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　山の学校は 4 月で開校 12 周年を迎えます。当初 4
コマだったクラスの数は現在 40 コマを越え、会員数
も 100 名ほどになりました。小学生から高校生の部
に関しては、その当時の私が幸せを感じたような時間
がそれぞれのクラスやイベントの中で流れています
し、一般クラスの活気に満ちた取り組みは、一昔前の
大学教養部の賑わいを思わせます。今後とも講師一同
力を合わせ、学校教育の補完的役割、また、草の根の
教養教育を続けていきたいと存じます。
　教養教育というと思い出すことがあります。以前勤
めていた大学で、年に一度フランス人の先生（ジュ
リー・ブロック先生）と一緒に合同の授業をすること
がありました。対象はデザインや建築を学ぶ新入生
200 人ほどです。授業の中でキケローの名を知ってい
るかと尋ねたことがあるのですが、誰も手を挙げませ
んでした。これを見てブロック先生は驚かれました。
「フランスだと小学生でも知っています」とのこと。
これには学生たちがびっくり。緊張して手が上がらな
かったのではなく、続いて「ファーブルの名は？」と
聞くとほぼ全員が手を挙げたのでした。これにまたブ
ロック先生がびっくり。
　たしかにシェイクスピアやゲーテなら話は違ったか
もしれません。しかし、これらの作家が敬愛してやま
ないギリシャ、ローマの古典（西洋古典）はどうでしょ
うか。悲しいかな、日本の学校教育ではほとんど何も
紹介されないままです。それで何が困るのか？ とい
う人が大半だと思われますが、私は、それがために日
本の教養教育の取り組み――本来西洋古典に源流を持

時代の扉を開く鍵
――草の根の教養教育と

ラテン語と

つもの――は頓挫した（させられた）のだと考えます。
　キケローといえば、Ipse dixit.（子曰わく）という
表現が真っ先に浮かびます。彼によると、ピタゴラス
の弟子たちは論拠を問われると、「だって、先生がそ
ういった（ipse dixit）のだから（正しいに決まってい
る）」と答えるしかできませんでした。もちろんそれ
ではだめなので、「議論を行うさいには、権威よりも
理論の説得力こそ求められるべきである」というのが
キケローの主張でした。何気ない言葉のようですが、
ipse dixit. に込められたキケローの批判精神がその後
のヨーロッパ精神の形成に果たした役割の大きさは、
いくら強調してもしすぎることはありません。（和魂
洋才といいますが、キケローは間違いなく洋魂を体現
する巨人の一人です）。
　翻って現代の日本社会はどうでしょうか。「～がいっ
たのだから正しいに決まっている」と無意識のうちに
思い込むことがないか、どうか。個人差があることは
当然ですが、日本人は全体としてみればやはり権威を
盲信しやすい国民だといわざるをえません。これは民
主主義にとって危険なことであり、必要なのは良質な
教育だということになるのですが、その教育の現場に
おいてもっとも幅をきかせるのが「正解」という権威
であるとすれば、私たちはいったいどこに救いを求め
ればよいか、となります。
　儒学の影響は小さくないのでしょう。『論語』では
孔子の言葉を引用する際、「子曰わく」で始めます。
日本の社会において、「子曰わく」という言葉が発せ
られたら――「教科書にはこう書いてある」、等――、
受け取る側は、けっして疑義を差し挟んではいけない
かのようです。「子」とは何か。権威と名の付くもの
すべてがそうです。社会には「子曰わく」と唱えるこ
とで守るべき大切なものはたしかにあるはずですが、
これからの時代はそこで思考を止めてはいけないので
しょう。沈黙は金なり、されど批判もまた金なり。要
はバランスです。
　キケローの思想がフーマニタースの学（人間の学＝
教養教育）として、2000 年以上にわたり〈▶巻末へ〉

周年
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ࠋࡍᮼ୍࡛࡛ࡕẼᣢࡢឤㅰࠊ᪉ࡢ࡚ࡓࡗࡉୗ࡚࠼ᨭぢᏲ࡛ࡇࠊ࡚ࡋࡑࠊࡉⓙࡢᚐ⏕ࠉ

