࡣព

ぢᨻࠕࠖࡇࡍ᠇ἲࡗࡋᏲࠊࡀࠖࡇᑐ❧࠺࠸ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡋ࡚ࡋ

ࠖ⩏Ẹࠕࠊࡣࡢ࡞ᮏᙜࡓᏲᖹࡢᅜࠊሙྜࡍࡇ㉳✺⾪ࡀࡘࡢࡇࡋࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡇ

࠸ྜ࠸ゝ࡞ឤⓗ࠸ࡘࡤࡍࠊ࡚ࡃࡋࡇ㠀ᖖࠊ࠺࠸ࡢ࡞ࠖ⩏᠇❧ࠕࡑࠊࡢ࡞

㝗࠸ࡍၥ㢟ࡀᾋࡋࠋࡍࡁ࡚ࡗࡀୖࡧ

㞺ᅖẼ࡞✜ࠊၥ㢟࠸ࡋ㞴࡞࠺ࡢࡇࠊࡋ

࡛ᴦࡃࡋᏛࡢࡇࡀࡇᤵᴗࡢ≉Ⰽࠊࡔ

ࠋࡍ࠾࡚ࡋ㈇⮬⛎

᪉࠺࠸࠸ࡓ࡚ࡋཧຍࡃࡋ᪂ࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇࠉ

ࡍ㛵῭⤒ᨻࠋࡍ࠾࡚ࡋ㝶ເ㞟

๓ᥦ▱㆑ࡣࡃᚲせࠋࡏ࠶᪂⪺ࠊࣅࣞࢸ

ࡇࠊ࡚࠸ぢ࡚ࢫ࣮ࣗࢽ࡛࡞ࢺࢿ࣮ࢱࣥ

▱ࡃࡋヲࡋᑡ࠺ࡇࡇࠊ࠸࡞ࡃࡀࡇ

ࡁなẼ㍍࠾࡛ࡓ࡞ࡣ᪉࠺࠸ࠊ࠸ࡓ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋࡕᚅ࠾ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࠸



『イタリア語講読』 担当　柱本 元彦

『ロシア語講読』 担当　山下 大吾
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ࡇࡅ㑊ࡣྂ࠸ࡋ㞴ࡣ࡚ࡋ࠺ࠊࡋᮇᚅ࠸࡞ࡋ࠼ቑࡀ⏕ㅮཷࡍࡋࠉ

࣭࣭࣮ࣛࣞࣇࣛࠊ⪂㛗ࡢ⏺Ꮫᩥࣜࢱసᐙ࡛⌧௦ࡢࣜࢼࠊࡣࡢࡓࡌࡣㄞࠋࡓࡋࡋ


ㄒ���VWRULH�G≀ࡢឡࡢࡘᅄࠗࡢࣜDPRUH࡛༙࠘ࠋࡍୡ⣖๓᭩ࡓ㞴ゎ࡞㛗⦅��)HULWR�D�

PRUWH��࡛᭷ྡࠊࡣ࣭ࣜࣛ࡞Ọ㐲ኻࡓ㐣ཤࣜࢼࡢჃࡓ࠸ᚋࠊᖺ࠺࡚⤒⮬ᅾࡢቃ

ᆅ㐩ࡇࡢࡇࠊࡃࡋࡓࡋᡙࡃࡈࡀẼࡃ࠾ࡢ᭩ࡁᩓ࡞ࡑࠋࡍ࠸࡚ࡋ≀ㄒⓗ

ࡕഛᮇ㛫‽Ỵ࣮ࢸࡢḟࡀ࡞ࡋເ㞟ࡢ⏕ㅮཷࠊ࠶ࡀࡢ࠸῝࠸࡚ࡃࡍㄞࡣ࣮ࢭ

ࡢࡕ࠺ࡢㄒ≀ࡢࡘᅄ࡛ࡢ࡞࣭࣭࣭ࡡࡍ࡛࠺࠸࡞⌧ࡣ⪅᪂ཧࡅࠋࡓࡋᛮ࠺ࡑࡉⰋ࠺

࡛ࡅࡔࡘษࡓࡣࡑࠋࡓࡋࡋࡇࡆୖㅮᖌࡢ㊃㉮ࣛࡢࢺࣝࢶ࣮ࣔࠊ࡚ࡋ

ྎᮏࠋࡍࡆ࠶ᐇࡣ௨๓ࠊリࡢ㡩ᚊຮᙉࡢࡇࠊ࡚ࡋ⛠ࡓࡍᤵᴗ࡛ࠗ࠘ࢽࣦࣥࣙࢪ࣭ࣥࢻ

ࡣ⏕ㅮཷࠋࡍ࠾࡛⤌ྲྀ⠍▷ࡢࣇ࣮ࢳࡁ⥆ࡁᘬ๓Ꮫᮇࠉ 7 1ࠊࡉ ᤵࡢࡇࠊ᪉࠾ࡢࡉ

ᴗ㝈ࠊࡀࡏẖ㐌ኚࡎ㢦࡚ࡏྜㄞ㐍࠺࠸⎔ቃឤㅰࡢࡀ࡞ࡋㅮㄞ࡛ࠋࡍ๓

Ꮫᮇࠗࡓ࠸࡛⤌ྲྀ୰㝵࠶ࡢᐙ࠘ㄞࡢࡑࠊࡋᚋ 7 ࠸ࢪ࣮ᩘഹࠊ࡛ࢺࢫࢡࣜࡢࡉ

ࡉグ๓┤ࡢ࠘⏕Ꮫࠗࡣᅾ⌧ࠊㅮㄞ࠘⏕ዲ⠍ࠗᏛࡓࡉ⦰จࡀ⏺ୡࡢ᭷≉ࣇ࣮ࢳࡀ࡞つᶍ࠺

ࠋࡍ࠾࡚㐍ㄞ࠘ࣥࣜࣂࡢࢻࣝࣕࢳࢫࣟࠗࡓ

ࠗࠉ ୰㝵࠶ࡢᐙ ࡓࡗࡋ࡚ᐃⅭᚐ㣗↓࠸࡞ࡢ㛫࠼⤯࡚ࡗ㐠ࠕࠊࡣேබ࠘ࡢ ࠊᐙ࡛⏬ࠖ࠶

��ࠊ௨᮶ࣥࢠ࣮ࢿࡓࡆୖࡁᥥࡢࣥࢩ࣮ ୡ⣖ࣟᩥࢩᏛࡢ୰୍࡛ࡢࡘᆺࠕࡓࡗ࡞↓⏝ேࠖࡢ⣔㆕

ጒࡇࢫࣗࢫ⛠ឡࢲጜ࣮ࣜࠊேጜጒ⨾࡞↷ዲᑐࡢேࡣࡢࡓ⌧๓ࡢᙼࡢࡑࠋࡍ࡛≀ே࡞㐃

ࡣࢲ࣮ࣜࠋࣕࢽ࣮ࢪ � ➼ᐁ࠺࠸㧗ᐁୖ࡛ワࡓஸࡁ∗ぶࡢ㑇⏘㢗ࡃ࡞ࡇៅࡃࡋᬽࡍ

ࠊዪᛶ࡛⤌ྲྀᴟⓗ✚ឿၿᴗࡢ✀ྛ࡞⫱㆑Ꮠᩍࠊࡃ࠺ᩆ⾗Ẹ࠸ࡋ㈋⮬ࠊࡋࡇ

୍ࠋࡍࡏࡉ㧟㧮ேࡢࡑࣇ࣮ࢳࡔ⤌ྲྀᚰ⇕άື࡞࠺ࡌྠ࡚ࡘࡣጼࡢࡑ ᪉ࣕࢽ࣮ࢪࡢ

ࡣែᗘࡢጜࠋࡍࡁ࠸࡚ចᙼዪࠎᚎࡣᐙ⏬ࠊ༳㇟ⓗ࡛ࡀጼ࡞⣧┿↓ᇈṧࡢࡉ࡞ࡅ࠶ࡔࡣ

⤊ጞྰᐃⓗ࡛ࠊ▷⠍ࡢᒣሙࡢࢲ࣮ࣜ࡞ពぢࡢྲྀࡢሙ㠃࡛ࠊࡣឿၿᴗࡣᐇࡇࡢ༢࡞

㈇ᢸࡢᢲࡅࡘࡋ㐣ࠊࡎࡂே㛫࡚᭱ࡗษ࡞⢭⚄ࡢゎᨺᑐ࡚ࡋఱᩛᑐࡢࡢࡍᣢㄽᒎ

㛤ࠕࠋࡍࡋᚲせࡣࡢ࡞ᑎᏊᒇ࡛ࠊࡃ࡞ࡣᏛࡍ࡛ࡢ࡞ ࠎ⚄ࡀே㛫ࠊࡀࡍ࡛ࡘ୍ࡢゝⴥࡢᙼࡓฟᢡࡢࡑࡣࠖ

ᣮᡓࢺࢫࣜࣝࣛࢺࢸࣥࢲ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋㄞ࡛㏵୰

ࡓࡁ࡚ࡗᡠฟⓎⅬࡪᖺ࡚ࡋᅇ୍ࡗࡄࠊࡍ࡛ࡅࡓࡋ

ࠊ࠼⤊ㄞᚋ༙ࡢ࠘ࢽࣦࣥࣙࢪ࣭ࣥࢻࠗ࠸࡚ࡗṧࡣࡎࠋࡍ࡛࠺

⛅Ꮫᮇࡢࣟࣇࠗࡤࡁ࡛ࡣ⤖፧࠘࠘ࢸࢺ࣭ࣥࣇ࣭ࢪࢥࠗ

㏨㉮ࡢᚋᐑࠗࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓ㐍 ࠊࡀࡍṧᛕ࡛ࡣࡢ࡞ㄒࢶࢻ࠘ࡀ

ࡀࣀ࣮ࣦࣝ࠘ࢹ࣮ࢶࠗ࠸࡞ࡃ࡞࠼ゝࠖ∧ึࠕࡢࡑࡤ࠸

ᵓᡂࠗࠋࡍ࠸࡚ࡋ ឿᝒ࠘ࠗࡢࢺ࣮ࢸ ࠗ࠘ࢿ࣓ࢻ ഇࡢዪᗞᖌ࠘ࠗ ∾

ே⋤ ࠗ࠘ ࢸ࣮ࢲࣜࢺ ࠊࡃࠊࡁ࠾࡚ࡉࡣ࠺ࡍฟᡭ࡛࠘

࡚࠸࡚ࡗ▱ㄒࣜࢱࠊ࠺ࡢ㒊స୕ࡢࢸ࣭ࣥࢲ㸻ࢺࣝࢶ࣮ࣔ

ࡉ㈶ྠࠊࡏ࠸ฟ࡛ࡇ࡞ከ⁛ࡣసရ࠼ᛮ㸟ࡓࡗ

ࠋࡍࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋ࡛ࡢࡍເ㞟୰࡛ࡔࡔ⏕ㅮཷࠊ᪉



『フランス語講読』䠄㻭 䞉 㻮䠅 担当　渡辺 洋平
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ࡇࡢᒁ⤖ࠊࡀ⏺ⓗୡ⌮ࡃᥥࡢᙼ࠺࠸ࡍ㐩฿㧗࡞➼ྠ

ࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡚ㄆᙼ⮬㌟ࡣࡇ࠸࡞ࡉ⌧ᐇ࡚ࡋỴ

ࡋ႙ኻࡢⓗዪᛶ⌮̿ࠖࡔ࠸ࡇࡣྩࠊࢫࣗࢫࠕࠉ

ࡑࡕࠊࡣゝⴥࡢᐙ⏬ࡃࡃ⥾⠍▷ࡢࡇࠊࡀ↔࠸ᜊ

࡛ࡇࡇࡣᐙ⏬ࠊࡤࡅẼ࡙ࡩࠊࡀࡍṧ⪥༳㇟ⓗ࡛࡛ࡅࡔ

ࡧ௦ྡモ࡛࠸࡞ࡅ⨨ࡢẼ࠺࠸ࠖྩࠕࡋᑐࣕࢽ࣮ࢪ࡚ึ

ࠋࡍ࠸࡚ࡅ

ㄒㅮㄞࢫࣥࣛࣇࠉ A ࣥࣕࢪࠊᏛᮇࠊࡣᤵᴗ࡛ࡢ = ࣥࢩࣗࢳࢩᏛㄽ㞟ࠗᩥࡢࣝࢺࣝࢧ࣭࣮ࣝ

㸦Situations㸧࠘㸦1947㸧㘓ࡢ࡚࠸ࡘ࣭࣮ࣗࣝࣝࠊ࠸࡚ࡉホㄽࠗࠕ ␗㑥ே࠘ゎㄝ

㸦Explication de «Étranger»㸧ࠖ ㄽத▱࡚ࡋㄽத࣭ࠖࣗࣝࢺࣝࢧࠕᚋࠋࡓࡋࡋㄞࠊㄞ

ゎㄝࡢࣝࢺࣝࢧࠋࡍ࠸࡚ࡋホ౯ࡃ㧗ࣗࡣࣝࢺࣝࢧࡣẁ㝵࡛ࡢࡇࠊࡀࡍ࡛⪅୧࡞ࡇࡍࡇ㉳

ࠋࡍ࠸࡚ゐゎㄝ࡛ࡢ᪂₻ᩥᗜ∧ࠗ␗㑥ே࠘ࠊ࠾࡚ࡁ࡛ࡃ㠀ᖖ࡚ࡋㄞゎࡢ㑥ே࠘␗ࠗࡣ

ᛮⓗ࣭ࠊほⅬࡋᑡࡢูࡋᑡࡣ࡛ࡇࡇ࡛ࡇࡑ ဴᏛⓗ࡞㠃࡚࠸ࡘ᭩࠸ࡓ࡚࠸ᛮࠕࡣࡑࠋࡍ࠸㛫ࠖ

ࠋࡍㄽⅬ࡛㛵

㑥ே␗ࠗࠊࡤࣝࢺࣝࢧࠉ ᅾ⌧ࠕࡣ࣮ࢯேබࣝ࠘ࡢ ࠊࡤ࠼ࠋࡏ࠶ࡋ㛫࠺࠸ࠖ ࣮ࢯࣝ

ࡇ࡞ࡑࠕࠊ࡛ࡇࡑࡣ࣮ࢯࣝࠋࡍ࠶ࡀሙ㠃⪺࠸࡚ࡋឡࡇࡢศ⮬࣮ࣜࡢᜊேࠊࡀ

ᅄභ୰࠼ࡓࠊࡤ࡞ே㛫ࡢᬑ㏻ࠋࡍ࠼⟆ࠖ࠺ࡔ࠸࡞࠸࡚ࡋឡࡃࡑ࠾ࠊࡋ࠸࡞ពࡢఱࡣ

┦ᡭࠊࡃ࡞࡛ࡅ࠸࡚࠼⪄ࡇࡢឡࡑࠋ࠺ࡋ࡛࠼⟆࠸࡚ࡋᑐࠕࠊࡋ᮲⌮ࠖ࡞ே㛫࡛

㔜せࡀࡅࡔᅾ⌧ࡔࡓࡣ࡚ࡗ࣮ࢯࣝࠊࡣࡑࠊࡤࣝࢺࣝࢧࠋࡏ࠼⟆ࡣ࠺ࡑࡣ࣮ࢯࣝ࠶

ࠋࡍ࡛࠺ࡋ࡚ኻࡀᅾࠖ⌧ࠕ࠺࠸᪥᭙᪥ࡤࡅ⾜ࡋࠊࡢ࠸࡞⾜ཧ࠾ࡢẕࠋࡍ࡛ࡔ

࡛࡛ࡇࡍ㉳⥅ࡀᅾ⌧ࡢ㒔ᗘࡢࡑ㒔ᗘࡢࡑࡣ㛫ࠊ࡚ࡗ࣮ࢯࣝ࠶ே㛫࡛ࠖ࡞⌮᮲ࠕࠊࡘ

࠸࡚ࡅ㊧࡙ࡀ࡞ࡅ㛵㐃࡙యᩥࡢ㢼ࢢࣥࠊࡇࡢࡇࡣࣝࢺࣝࢧࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡚ࡗࡀ࠶ࡁ

ࣝࢺࣝࢧࠊࡣࣥࢯࢡࣝࠋࡍᢈุ࡛ࡢࣥࢯࢡࣝࣝࢺࣝࢧࠊࡣࡢ࠸࡚ࡉ㞃ࡇࡇࠊࡀࡍ

ࡁ࡛ࡀࡇࡍᵓᡂ࡚ࡋỴ࡚ࡘ࠶ࡃ࠸Ⅼ࠺࠸ᅾ⌧ࡣ㛫ࠊࡣᙼࠊࡀࡍ࡛⪅Ꮫဴࡢୡ௦ୖ୍

ὶࣥࢯࢡ࡛ࣝࡇㄞ㑥ே࠘␗ࠗࡣࣝࢺࣝࢧࠋࡓࡋ࠸࡚ࡋᙇࡔὶࡢྍศ୍యࠊ࡞࠺࠸࡞

ࠊ࡚ࡆᣲྡࡢࣥࢯࢡࣝࡅࡔᚋ୍༙࡛ᗘࡢ⪄ㄽࠊᐇࠋ࠺ࡋ࡛ࡢࡓࡅࡘぢ㛫ᛶ࡞␗ࡣ㛫ࡢ

㋃࡛ၥ㢟࡞Ꮫⓗဴࡀ࡞࠸ᢅᏛసရᩥ࠺ࡢࡇࠋࡍ࠸࡚ࡋ⨨ᑐே㛫࡞⌮᮲ࣗ

㎸ࡃ࠸࡛ㄞゎᩥࠊࡣᏛ⪅࣭ᛮᐙࡢࣝࢺࣝࢧࡢ࡚ࡋ㠃┠㌍ዴゝࠋ࠺ࡋ࡛࠼

ࡢ⚄ㅮ₇ㄽᩥ㞟ࠗ⢭ࡢࣥࢯࢡ࣭ࣝࣜࣥࡓࡁฟ࡚ࡢ๓ྡ࡛ࡇࡇࠊࡣᤵᴗ࡛ࡢㄒㅮㄞ㸿ࢫࣥࣛࣇࡢᚋࠉ

ࢠࣝࢿ 㸦࣮L’énergie spirituelle㸧࠘㸦1919㸧ࠕࠊᚰయ㸦L’âme et le corps㸧ࠖ ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁ࠸࡛ㄞ

ㄒㅮㄞࢫࣥࣛࣇࠉ  B 㒊࡛⤊᭱ࠋࡍ࠸࡚ࡅ⥆ㄞ᪉ἲᗎㄝ࠘ࠗࡢࢺࣝࢹ࣭ࢿࣝࡁ⥆ࡁᘬࠊࡣᤵᴗ࡛ࡢ

ࠊࡓ࠸࡚ጞධ࡛ࡍࠋࡓࡋࡁ࡚࠼ぢࡀ⤊࠸࠸ࠊࡋࡉᚋ༙ࡢභ㒊➨࠶

ෆᐜࡉࡣ࡚ࡋ᭩ࡁࡃࠋࡏ࠶ලయⓗࡣ⮬ศ࠼⪄ࡢබ⾲࣭ࢺ࣓ࣜࡢࡇࡍ ࣓ࣜࢹ
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⏕ㅮཷࡢྡ୍ࡀࢫࣛࢡἲᩥࡣᏛᮇࠉ 6 ィྜ࡛ḟᏛᮇࠋࡍ࠾࡚ࡉ㛤ㅮ࠼㏄ࡉ �� ᅇࡢᤵᴗ㏻

♏ᇶࡢㄒᩥἲࣥࢸࣛࠊ࠸⏝࡚ࡋᩍ⛉᭩࠘∧ᨵゞࠉㄒึṌࣥࢸ୰ගⴭࠗࣛ⏣ࡢ⾜ᒾἼ᭩ᗑหࠊ࡚ࡋ

ᅛ6ࠋࡍ࡛ࢫ࣮ࢥ ゐᡂྃࡢㄒࣥࢸࣛࠊ࠾࡚ࡉᑓᨷ⏬⤮≉୰࡛ࡢࡑࠊ⾡⨾すὒࡣࡉ

ᶵࡀከཷࡃㅮỴពࣥࢸ࡛ࣛࡇࠋࡍ࡛⏤ࡢࡓࡉㄒᏛ⩦ୖࡢ୍➨ࡢᒣホࡉ➨୕ኚ↓

㉺ࠊ࡞࠼ㄢ⛬ࡣ㡰ㄪ㐍࣮ࣝࢦࠋࡍ࠾࡛㏄࠼᪥ࡀᴦࠋࡍ࡛ࡋ

ࡃࡌྠ๓Ꮫᮇࡣࢫࣛࢡㅮㄞࠉ � ෆࡢࡑࠋࡍ࠾࡚ࡉ㛤ㅮࢫࣛࢡ 'ࠊ&ࠊ$ %ࠊ࣮ࣟࢣࡀࢫࣛࢡ ࣛࢡ

ࠋࡍෆᐜ࡛࠺࠸ࢫࢸ࣮ࣛࡀࢫ

$ࠉ ࡣᅾ⌧ࠊࡋㄞᘚㆤ࠘ࢫ࣮࡛ࣝࠗ๓Ꮫᮇࡣࢫࣛࢡ $ ๓ඹࡉ �� ᖺࣝࢫࣘࢣᐄ࡚

ྡ࡞ᙉⅯࠊࡋ㢧ࡃ࡞ࡇࡍ㞃ໟཌ㢦↓ᛶ᱁࡞ࡕࡗࡏࡢ㌟⮬ࠋࡍ࠾࡛⤌ྲྀ᭩⡆ࡢ

ḧᤕࡢ࣮ࣟࢣࡓࡘጼࠗࠊࡍ┠ ��ክ࠘ࡢ࣮ࣆ࣮ࢫ ⠇௨ୗ࡛ᆅୖࡢᰤࡉࡋ࡞ࡢ

ࡢேࡓᙼࠋࡏ࠼⪄ᗏ฿ࡣࡔ࣮ࣟࢣࡌྠࡀᙜேࡃㄝࠎษ࡚ࡋ㏻ཱྀࡢ࣮ࣆ࣮ࢫ

Ꮚ⫗⓶ࠊ➨୍⣭ྐࡢᩱ࣮ࣟࢣࡢ࡚ࡋ᭩⡆ࡢ౯್ࡅࡔࡑࡣ㧗⤖ᯝࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞

&ࠉ ࡁ⥆ࡁᘬࡣ࡛ࢫࣛࢡ &X X&ࠋࡍ࠸࡚㐍ㄞ࡚࠘࠸ࡘᖺ⪂ࠗඹࡉ Ꮫࡣ⩦ண࡞ᐦ⥥ࡢࡉ

ᮇኚࠊࡃ࡞ࡇᖹ㞴ゎ⮳ᵝ࠶ࣝࣞ࡞ࠎ⛬ᗘぢศࡅẁ㝵࡛฿㐩࠸࡚ࡉ

ࠋࡍࡅぢཷ࠺

'ࠉ L&ࠊⲮᑐㄯ㞟࡛࠘ࣝࢡࢫࢺࠗࡣࢺࢫࢡࢸࡢࢫࣛࢡ ඹࡉ � ᕳࡢ �� ⠇࡛ㄞ㐍ࠋࡓࡋリ

ࠋ࣮ࣟࢣࡍᣦ┠ㄒࣥࢸࣛࡢᏛဴࢩࣜࢠㄆ࠸࡚ࡗຎẚศ㔝ࡢ࡞ᘚㄽ

ࡢᙼࡘ❧࠸ዧࡋᐉゝ࠸࡞ࡋࡓࡉゎᨺ⏺ୡࡢᨻࡓࡁ࡚ࡅ⥆ά㌍࠸ࡋぬ┠࡛ࡇࡣࡑ

ゝⴥບࡢ࣮ࣥࢺࣛࠊࡀ࡞ࡉᑐヰ⠍ࡢࡀ࡞ࡉ⢭⦓ဴ࡞Ꮫㄯ㆟ẖᅇ⪥ഴࠋࡍ࠸࡚ࡅ

%ࠉ �ㅕ่リ࠘ࠗࡣࢫࣛࢡ ᕳࡢᢡ㏉࡞ࡋ➨ � ⠍ㄞྠࠋࡍ࡛ࡇࡓࡋ⠍ࡢෆᐜ࣮ࣟࡣ༡

୍ࡢࣝࢡ࣮ࢧࡢࡑࠊࡎ࡞ࡢࢫ࣮ࢼ࣮ࢣ࠶࡛ࣥࣟࢺࣃࠊ࡛ࡢࡁࡍホ᪑᪥グࡢ࡛ࣜࢱ

ဨ࡛ࡣࡢ࠺ᩛ⚾࡛ࡉ῝ࡢ⤎ࠕࠊ࠶ㄡ࠸࡞࠸ ࠋࡏࡁᑾࡣ⯆ࠊࡋⓏሙࢫࣜࢠࣝࡍホࠖ

࣮ࣛࠊ࡞ࢡࢽࢡࢸࡍᙧ࡛✍ࡌࣝࢱࢫࡢリླྀࠊጼࡢᕫ⮬ࡓく㣗୰ࡢࡑ

ጁࡢ⌧⾲ࡢࡣ࡛࡞ࢫࢸ &D ࠋࡍ࠾࡚ࡅ⥆ẖ㐌ㄞࡀ࡞࠸ඹࡉ

ㄞ࡛⮬ྛࡣࠊ࡛ࡢ࠶ࡀ㊃࠼ゝᏛၥㄽ࣭ேᛶㄽࡢ✀୍ࡣ㎶ࡢࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡚࠸᭩ࢺ

ே㢮ࠊࡣពࡢࡇㄞྂࡏࡎ࠸ࠋࡍ࠸ᛮࡔࡀࡇ࡚࠼⪄࡞ศ⮬ࠊ࡚࡛

࠶Ⅼࡍ┤࠸ၥࡘࡘࡋࡢࡓࡁ࡚⏕࡚ࡋ࠺ࡢࡀ௦⌧ࠊࡋ┤ぢ㐨ࡓࡁ࡛Ṍࡀ

ゝ࠼ᛮࡢࡇࠋࡍ࠸ព࡛ࠕ㏆௦ࠖࡢࢺࣝࢹࡉࡓ࠸ࡦⴭసࠊࡣ⫯ᐃࡏࡉᢈุࡉ

ࠋ࠺ࡋ࡛ࡇࡃ࠸࡚ࡀ⥅ㄞࡇࠊࡏ

Aࠊࡣḟࠊ➨ḟ⤊ㄞࡀࡇࠋࡍ࠸࡚ࡋᣦ┠᪉ἲᗎㄝ࠘ㄞࠗࡢᏛᮇ୰ࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇࠊ࠾࡞ࠉ

㸦La pensée et le mouvant㸧࠘ࡁື⪄ㅮ₇ㄽᩥ㞟ࠗᛮࡢࡘࡦ࠺ࡢࣥࢯࢡ࣭ࣝࣜࣥࡌྠᤵᴗࡢ

㸦1934㸧ࠕࠊᙧ⪋ୖᏛධ㛛㸦Introduction à la métaphysique㸧ࠖ ࡢᏛ⛉ࡣࢺࣝࢹࠋࡍணᐃ࡛ࡃ࠸࡛ㄞ

᪉ἲ≉࡚ࡋศᯒ࠺࠸ྜ⥲᪉ἲ㔜せどࡑࡣࣥࢯࢡࣝࠊࡀࡓࡋࡋ⛉Ꮫࡢ᪉ἲ࡚ࡋㄆࡘ

ࢹ㎶ࡢࡇࠋࡓࡋࡋᙇࡔࡁ࠸⏝ほࠖ┤ࠕ࡞␗ࡣᏛ⛉ࡣᙧ⪋ୖᏛࡣ࠸࠶Ꮫဴࠊࡘ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡁ࠸࡛ㄞࡘࡘࡁ⨨ᛕ㢌㛵㐃ᛶࡢᛮࡢࢺࣝ

A࣭Bࠊ࠾࡞ࠉ ࡕᚅ࠾ཧຍ࣭ぢᏛࡢ᪉ࡓࡓ⯆ࡈࠊ࡛ࡢࡍ࠸࡚ࡋເ㞟⏕ㅮཷᤵᴗࡢࡕ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ
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ᚲせࠋࡍ࠸࡚㐍ㄞ࡛ࢫ࣮ࡓࡋࡃࡗࠊ㡢᭩࠘⚟ࢱࠗࡁ⥆ࡁᘬࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇࠉ

ᛂ࡚ࡌᇶᮏᩥἲ☜ㄆࣕࢩࣜࢠࠊࡀ࡞ࡋㄒཎᩥࡢㄪᏊὀព࡚ࡋㄞ࠺࠸ࡃ࡛᪉㔪ᚑ᮶㏻ࠋࡍ࡛

4 ᭶ᤵᴗ㛫ࠊࡀᅵ᭙ࡢ 10:40ࠥ12:00 ఇࡤࡋࡤࡋ࡛࠸ྜࡡවࡢ㒔ྜࡢ⏕ㅮཷࠋࡓࡋ࡞ኚ᭦

ࠋࡍணᐃ࡛ࡃ࡛ㄞ᭩ྠࡁ⥆ࡁᘬࠊࡀࡍ࠶ࡣ࡛ࡀ࡞ᣳ

➨ࡣࢺࢫࢸࠉ 9 㸦5ࡍ࠸࡚ࡗධ❶ ᭶ 31 ᪥⌧ᅾ㸧ࠋ➨ 5 ࠊ⤊ࡀᆶカࠖࡢᒣୖࠕࡓ࠸࡚࠸⥆❶

➨ 8 ίࠕࡢ⪅ᝈࣛࣞࡣ࡛❶ 㸦ࠖࣞࡕ࡞ࡍࣛⓂ ( ࠸ ) ࡣởࡢࡑࠊࡉ࡞⒵ࠕࡀίࠖ

➨ࠋࡓࡋ࠶ࡀ㏙ླྀࡢ࡚࠸ࡘወ㊧ࡢࢫࠊࡍጞ㸧ࡍ࠸࡚ࡉ⌧⾲ゝⴥ࡛࠺࠸ 9 ྠࡣ࡛❶

ᵝࡢወ㊧୰ᚰࡀࢻ࣮ࢯࣆࡍㄒࠊ➨ 10 ࡓᘵᏊࡢࡑࢫࠊ࡚ࡤ㑅ࡀ༑ᚐࠖࠕࡣ࡛❶

㸧ከࡁ⥆ࡁ㸦ᘬゝⴥ࠶ࡢ㥆ᰁ࡞ࠖ⿄㠉࠸ࡋ᪂ࡣ㓇࠸ࡋ᪂ࠕࠋࡍࡁ࡚࠸⥆ࡣ᪑ࡢఏ㐨ࡕ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗᛮ࠺ࡇ࡛㐍ࡀ࡞ࡋᴦࠊ࡛ࡢࡃฟ࡚ࡃ

『ラテン語初級』 
『ラテン語初中級』  
『ラテン語中級』A・B
『ラテン語上級』 担当　広川 直幸

ࣛࠊㄒࣕࢩࣜࢠࠉ ୖࠊ୰⣭ࠊ⣭ึᇶᮏⓗࠊࡣᤵᴗࡢㄒࣥࢸ ⣭ࣝࣞࡢࡘ୕ࡢศࡇࠋ࠸࡚ࡅຍࠊ࡚࠼

ึ⣭୰⣭ࡢᶫΏึ࡚ࡋࡋ୰⣭ࡢᤵᴗ㛤ㅮࠋ࠶ࡀࡇࡍయࡢ┠Ᏻゝึࠊ࠺⣭ึࡣᚰ⪅

ࠋ࠶ㅮㄞ࡛ࡢᩓᩥ࡞㞴ゎࡣ࠸࠶㡩ᩥࡣ⣭ୖࠊㅮㄞࡢ㡩ᩥ࡞ᖹࡣ࠸࠶ᩓᩥࡣ୰⣭ࠊධ㛛ࡢࡅྥ

ࡣㄒึ⣭࡛ࣕࢩࣜࢠࠊᏛᮇࠉ Peckett & Munday, Thrasymachus ࡣㄒึ⣭࡛ࣥࢸࣛࠊ Hans H. Ørberg, 

Lingua Latina I: Familia Romana ㄒ୰⣭ࣕࢩࣜࢠࠊ࠺ゝࡣ୰⣭௨ୖࠋ࠸࡛ᏛṌึ࡚ࡋᩍ⛉᭩

A ㄒ୰⣭ࣕࢩࣜࢠࠊリᏛ࠘ࠗࡢࢫ࣮ࣞࢸࢺࢫࣜࡣ࡛ B ㄒ୰ࣥࢸࣛࠊ㞼࠘ࠗࡢࢫ࣮ࢿࣃࢺࢫࣜࡣ࡛

⣭ A ㄒ୰⣭ࣥࢸࣛࠊ㝜ㅛ࠘ࡢࢼ࣮ࣜࢸࠗࡢࢫࢸࢫࣝࢧࡣ࡛ B ࡢࢫࢹࡣ࡛ Ars 

amatoria ⦡ࠗࡢࢫࣟࣗࢫ࡚࠼⤊ㄞㆭḷ࠘ࣥࣟࠗࡢࢫࢥࣜࠊࡣㄒୖ⣭࡛ࣕࢩࣜࢠࠊ

ࡣㄒୖ⣭࡛ࣥࢸࣛࠊ࠘ࢫࢸ࣮࣓ࣟࡓ Catullus ࡣㄒึ୰⣭࡛ࣥࢸࣛࡉࠋ࠸࡚ࡋㅮㄞ M. 

Hammond, A. Amory, Aeneas to Augustus: A Beginning Latin Reader for College Students ດᐇຊ㣴ᡂ࡚࠸⏝

ㄆ☜࡛ࡕࡑࠊ࡛ࡢࡍᥖ㍕ࢪ࣮࣮⤊Ꮫᮇࠊࡣ࡚࠸ࡘ㐍ᗘࡢᤵᴗࡢࡒࡑࠋ࠸࡚

ࠋ࠸ࡓ࠸࡚ࡋ

ㅮ⩦ࡢㅮㄞࡢㄒࣥࢸࣛㄒࣕࢩࣜࢠࠋ࠸࡚ࡗ⾜ㅮ⩦ኟᮇఇᬤ୰ࠊ࡚࠼ຍᤵᴗࡢ㏻ᖖࠉ

≉ἲᩥࡤ࠼ࠊ௨እࡑࡤ࠶ࡀࢺࢫࢡࣜࠊࡀ࠸࡚ࡗ࡞័⩦ࡀࡢࡍ㛤ㅮࡘࡎࡘ୍ࡒࡑ

ࡓࡋㅮ⩦࡞㛤ㅮࠊ࡛ࡢࡁ࡛ࡀࡇࡍ⯆ࡤ࠶ࡀẼ㍍ၥࠊ࡞ࡕࠋ࠸ࡓ࠸࡚ࡏྜ࠸

ᖺࡢኟࣥࢸࣛࠊࡣㄒࡔࡣࢺࢫࢸࡢỴࣕࢩࣜࢠࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ㄒࢫࢮࠗࡢࢫࢥࣜࡣㆭḷ࠘ㄞ

ࠋ࠶ணᐃ࡛

『ギリシャ語初級』
『ギリシャ語中級』A・B
『ギリシャ語上級』　
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『ロボット工作』 担当　小坂 諒