➨ࠊࡣసရࡢᖺ㛫୍ࡢࡇࡓྵグୖࠉ � ᅇࢫࣛࢡࡀ࠸ࠕసရᒎ 㸦ࠖ���� ᖺ ����ࠥ�� ணᐃ㸧࡛ᒎ♧⮴ࠋࡍࡋ��

㸧ࠋ࠸ࡉᚚぴୗࢪ࣮࣮ࡣࡓෆࡈ⣬ูࡣ㸟㸦ヲ⣽࠸ࡉ㧗ぴୗࡈࡒ࠺



『つくる』䠄㻭 䞉 㻮䠅 担当　福西 亮馬

４

ࡢపᏛᖺࠉ $ ࣖࢱࡣࠋࡓࡋࡋࠖᘪ▮సࠕึ᭱ࡢᏛᮇࠊࡣࢫࣛࢡ

ᅇࠖࠕࡪ㣕ࠕࠊࡇࡓࡗࡔ୰ᚰࡀࡢ࡞ᶍᆺⓗࠋࡍ࠸࡛⤌ྲྀᕤస࠶ࡢ

⪄ࡋᴦ࠺ࡔࡃฟ࡚ࡀࡢ࡞ࠊධྲྀࡁື࠺࠸ࠖ

⮬ࡢ࡛ࡇࡑࠋࡍࡋࡓࡗࡔ⟽ࡁ✵ࠊࡓࡗࡔ࣮ࣝࣥࢲࡣᮦᩱࠋࡍ࠸࡚࠼

⏤ᗘࡢࢫࣛࢡࡢࡇࡀࠋࡍ࡛

࣮ࣔࡣࠋࡓࡋసᡓ㌴࡛ࡍࡡࡦึ᭱ࡢᏛᮇࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ%ࡢ㧗Ꮫᖺࠉ

࣮ࣟ㎸ྲྀẼ✵ࠊࡣࡕࡇࠋࡍ〇స୰࡛ࢺࣇࣛࢡ࣮ࣂࢽࠊࡃື࡛࣮ࢱ

ࡑࠋࡍ࠸࡚ࡋᣮᡓࡇᡭసᴗ࡛స㒊ရࡢࡘ୍ࡘᴟຊ୍ࠊࡌࡣ࣮ࢱ

࠸࡚ࡋ᪉ࡋᴦࠖ࠼ぢࡀ୰㌟ࠕ࠸࡞ࡣ᪤〇ရࠊࡀࡍࡀศ㛫ࡢ

ࠋࡍ࡛࠸ࡋ㐲ࡕᚅࡀᡂࠋࡍ

ࢫࣛࢡ�%ࠊ$ࠊ࡚ࡗ㏉ᖺ୍࡛ࡇࡇࠉ

ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣔ࠸⇕ࡢࡕࡓᚐ⏕ࠊࡕ

ᚐ⏕ࡢపᏛᖺࠊ≉ࠋࡓࡋࡁ࡚࠼ᨭ࡚ࡗ

ࡓࡗ㠃ⓑࠕࡣ᪥ࡢࡑࠊࡣ ࡘࡢ᪥ࡓ��

స࠸ࡓ� ࡗ⾜࡚ࡗᖐ࡚ࡅࡕᡴࡢ࠸ᛮࠊࠖ�

ࡗࡇࡀࡑࠊ࠺ḟᅇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡃ࡚

ኚࠋࡍ࠶ࡀࡇ࠸࡚ࡗ㐌㛫୍ᅇࡢᤵ

ᴗࡋ⮴࡛ࡢ࡞᪉ࡔࡇ࠸࡞ᛮࡕࡇࡓࠋࡍ࠸

సࠕࡢ࠺㐪ึ᭱ࡢ࠸࡚ࡋព⏝ࡀ

࠸ࡓ ࠊࡣ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࠶࠺ゝࠖ�

ࡀࡢ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡞ࠕࠊ࡚ࡋㄯ┦ᮦᩱࡃࡃ

‶ࡢᙼࠊࡓ࠼᭰ษⓎࠖࡔ࠺ࡑࡁ࡛

㊊ᗘࡣ㧗ࠊ࠺ࡢࡑࠋࡍఱస࡛࠺

ࠊࡀࡓࡋ࠶ࡇࡘࡪࡀពぢࡕࡇ

ࡡ㔜✚㐩ᡂឤ࠸࠸ࠊࡋඞ┦ఱࡣࡇࡢ

ࡉ┿㢦➗�ࠋࡍ࠸ᛮࡓࡁ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚

࠸ࡋ࡛㐍Ꮫᖺࡢḟ࡚ࡗᣢ୧᪉ࡢࡑࠋ

ᛮࠋࡍ࠸

࡞ࢢࣟࡢᏛᰯࡢᒣࠊࡣᵝᏊࡢ㒔ᗘࡢࡑࠉ

ࡈࡒ࠺ࠋࡍ࠸࡚ࡋ┿ࠊẖᅇࡃ

ぴࠋ࠸ࡉࡔࡃ



『ことば』䠄䠑ࠥ䠒ᖺ䠅

担当　福西 亮馬『ことば』䠄㻝ࠥ䠎ᖺ䚷㻭 䞉 㻮䠅

担当　梁川 健哲

５

$ࠉ ࡞┠༑㤳ࡣ㡭࠸࡚࠸᭩✏ཎࡢࡇࠋࡓࡋࡁ࡚ࡋᬯၐⓒே୍㤳࡚ࡋ㏻ᖺ୍ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ

ゐ୍ࡢศࡑ࠾ࡢḷ࡛ࡑࠊ࠺ࡋ࡛ࡓ࠶࠸࡚࠼㉺ࡋᑡ༑㤳ࡣ⤊ࡢᏛᮇࠋࡓࡋ

ࡋࡘ࠸ࠊ࡚ࡗ㞟࠺ࡢὶࡢᕝࠊࡇࡢே୍ࡣึ᭱ࠊᚐ⏕㛫ࡢࡑࠋࡍ࡞ࡇࡓ

ேࠋࡓࡋ࠸࡚ࡗ࡞

࡞ࡁࡧࠊࡀࡇ࠶ࡀḷ࠺࠸㸟ࠖࡁዲࡀࡇ㤳୍ࠕࠊࡀࡍ࡛ࡒࡑேࡣ᪉ࡅࡘࡢ㥆ᰁࡢḷࠉ

ࡗ࡞ࡁዲ࡚ྲྀࡀᮐࠕࠊࡢࡑࠊࡀࡓࡋࡋࡓࠊ࡛ࢺࣥࡢᖺ��᭶ࠋࡍ࠸ᛮࡔࡇ

ࠋࡓࡋ࡛ࡇ࠸ࡋᎰࡑࠋࡓࡋ࠸ఱேࡀᚐ⏕࠺࠸ࠖࡓ

ࡘᣢ⬚࡛ࡘ୍ࡢḷࡢࡑࠋࡍ࠶ࠊࠖࡏࡣᛮࡣ࠶⚄㨣ࠕࡣḷࠊ௬ྡᗎࡢḷ㞟ྂࠉ

ࡁ࡚ࡗྲྀ⠊ᩥࡢᅜ␗ࠊࡣᙧᘧࡢḷࡢࠋ࠺ࡋ࡛࡞Ᏺ࠾ࡢࡇࡗࡁࠊࡣࡇ

⫼ᬒᩥࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍჾ࡛ࠖࡢᅛ᭷ࠕࡓࡁ࡚࠸☻࡚ࡗᛮࡁ࡛⌧⾲ᚰ┿࡚ࡋ࠸ࠊࡀ᪥ᮏேࡓ

㌟ࠊࡀ࡞ࡁ⨨⮬㌟ࡓᅛ᭷࡛⬚ࡇ࠶ᙇẼᣢࠊࡣࡕே࠺ࡌྠᅛ᭷࡛࠶ㄆ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠺ࡔ࠸࡞ኚࡣࡑࠊ࡚ࡗ⾜ࡇࠊࡘ࠸ࠋࡍ࡛ࠖࠕࡢࡓ

ࡣࡇࠋࡓࡋࡀୖ┒୰ᚰᏊࡢ⏨≉ࡀತྃసࠊࡣస࡛ࠉ % $ࠊᚩ࡛≉࠺㐪ࡣࢫࣛࢡ ࢫࣛࢡ

ࠊࡓࡗ࡚ࡋ⛣ࣝࣇ࠸ࡋᐙ࡛᪂࠾ࠊࡣತྃᖒࠋࡓࡋពḧⓗ࡛࡚ࡋᑐࡇ࠺࠸ࠖࡃ᭩ࠕࡀ᪉ࡢ

ྃ⣬⣚ⴥⰼᆺษ࠺࡚ࡗ⏕ᚐฟ࡚࠺ࡢࡑࠋࡓࡋࡁேࡢῧ࡛࠼ࡓࡉฟ᮶ࠊࡣ

⤖ᒁࡣఱ࡞ゝࡢࡑࠊࡤ࠼⏕ᚐࡢ┿ᚰ࡚ࡋ᰿ࡔࡢࡃᛮࡣࡑࠋࡍ࠸ఱ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ

⤒ศ⮬ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡦࡐࠊࡃࡌྠࡉ㔜ࡢ㤳୍ࡢḷࡓ㏙ඛࠋࡍ࠸ᛮࡔࠊࡑࡇ࠸࡞ศࡀ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࠸࡚ࡋࡃ࡞ࡆࡉྂࡢ⏤

࠼ࡀࡁࡦࡣ࠺ࡑࡕࡈࡢ᪥࠺ⅆࠗࠊࡣ࡛ᮏㄞࠉ 㸦࠘(� ࠋࡍ࠸࡛ㄞホㄽ♫㸧ࠊబ⸨ᾴᏊヂࠊసࣥࢯࢡࣜ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓㄞࡘࡃ࠸ヰࡓࠊࡣᚋࡢࡑࠋࡍ⤊ㄞ࡛࠸ࡄᅇ࠶