௦ࡢࡘ࠸ࠊࡣࡢ࠺࠸ᑡᖺࠖࡢࡁዲࢺࣟࠕࠉ

ఝศ⮬ࡀࡍ࠸࡚㞳ࡣṓࠊ࡛࠺࠸࡞ኚ

ศ⮬ࡢ㡭࠸ࡉᑠࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇࠊࡃከࡀࡉᚐ⏕ࡓ

ᙜࡢ࠺࠸ࣥࢥࡓࡗ࡞▱ࡣࡓࡗ㟁

Ꮚᕤసᩍ࡞࠺࠸࡚࠼Ẽᣢ᭱ࠋࡍ࡞ࡕ㏆

࡛࣮ࣥࣟࢻࡓࡁ࡚ࡗᣢࡀㄡࠊ๓ጞࡀᤵᴗࡣ

㐟ࡀࡢࡪᜏࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞࡛ࢻࡀࡅࡔ⚾ࡣ

ሙࡢࡑࠊྵ⚾ࠋࡍἣ࡛≦࠸࡞࠸࡚ࡗᣢ࣮ࣥࣟ

ዲࡀࣥࢥࢪࣛࡍࡌࡣ࣮ࣥࣟࢻࡀဨ࠸

ࠊࡢ࠺࠸ࠋࡍ࡛ࡇ࠸Ⰻ㠀ᖖࡣἣ≦࠺࠸ࡁ

ࡢ㌣యࡀࡑࠊ࡚࠸࡚ࡋᅇ㌿࠺ࡢࡀ࣮ࢱ࣮ࣔ

㐟࡚ࡋస᧯ࡍࡓ⏝స࡞࠺ࡢࡁື

ࣥࣛࢢࣟࡧཬࣥࢥࠊࡓ࠸࡚ࡗ▱࡛ୖࡔ

࠸᭩ࣛࢢࣟ௬ࠊ࡚࠸࡚ࡋゎ⌮ᚲせᛶࡢࢢ

㏦௧࡞࠺ࡢࣥࢥࠊ࡚ࡃ↓ࡀࡇࡓ

㛫࠸▷ࡢࠋࡍ࡛࠸࡚ࡗ▱࠸࠸ࡤ

࡛࣓ࣥࡢᤵᴗࡢࡇព࠶ࡀ㛫ࡢࡇࠊࡀࡍ࡛

ࠋࡍ࠸࡚ࡗᛮ࠶

ࡃࡋ᪂ࠉ � ேࡢ⏕ᚐࡉ㏄ࠊ࠼� ேࡢ⏕ᚐࡉ

DUGXLQR &'ࠋࡍ࠸࡚ࡋ㟁Ꮚᕤసࡓࡗ ࣮ࣔ

ࡑࠊ࠶ࡘ㸰ࡀ࣮ࢱ DUGXLQR ࡛ไᚚࠊࡋᕥྑ

ࡅྲྀ࣮ࢱ࣮࡚࡚ࣔ❧⤌㌣యࡎࠋࡍ࠸࡚ࡗసࢺࣟ࡞࠺ࡢᡓ㌴ࡍືࣛࣆࢱࣕࡢ

⧄㟁ụ࣮ࢱែ࡛࣮ࣔ≦ࡢࡇࠊࡎ࠼࠶ࡣ㐩ࡉᚐ⏕ࡢࡁዲࣥࢥࢪ࡚ࣛࡃ࡞ゝఱࡀ⚾ࠋࡓࡋ

ࡓᙜࠋࡍṆࡤࡏ㞳ࠊ࡚ࡋᅇ㌿࡛ࢻ࣮ࣆࢫࡢᐃ୍ࠊ࡛ࡢ࡞ࡅࡔࡔ࠸⧄༢ࡕࠋࡓࡋ࠸࡛࠸

๓ࠊࡀࡍ࡛ࡇࡢ㟁ụࡣࡇࡍືࡣ࡛ࡅࡔฟ᮶࡚ไᚚࡀฟ᮶ࣛࣆࢱࣕࡀ࣮ࢱ࣮ࣔࠊࡋࡋࠋࡏ

๓ࡔࡓ࡚ࡋࡑࠊ࠶ගᬒ࡛ࡍࢡ࣡ࢡ࣡࡞ࡁዲࣥࢥࢪࣛࡣගᬒ࠺࠸࠸࡚ࡗ㉮ୖࡢᮘ࡚ࡏࡉᅇ㌿

࠶ගᬒ࡛ࡃ࡚ࡏࡉ࠼⪄࠸ࡋᴦࡤࡍ࠺ࡁస࡛᧯࠺ࢺࣟ࠸࡞ฟ᮶ࡋࡇ㐍

ࠊ࡚ࡅྲྀࢻ࣮ࢻࣞࠊ࡚ࡅࡘぢࢳࢫࡓ࠸࡚ࡗవࠊࡣ࠶ࡔ࠸⧄㟁ụࡎ࠼࠶ࠋࡍ

⡆࣮࣮ࣛࣟࢺࣥࢥᡂࠋࡓࡋ࠸࡚ࡏࡉᚋࡣ DUGXLQR ࡛ไᚚࡍືࢺ࡛ࣟࢳࢫ࡛ࡢࡍ

↓ࡣࡇぢࡅࡔὶࡢసᴗࠋࡍ࡞ࡇࡍእྲྀࡎ࠸ࡣࢳࢫࡘࠋࡏ࠶ࡣࡇ

㥏࡞࠺࠸࡚ࡋឤࠊࡀࡍࡌỴࠋࡏ࠶ࡣࡇ࡞ࡑ࡚ࡋࡢẁ㝵࡛ࠊࡣ㌣యసࣔࠊ ࣮ࢱ࣮

DUGXLQRࠊࡅྲྀ ࡑࠊࡋࡋࠋࡓࡋ࠸࡚࠼⪄࠺࡚ࡋືࡇࡑࠊࡏ῭⥺㓄ࠊࡏ

ࠊ࡛ࡇ࠸ࡋᴦ୍➨ࡎࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡋືࢺ࡛ࣟ⌮▮⌮↓ࡎ࠼࠶ࠊẁ㝵࡛ࡢࡒ

ᙺ࡞㔜せࡓ㐍ࢸࢫࡢḟࡃ࡞࠸㛫㐪ࠊ࡛ࡇ࡞ษព࡛࠺࠸ࡍᢕᥱ≦⌧࡚ࡋࡑ

ᯝࢺࣟࡣࡇࠋࡍࡋࡓ㝈ࡎఱస࡛ୖ㠀ᖖ㔜せ࡞ጼໃࡔឤࠋࡍࡌ

ࡁ࡛ࡀࡇࡍไᚚࢺ࡛ࣟࡁഴࡢࢧࣥࢭຍ㏿ᗘ᪤ࡣࡉᚐ⏕࠸࡚ࡗస࡚࠸⥆ࡁᘬ๓Ꮫᮇࠉ

ࡢࠋࡍウ୰᳨࡛ࡍస᧯࠺ࡢ࡚ࡅྲྀ࠺ࡢྎ◙ࡓࡗࢱ࣮࣮ࣔࢧࠊ࡛ࡢࡓ

࠺ࡃ࠸ࡃ࠺ࠊ࡛ࡢ࡞࠺ࡑࡉ࡞సࡣ࡛ࢶ࣮ࣃࡢ᪤Ꮡࠊ࡚ࡃ࡚ࡁ࡚࠼⪄࡛ࡍⓎᑕᙎ࠺

ࡀࡏࡣ �' ⡆ࠊࡣព࡛࠺࠸࡚ࡗసࡎ࠼࠶ࠋࡍணᐃ࡛ࡍฟຊࢶ࣮ࣃ࡛ࢱࣥࣜ

ⓗࡢࢢࣥࣜࢹࣔࡢ'�࡞ᤵᴗࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡓࡁ࡛��ศ࠸▷࠺࠸㛫࡛࡞࡞ࡣ㞴ࠋ࠺ࡋ࡛࠸ࡋ

࡛ࡢ࠸࡞࡚❧ࡣணᐃ࠺࠸ࡇࡀဨࡣᤵᴗࡢ᪥ࠊ࠶ࡀ᪉㐍࠺㐪ࡒࡑࡈࡉᚐ⏕ࠉ

ᡭ୍ᮼ࡞㒊ศࢺࣟࠕࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠶ࡣዲࡢࡁᑡᖺࠖࢺࣟࠕࡀసࡀࡇዲ࡞ࡁᑡᖺ࡚ࠖࡗ࡞

ࠋࡍ࠸࡚ࡗᛮ࡞ࡓࡏ㈚ຊ࠺ࡃ



『かいが』䠄㻭 䞉 㻮䠅 担当　梁川 健哲

● 線にこだわってみよう
ᥥ⤮࡛⥺ࠕࠋࡓࡋࡋヰࡢࠖ⥺ࠕࡣึ᭱ࡢᏛᮇࠉ

ࡃ ⥺ࠋ࠺ࡋ࡛ࡇࡓࡁ࡚ࡋࡃ࡞ఱẼ࡛ࡇࡀㄡࠖࠋ

ࡔࠋࡍ࡛ࡘ୍ࡢせ⣲࡞ᇶᮏⓗ࡚ᴟࡍᵓᡂ⏬⤮ࡣ

ࠊ࡚ࡗࡉ㏿ࡢࡁࡃᘬࠊᙉᙅࡢ⥺ࠊࡃ῝ࡀዟࡑࡇ

⾲⤮ࠊ࠶ࡀ⥺࡞ࠎⰍ࡚ࡗᮦ⏬࠺࡚ࡋࡑ

ࠋࡍࡃ࡚࠼

ࠊࣥࡅࡘࠊ୵➉⠂ࠊቚỒࠊ࡚ࡋᥥ⏬ᮦࠉ

ᑠࡢẟ➹ࣥࢡࣥࡧ࠾ࠊ୪ࠊࡁ࠾࡚ヨࡋ᭩ࡁ⏝

⣬࡚࠸⏝⮬ศࡃࡃࡗࡋ⏬ᮦࣇ࣮ࢳࣔࡣ࠸࠶ࠊ

ࡢᙬ╔ࠋࡓࡋ࠸࡛㑅ᮦ⏬࡞࠺ࡑ࠸ྜ⾲ࡢ

᭷↓ࡢ⥺ࠊࡀࡍ࡛⏤⮬ࡣ⾲㑧㨱ࢸࢫࣃࠊ࠺࠸࡞ࡋ

ࠋࡓࡋࡋព⏝ࣝ

ࡢ➿ࠊࡣࠋࡓࡋேẼ࡛ࡀ➿ࠊࡣ࡚ࡋࣇ࣮ࢳࣔࠉ

ከࡀேࡃᥥ㍯㒌࡛⥺࠸ຊᙉࠊࡢࡏࡉ࠺ࡑࡀᛶ᱁ࡘ

ࠊࡢࡏࡉ࠺ࡑࡀ㞺ᅖẼࡘᣢࡢቚࠊࡓࠋࡍ࡛ࡓࡗ

ತྃῧࡃ࡚࠼ேࡢࡑࠋࠊእ࡛ᣠࡓࡗᮌࡢᯞ

㫽ࡀ⥺࡞࡛⩚ࡢᥥࡅᐇ㦂ࡓࡃ࡚ࡋேࠋࡍ࠸

ࠉ

�混色を楽しもうە
ල࡛✚ᴟⓗࡢ⤮ࠊࡣᅇࠋࡓࡋࡋヰࡢⰍࠖࠕࠊḟࠉ

ࡘᗄࢺࣥࣄࡘ❧ᙺࡓࡍ᥈ồⰍࠊࡋΰⰍ

ఏࠋࡓࡋ࠼ࢺࣞࣃࡢࡁࡢࡑ࡚ࡗ୰ࡔ

࠸ᥥࡀ࡞ࡋ㊶᪩㏿ᐇࡅ⨨ࣥࣙࢩ࣮ࣜࣂࡢⰍࡅ

࡚࠼ᩒࠋࡍ࠸ࡀே࠸࡚ � ཎⰍ࡛ࡍࣛࢺேࠊ�� Ⰽ

ࠋࡍ࡛ࠎᵝࡉࡁࡢ⣬⏝⏬ࠊே࠺ࢺࢭ

ே࠸࡚ࡋἐ㢌ࣝࢸࢫࣃࠊᮦ⏬ࡢேẼࠊࡁ⥆ࡁᘬࠉ

ぢࡩࠋࡍ࠸ྡᩘ � ᖺ⏕ࡢ $ ࣃࡢ㠃ୖ⏬ࡀࡕ

࡚࠸ල࡛ᥥࡢ⤮ࡍぢ୍ࠊࡋࡤỈ➹࡛ఙ⢊ࡢࣝࢸࢫ

࡞ࡇࠊࡢ࡞Ⰽ୍ࠕࠋࡍ࠸࡚ࡋⓎἲ⏬࡞࠺࠸

㸟ࠖ࠺ࡀࡕࡀ㸧ࡉ⃰ࡢⰍ㸦

ࡏ࠶ࡐΰࡢࡓࡋ⢊࡚ࡗ๐ࣝࢸࢫࣃࠊࡓࠉ

ΰⰍ᪉ἲࡢ࡞ࡀ㛫࡛⮬Ⓨⓗヨࠊࡀࡓࡋ࠸࡚ࡉ

ᗘࡑࡣỈ࡛⁐ࡃேࠋࡍ⌧ࡀぢࡣ┠ࡓỈ⁐ࡁ⤮

ࠊ࡛ࡇࡑ㸟ࠖ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡗྲྀࡇࠊ⏕ඛࠕࠋࡍ࡛࠺ࡢලࡢ

ᑠࢡࣕࢳ࠸ࡉ⿄ࣜࡁΏࠕࠋࡓࡋࡋฟ᮶ࡓⰍࠊ

⮬ศ࡛ྡ๓࡚ࡅࡘ㠃ⓑࠖࠋࡡ࠸ ࠊ࠺ゝࡀ⚾

࠸ࡋ⨾ࠕࠊධ⿄ࡣ࡚ࡗసࠖࣝࢸࢫࣃࡁ⁐Ỉࠕࡣ࡞

Ⲕ ⷪⷴࠖࠕ ࡆ࠺ࡑࠖࠕ ࡇࡑ࡞ࠖࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࠖࠕ

ྡ๓ࠋࡓࡋࡁ࠸࡚ࡅࡘ

ࡀ㉁ၥ࠸㸽ࠖ⥴୍ලࡢ⤮࡚ࡗࡇࠊ⏕ඛࠕࠉ 6 ࡕ

࠸ࡘ⤌ࡢලࡢ⤮ࣝࢸࢫࣃࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍฟ

࡚ẚ㍑ゎㄝࡢ⤮ࠋࡓࡋࡋලࠕࡣⰍࡢ⣲ࠖࠕ᥋╔ࠖ

ࡑࡣࣝࢸࢫࣃࠊࡀࡍ࠶࡚ࡗ⦏࡛ࡢࡍ┠ᙺࡢ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ╔ᐃ࡛㎸ධ⥔⧅ࡢ⣬ࠊࡃ࡞ࡀ