%ࠉ ࠊ࡚ࡏྜᏞᏊ࠘ࠗࡓࡋ⤂⛅ࠋࡓࡋࡁ࡚ࡋᬯၐྃ❶ࡢㅖᏊⓒᐙࠊࡣᏛᮇࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ

༑ᅄྃぬࡢࢫࣛࢡࡢࡇࠋࡓࡋ࠼≉ᚩ࡛ࠊᅄேࡀᅄேࡀࡓ▱ᒇࡢඖẼࡢ⏨࡞Ꮚࡓࡗࡔࡤ

ࡇࡓࡁ࡚࠸ࡘ࡛ᚋ᭱⣲ㄞࡀᙼࠋࡓࡋࡕ❧࠸ᛮ࠺ࡇ⾜ᑎᏊᒇ㢼࡛ࠖࠕὴ◳ࡘࡦࡣࡇࡇࠊ࡛ࡢ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠸ࡓࡋᥭ⛠

㒊ศࡢࣅࢧࠊ࠸▷ࡕࠊ࡞ࠖ͐ࡎᝨ࡚ࡋᅄ༑ࠊࡘ❧࡚ࡋ༑୕ࠊࡍᚿᏛ࡚ࡋ࿃༑᭷ࠕࠉ

⧞ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸ࡔ᭷ྡ༢ࠊࡀ࡞ࡋࡎᚓࡑࠋࡍ࠶ࡀ᠍ࡉ㝈ᐃ

㏉ࡋḷ࠸ㄪᏊ࡛ぬࡢ࡞࠺ࡑ࠼㑅୍ࠋࡓࡋࡁ࡛᪉ࠊࡍࡌ࠼ࠕࠊࠖࡕ࡞ࡍࠕࠊ ࡗࠕࠖࠊ

ࠋࡍ࠶ࡃࡋ㞴࠺ࡢ↛ᙜࡣ⏕ᖺ୍ࠊࡣࡋᅇ࠸ゝࡢ᭷≉ᩥࡋ᭩ୗࠊ࡞࠺ࡢࠖࠊࡎ࡚

ࠋࡍ࠶ࡇ࠸ࡃࡅᢤ࡞࡞ࡣࡢࡓࡗධࡗࡍࠊ࡚ࡗ࠶ࡇ࠼ࡇ⪺ࡃࡇࡗࠊࡅ

ࠋࡍ࡞ಙ⮬ࡣࡢࡓ࠼᠈ᮇࡢࡇࡣ

ࡗࡁࡣࡍฟ࠸ᛮࡋࡔࡓ㸦ࡍ࠸ᛮ࠼ࡉ࠺࠸࠸࡚ࡗࡋ࡚ᛀࡑࠊࡣ᪉୍࡛ࡀ࡞ࡋࡋࠉ

ࡋከࡤࡅࡀ࡞ࠕࠊࡣࡢࡍ୰║ࡀ⚾ࠊࡢ࠺࠸ࠋ㸧ࡍ࠸ᛮࡏฟ࠸ᛮࡄࡍ ࠖࡢ⸛ฟࠕࠖ

࠶ࡀཎᩥࡓࡗ࡞ඖࠕࡣゝⴥࡓࡗ࠸ ࠊᑗ᮶ࠊ࡛ࡇࡃ࠾࡚ゐᐇࡢࡑࠋࡍ࡛ࡔ᪉ࡢᐇ࠺࠸ࠖ

ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍ᪉࠼ぬ࠸࡞࠸ࡓࡗ࡚ࡋࡢ࡞⇱↓ࠊࡌឤṔྐࠊሢࡢᜨ▱࡞࠺ࡢࡊࡇ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋᮇᚅࡣ⚾ࡇࡍࡢ㤿➉ࡋ

%ࠊࡀࡓࡋࡁ᭩ඛࠋࡓࡋㄞࡃᮏ⤮ࠊࡣ㛫࡛ࡢṧࠉ ࠊࡇ࠺࠸ࠖࡃ᭩ࠕࡣ࡛ࢫࣛࢡ

࡚ࡋ㛫ࠖࡢヰ࠾ࠕࠊ࡚ࡅศࡇㄞࡃࡗࡌ㛫ࡢศࡢࡑࠊࡃࡋ࠶ࡀᢠᗄศ㐲៖ࡔ

%ࠋࡍ࠸ᛮࡔࡇࡘᚅࠋࡍ࠸࡚ࡗ 㧗ࡀேẼࡍᑐᮏ⤮࡞࠺ࡑㄞᮇࡢᗂ⛶ᅬࠊࡀ᪉ࡢࢫࣛࢡ

ࠋࡍ࠸ぢ࡚ࡃ㠃ⓑࡪࡇࡍࠊࡋࢫࣥࣛࣂࡓࡋ࠺ࡇࠋࡍ࡛࠸

ࡢ⏕㸴ᖺࠊࡅᏛᮇ࠾Ꮫᮇ⛅ࠉ ࠋࡓࡋసತྃ࠸㸯㸲㸮ྃࠖ㏆ࠕࠊ㸱ே࡛ࡢ⚾ࠊ6ྩࠊࡕ,

㸯ᅇ࡛᭱ࢫࣛࢡࡢ㧗㸳㸲ྃ㸟�ᚋᩘࡢࡑ࡚ࡗ࡞㦫ࠕࠊࡋᩘࡢྃࠊࡀࡓࡋࡁ㸱ே࡛ࠖࡢ࠺࠸

࣭ࠕࠊ࡛ࢯࡀ ࣭ 㸱ே࡛ศᢸ୍࡚ྃࡋస ゝࠖࠊ ୖࠕࠋࡓࡋ࡛ࡧ㐟࡞࠺࠺࠸㐃ḷࠖࡢᑠ㝈᭱ࠕࡤ

㸦ึྃ㸧ࠖ ཱྀྲࠊࡋΏேࡢḟ▷ࡓ࠸᭩ ୕ࠊࡅ⥆୰ࠖࠕࡀேࡓࡗྲྀࡅ ே┠ࠕࡢ⥾ࡀୗࠖ᭩ࠊࡁ



６

㏉࡚ࡋࡋᮘ┿ࡢ୰㔜ࠋ͐ࡃ࠸࡚ࡡࠊࡓࡗ➗ࠎၕ୕ࠊࡀ࡞ࡋࡓࡗேࡢ↓ゝࡢᑐヰࡄࡄࡀ

�㸦ࠋࡍࡁ࠸࡚ࡋ㐍⾜࡛ᅇ㌿ྠ ᖺ⏕ேࡢໃࡣ⚾ࠊ࡛ࡢ࠸ࡈࡍࡀ࠸㏵୰ࡀࡢࡅཷ⢭୍ᮼ࡛ࠊ

ᴦࡣ⚾┤ṇࠊᑐヰ࠺క㉮ឤ࡞᪂㩭࠸࡞ࡢࡇࡓࡋ㦂⤒࡛ࡇࠋࡓࡋ࡛࠸࡞⿱వࡃ᭩ྃึ

㸧ࠋࡓࡋࡁࡀẼࡇ࠸࡛⦅ጞ⤊ࡀ㢋ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡂࡍࡋ

ࡅே࡛ᡭศ୕ணゝⴥ࠸࡚୰ࡢⓒே୍㤳ࠖࠕࠋࡓࡋ࠶ࡀࡅࡢࡘ୍࠺ࡣࡧ㐟ࡢࡇࠉ

���ࠊࡎࡏẼࡣ「㸦㔜ࡍ࡛ࡢ࠺ࠖࡌࡃ࠾ࡢゝⴥࠕࡓ࠸࠾࡚ࡗసࡋฟࡁᢤ࡚ࡋ ㄒࡀ㞟ࡓࡋ㸧ࠋ

ࠊ࠸࡚࠸ᘬࠖࡌࡃ࠾ࠕࡢࡇࡄẼࠊ࠸ࡓࡋᴦഅ↛ᛶࠊ࠸࡞ࡘ࠸ᛮ࡚ྃࡋ࠺

᪥ࠖࠕࠊࡣ࡛⛬㐣ࡢసࡌࡃ࠾ࠊࡓࠋࡍ࡛࣮ࣝࣝ࠺࠸ࠊ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ᑐ⤯ࡣゝⴥࡓ࠸ᘬࡋࡔࡓ

ᒣ㫽ࠕ 㟢ࠖࠕ ᜊࠕࠊࠎᩘࡢゝⴥࡍ㛵↛⮬ࠊ࡞Ἴࠖࠖࠕ ࡪᚸࠖࠕ ᾦࠖࠕ βࠊࡁࡘ┠ゝⴥࡢ࡞ูࠖࠖࠕ ࠎ

ࠋ࠺ࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡃ࡚ࡋⓎぢㄒᙡ࡞

⏕ࡀ࡞ࡂ⣳ゝⴥᑐヰࡢ㐩ࠊࡓࠊࡀ࡞ㄒᙡࡢࡕࡓḷேࡢྂࠊ࡚ࡋ࠺ࡢࡇࠉ

㸟ࡡ࠸࠸ࡀྃࡢ࠶ࠕ㸟㸧ࠖ͐ࡆ⧄࠺ࡑ㸟㸦࡞ࠕࠊࡀ࡞ࡆୖㄞ࡛ࢫࣛࢡࡢḟࠊࡕࡓತྃࡓ ⚾ࠖࠕ

ࠋࡍࡋ⮴⤂ࡈᮎᩥసࡢࡑࠊࡀࡍ㒊୍࡛ࡢࠋࡓࡋ㏉࡞㸟ࠖࡁዲࡀ࠶ࡣ

㛗ࡗࡓࡋព㆑ㄪࠊ࡛ࡇࡍᅇࠎᘏࢺ࣮ࣀࡃ⥆⾜ఱࠊࡃ࡞ࡣ࡛▷ࠊせ㡿࡛ࡌྠࠊࡓࠉ

ࡤࡁ࡛⤂࡛ࢢࣟᚋ᪥ࠊ࡛ࡢ࠶ࡘࡘฟ᮶ࡀࡢ࠸㠃ⓑࡕࡇࠋࡓࡋࡋヨసリ⏤⮬࠸

ᛮࠋࡍ࠸

ࠉ

ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡓࡁ࡚࠸ඖࠊࠎឤࡓࡌ⣲┤ゝᑐヰࡢ࡛ࢫࣛࢡࠊࡓయ⮬ࡧゝⴥ㐟ࡓࡋ࠺ࡇࠉ

ⴥࡀࡇ⥛ᚓព࡞ேࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ᒇእฟ࡚⮬↛ࣜࢿࣥࡣ࡛ࡅࡔ࠺ྜࡁྥࠊ࠸ࡋ࡚ࡋఱ

ࠋࡓࡋ࡞࠺ࡌឤࡔᚲせࡀᕤኵࡍฟࡁᘬࡗ

ࠗࠊࡇࡣ᪥ࠕࠋࡓࡋ࡚ࡋฟㄢ㢟࡞ࡇ᪥࠶ࠊࡕ❧ඛࡧゝⴥ㐟ࡢඛ㏙࡛ࡇࡑࠉ ఱ࠘࠸࡞ࡋ

࠶ࡀᚲせఱࠋࡍ࡛࠸࡚࠸ࡇࡢᅬᗞࠋ࠸ࡉᒃ࡚ୗᒇእࠊࡋࡔࡓࠋࡍ࠸࡚ࡋࡇ࠺࠸

ࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃ᮶࡚࡛ࡘ࠸ࡤ ࠖ࠸࡚ࡃ࡞ࡋఱࠕࠋࡓࡋ࠸࡚ࡋᅬ⯋࡛ᚅᶵ࠸㏆ᅬᗞࠊ࠼ఏ࠺ࡑ

ࠋࡍࡁ࠸࡚ࡗୖẁ▼ࡣேࠊ࠺➗࡚ࡏぢྜ㢦࠺ࡑᛮ㆟ࠊゝ

ṧࢫࣛࢡࠉ �� ศ㊊ࡢࡎ㡭ྜࠊ࡛࠸ᅬᗞᵝᏊぢࡣ⚾ࠊࡁ⾜ேグධ⏝⣬㖄➹Ώࠋࡓࡋࡋ

㸽ࠖࡓࡋ࠸࡚ࡋఱࠊࡑ㸽ࡓࡋ࡛ࡏ࠸࡚ࡋఱࠊ㛫ࡢࡇ����4ࠕ

㸽ࠖࡓࡋ࠸࡚࠼⪄㸽ఱࡓࡋ࠸࡚ࡋࡇ࡞ࠊ࡛ࡇ㸧ேࡓ࠼⟆ࠖࡓ࠸࡚ࡋࠕ㸦ࠉ���4ࠕ

ࡓࡗᛮ࠸ࡋ࡚ࡗྎࠕࠊࡣேࠖࡓ࠸࡚ࡋఱࠕࠉ ࠖࡓ࠸࡚═✵ୖࡢࢪࣝࢢࣥࣕࢪࠖࠕ

ࡓ࠸࡚ࡗࡀ㌿ࡗᐷୖࡢ⏕Ⱚࠕ ࠎⰍࠊ࡞ࠖࡓࡗᛮ㸽࠺ࡔࡓࡗゝࡇ࡞ࡇ࡚ࡋ࠺ࠊࡣ⏕ඛࠖࠕ

࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡗࡗࡣᮏᙜࠊࡀࡓࡋ࠸ࡋ࡚ࡁࡀ้⤊ࡢࢫࣛࢡࠋࡓࡋࡃ࡚࠼ᩍ

ࡗࡌࡢ࠸ࡓࡋࡈ㐣⥴୍ࠊࡀ࡞ࡋീ࠵࡞ࡢ࠸࡚ࡋఱࡀேࠊࡤ࠼ゝࡣ⚾㸦ࠋࡍ࠸ᛮ

ᡃ៏ࠊࡘࡘࡋ㉁ၥࠋࡓࡋ࠸࡚࠼⪄㸧ࡢࡇㄢ㢟ࡓࡗ࠸࠺ࡀពᣢࠊࡣࡘⓙࡈࡢࡉീጤ࠸ࡓࡡ

ࠋࡍ࡛ࡘ୍ࡀࡢ࠺࠸ࡓࡗࡋḧ࡚ࡋㄆ㆑ឤぬࡢ㛫ࠖࡍࡈ㐣ࡎẼ㈇ࠕேࠊࡀࡍ࠸ᛮ

ᛶ㉁ࡢ≀ࠊࡣࡇࠋࡍ࠸࡚ࡋࠖࡅㅦࠕ࡚ࡗྜࡋฟ㢟࠾ࡣ㏆࡛᭱ࠊࡋ᪦ఇṆ୍ࡣࠖࡧತྃ㐟ࠕࠉ

ពㄒឤࠖࠕࡘࡢゝⴥࠊࡃ࡙ࣛࢢࢼࠊᚋࠋࡍࡕ❧ᙺࡢࡍⓎぢ㛵ಀᛶࠊࡓࡗ▱ࡃ῝

㆑ࡍ㐟ࡧணᐃࠋࡍ࠸࡚ࡋ

ᚋ᭱ࡢᏛᮇࠊ࠶ࡓἑᒣゐⓎࡢ㐩ࠊㄒᙡ࠸࡞ࡇฟ࡚ࡣ࡛ࡅࡔࡦศ⮬ࠊ࡚ࡋ࠺ࡢࡇࠉ

ゝⴥࠖࡢศ⮬ࠕࠊ୰࡛࠺ྜࡁྥศ⮬㌟⮬ࠊ⪅ࠊ↛⮬ࠋࡍ࠸ᛮ࠺࡚ࡗᡠリసࡢே୍࡛ࡧࡣ

㠃ࡢࢪ࣮࣓ࡃ࡚ࡗࡀୖࡕ❧ࡇࡑࠋ⏤⮬ࡃ࠸࡚ࡡ㐃ゝⴥࡃ࡞࠸Ẽ㈇ࠊࡋᴦ㐃ࠋࡧ႐ࡍぢฟ

ⓑࡢࡤࡇࠊࡀࡇࡓࡋ࠺ࡑࠋࡉぶࡋᑡࡤࡃ࡚ࡗࡀ⧄࡛ࡋ㢪ࠋࡍ࠸࡚ࡗ

・S→ K→ I　作　　
　光見る　未来に向かう　青年よ　
　香りたつ　芝草の上　ねころびたい
　命令だ　そうはいえども　山風は吹く
　待ち続け　あらしが去って　川遊び
　山里は　色づく秋に　長ぐつはく
　昔はね　人の世の中　別れ道　
　悲しみは　空のかなたへ　飛んでいく
・I→ K→ S　作　
　タイムマシン　行き先知らず　帰れない

・I→ S→ K　作
　音楽隊　ブラスバンドが　踊り出す
　寂しいな　友達いなくて　歩く朝
　夜の空　山白くして　眠る月
　はちみつを　熊はなめるよ　飽きるまで
・S→ I→ K　作　　
　夜深し　山桜見る　おぼろ月
・K→ S→ I　作　　
　この世には　いろんな時代が　あり続ける
　別れても　出会いがあるよ　どこまでも
　日が暮れて　朝日がのぼる　ねむたいな

࣭ತྃࡢస

㸦ኴᏐࠋࡍ࡛ࠖࢻ࣮࣡ࡌࡃ࠾ࠕࡀ㸧



『高校英語』（２～３年）　 『英語文法』 　『中学英語』（１～２年）
『中学英語』（３年）      『英語講読（カズオ・イシグロ）』
『ことば』（３～４年）    　山の学校ゼミ『倫理』、『調査研究』

７

担当　福西亮馬『かず』䠄㻝ࠥ㻞 ᖺ 㻭 䞉 㻮䠅䚷『かず』䠄䠑ࠥ䠒ᖺ䠅䚷 担当　福西 亮馬

ࠋࡍ࠸࡚ࡋ㏣ồࡇࡁ࡛ࡀࡧᏛࡢ┿⣲ᮦ࡛࡞ࣝࣜࠊࡃ࡞ࡣ࡛⩦Ꮫࡢࡅࡔࡓࡢࢺࢫࢸࠉ

ࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢ୰Ꮫⱥㄒࠉ 1+. ࡞ࣝࣜࡀⓎ㡢ㅮᖌࢸࢿࠋࡍ࠸࡚ࡋ⏝άᇶ♏ⱥㄒࡢࢪࣛ

ሙ㠃ࡏࡉࣜࣖࢽࡤ࠶ࡀᩍ㣴ࠊࡋⓏሙࡀ༢ㄒἲᩥ࠸࡞Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࠊࡕࡣࡢ

㸦6KDNHVEHDUࡍ࠶࠼ࡉ  &KDUOHV�&KLFNHQV ࡒࡑࠊࡀࡓࡋࡋⓏሙࡀ≀ேࡓࡗ࠸ 6KDNHVSHDUH

 &KDUOHV�'LFNHQV ࢫࣛࢡࡓධྲྀάື࠺࠸ㄞᑠヰࡓⱥㄒ࡛᭩ࠊࡓࠋ㸧ࡍࡏࡉ㉳

ࠋࡍ࠸࡚ࡋᶆ┠ࡇ࠼࡚ࡗ➗࡛ࡋ࡞ゎㄝࠊ࠶

ࡓࡢἲㄝᩥࠋࡍ࠸࡚ࡅ⥆⩦⦏ᵓᩥ࠺࠸࠺࡚ࡋヂⱥᩥࡢᗘ⛬⾜ᩘࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢ㧗ᰯⱥㄒࠉ

ࡀ⬦ᩥ㏫ࠊࡓࡁゎ࡛⌮⬦ᩥࠊ࡛ࡢ࠶ࡀෆᐜ࠼࠸ࡣ⾜ᩘࠊ࡞␗ࡣⱥᩥࡓస

ࠋࡍ࠶ࡇ࠺࠸ᅔవィ࡛࠸ࡏ࠸࡞

LQQLH�WKH�3RRK㸦ࠗ:ࠊࡣ࡚࠼⤊ࡋ⩦Ꮫ㏻୍ἲᩥࡣ࡛ࢫࣛࢡⱥㄒᩥἲࠉ ࡉ࣮ࡢࢡ 㸧࠘ㄞ࡛

࠼㛫㐪ㄞⱥㄒࡀࡕࡇࠊ࠶ࡉࡃࡓࡀࢻ࣮ࢯࣆࡍ♧ࡉࣂ࠾ࡢࡕࡓࡉ࣮ࡣࡇࡑࠋࡍ࠸

ࠋࡍ࡛ࡤࡋࡤࡋࡇࡉᛮࡢ࠸࡚

ࡢࣟࢢࢩ࣭ࢬ㏻ࡢྡࡢࡑࡣࢫࣛࢡࡢ㸧ࣟࢢࢩ࣭ࢬⱥㄒㅮㄞ㸦ࠉ 7KH�5HPDLQV�RI�WKH�'D\ 

ㄞࠋࡍ࠸࡛ពእࡓࡋ࠺ࡇࠊࡇ࡞సရㄞࡑࡇࡓ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱࡛⩦ᩥ࠺ἲࡀᙺ❧ࠋࡍࡕ

ಽ⨨ᙧ௬ᐃἲࠊQR㸩ẚ㍑⣭ࣛࢪࢡ࠸ࡢᵓᩥࠊQRW�VR�PXFK�$�DV�%㸦$ ࡋ࠺࠸ %㸧ࡗ࠸

ࠋࡍ࡛࠸ከࡀ⌧⾲࠸◳ࡓ

ࣛࢡࡢ⌮ࠋࡏ࠶ࡣ࡛ࡇࡓࡗ㝈ࢫࣛࢡⱥㄒఱࡣࡢ࠺࠸ࡍᣦ┠ࡧᏛࡢ┿⣲ᮦ࡛࡞ࣝࣜࠉ

ࡗࡑ࡚ࡁ࡚ࡋᢤ⢋ศ㔞࡞࠺ࡇࡗࡅ≀᭩ࡢᩍ㛵ಀࠊ࣮ࣥࣝࢡࠊ᭩⪷ࠊヰ⚄ࣕࢩࣜࢠࡣ࡛ࢫ

ၥࡢᐇ♫࡛⌧ࡣ࡛ࢫࣛࢡ✲◊ㄪᰝࠋࡍࡁ࡚ࡘ↛⮬ࡀᚩ≉ࡢᩍ᐀ྛ࡛ࡇࡍ࠺ࡑࠋࡍ࠸࡚

࡚ࡋάື࠺࠸ࡍࡓ࠸᭩ࡔㄞ᥎⌮ᑠㄝࡣ࡛ࢫࣛࢡ㸱ࠥ㸲ᖺࡤࡇࠋࡍ࠸࡚࠼⪄ࡃᙉ⢓

ࠋࡍ࠶ࡀࡇࡉ㦫ࡢࡓ࠼ぬ⌧⾲ࡓࡋ࠺ࡑ࡛ࡇࠊぢ✏ཎࡃ