ࢻࣥࡓࡗ⦏⢶࡛ࠊ⢊ࡢࣝࢸࢫࣃࠊࡣᗘࡍࠉ

⮬ࡣཎ⌮ⓗࠋࡓࡋࡁฟ࡚ࡀேࡍࡓࡏ࠶ࡐΰ

ศ࡛⤮ࡢලసࠗࠕࠊࡣࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞࠺࠸࡚ࡗ ཎ

ᩱ᥈࠘ࡋጞࠖ⤮㢟ᩘ࡚ࡋᖺ๓ࠊࡓࡗ⾜⮬స

ࡍヰࡢࡑࠋࡓࡋ࠸࡚ࡌ㏻ไసㄢ㢟ලࡢ⤮

㸟ࠖ࠸ࡓ࡚ࡗࠕࠊ ࠋࡓࡋࡃ࡚ࡗゝࡀࡕ>

ࠖࠋ࠻ࡡࡔ࠸ࡓ࠸࡚ࡋᐇ㦂ࠊ࡚ࡗࢫࣛࢡࡀ࠸ࠊఱࠕࠉ

ሙᡤࡢᐇ㦂ࠊࡣࢫࣛࢡࡀ࠸ࠋࡍ࡛࡞࠺ࡑࠊ࠺ࡑ࠺ࡑࠕ

ࡋヨࠊࡣࡇࡓࡗᛮ࠺࡚ࡗࠋࡍ࡛࡞

࣮ࢺࣔࡢ㛤タᙜึࢫࣛࢡࡀ㸟୍ࠖேࡍ࡛࠸࠸࡚

࡞࡚ࡋኌࠊ࠸ࡘ⚾ࠊ࡛ࡢࡓࡃ࡚࠸Ẽ࡙

ࡘฟ᮶ࡀὶࡢ࠸ྜࡧᏛࡁⰋࠊᖺᗘࠋࡓࡋ࠼ఏ

㸟ࡋᴦ࠾ࡒ࠺ᒎ㛤ࡢࡇࠋࡍ࠶ࡘ

18



19

『将棋道場』 座主　中谷 勇哉
月例イベント ັ

௲

ࠋࡍ࠾࡚ࡗ࡞ẖᅇ‶ဨࡣᅇᩘࡇࡇࡇ࠸ࡋᎰࠊ࠼ቑ㢦࠸ࡋ᪂࡞᪂ᖺᗘࠉ 

ࡍ࠸࡚࠼ቑࡇࡍᑐᡓ⚾ࠊࡋ⣭᪼ࠎ╔ࡣ⤌ᖖ㐃ࠊ୰࡛ࡢࡑࠊ࡚ࡉࠉ (4 ⣭௨ୖࡣඛ⏕㥖ⴠ࡛ࡕࡓ

ࡏ࡞ࡤࡅ࡞ ฟࡀࡋᴦ࠺࠸࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࡣ࠸ࡃࡕ㣕㌴ⴠ⚾ࡣᚋ᭱ࠊࡤࡍࡃ࠺ࠋ(

ࠋࡍ࡛ࡃ࡚

⮳ᚲ᪉ࡅཷࡢᨷᧁࡢᡭ┦ࡣᑗᲦㅮᗙ࡛ࡢ㏆᭱ࠊࡓࠉ ( ែ≦ワࡎᡭ࡛ᚲ୍࠶ ) ၥ㢟࠺࠸ᑡࡋ㧗ᗘ࡞ၥ

㢟㔜Ⅼⓗฟࠋࡍ࠸࡚ࡋᖺᗘឤࡀࡕࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡌᑡࡋ㞴࡞࠸ࡋᛮࠊ࡚ࡏࡇ࡞࠺࠺
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〈● 巻頭文の続き〉

　その後年月が流れ、大学院の修士課程、博士課程と進学する中、私の理想は岡先生のように流麗に原文を訳し、

先生の流儀で研究ノートを作り、論文を発表することであった。すなわち、テキストの精読と研究史の精査か

らにじみ出てくる自分のオリジナルな解釈の萌芽を大切に育て、論文という花を咲かせること。しゃにむに勉

強し、語学の問題以上に研究の壁に何度もぶつかったとき、私は先生の論文をどれだけ繰り返し読み返したこ

とだろう。

　先生が研究対象とされた原文を自分の手で徹底的に読み砕き、その後先生の論文を何度も読み返すこと。こ

の繰り返しによって、私は論文の書き方に関し、先生の「攻め方、守り方」が目をつぶっても浮かぶようになっ

た（気がした）。それは、有名選手のフォームをまねて素振りを続ける野球少年と何ら変わらぬ気持ちであった。

苦労の末修士論文を提出し、先生から「100 年先の世界のために研究するように」と言われたとき、私は「普遍」

という言葉を何度も心の中でつぶやきながら、熱いものがこみあげた。

　その後さらに歳月は流れ、私は文学部でラテン語を９年間教える栄誉に浴したが、この間父の病状の悪化を

受け、家業であった幼稚園を継ぐために本務校 （京都工芸繊維大学）の職を一昨年辞した。愛着のあった文学

部の授業（ラテン語 4 時間コース）のみ昨年度末まで続けさせていただいたが、この最後の年の授業では、前

期に文法書を終え、後期にキケローの「スキーピオーの夢」を読むことにした。私にとって思い出深い『国家

について』を締めくくる有名なエピローグである。熱心な学生たちとテキストを精読する時間は、文字通り至

福のひとときであった。だが最終回の授業で hanc tu exerce optimis in rebus! （これを――汝の魂の力を――

最善の仕事において発揮せよ！）という表現に出会ったとき、感無量の思いがした。ここで言われる「最善の

仕事」とは、文脈に即して読むと res publica （国家）を守り発展させることであるが、このラテン語は広い意

味で「公の仕事・事柄・問題」など多様な意味を内包する。引用したキケローのラテン語を吟味するうち「魂

を込めて世のため人のために尽くせ」と読める気がしたのである。学問の世界から飛び出し、新しい仕事の継

承と発展に心を砕いていた私にとって、この言葉は大きな励ましのように感じられた。一方で私は、文学部で

学んだ philosophia （知を愛する心）を子どもたちと分かち合いたいという願いを込めて、幼稚園長就任と同時

に、小学生以上の子どもたちを対象とした学びの場（山の学校）を創設していた。そこでは国語の教科書代わ

りにプラトーンやアリストテレースの作品を読み、講師と議論を交わす。キケローやセネカのラテン語を読み

解くクラスもある。大人も子どもも無心になって学ぶ場がここにはある。

　今の活動の原点には、岡先生によって res publica （公の仕事）としての研究の道を示していただいたことへ

の感謝がある。文学の研究とは、無数の人々に読まれてきた res publica （公共財産）としてのテキストを守り、

次世代に伝える仕事のことであった。他の学部の研究が、現実に役立つものを成果として期待されることが多

いのに対し、文学部の研究はいつも「普遍」や「理想」をテーマとし自由に議論することが許される点で「学問」

の王道を行くものである。だが、この道を生かすも殺すも結局は「人」次第なのだと思う。論文の数を競った

り競わされたりする態度は、「私的な問題」（res privata）に執着することを意味するのである。だが、学問の

意義はそのようなところにあるのではない。同様のことが教育に関しても言えるだろう。人を育てる道とは、

畢竟「私」を超えた「公」の存在としての「人」を育てることである。再びキケローの言葉に耳を傾けるなら、

res publica と呼びうるものは時空を超え、永遠に存在し続ける。また、人間にはそれぞれの立場でこれを守り

育てる道が開かれている。今私は論文を書く者ではないが、「100 年先の世界のために」という志は、新しい

仕事の中で変わらぬ意味を持ち続けているのである。

（山下太郎　京都大学文学部 100 周年記念誌所収、2006.6）


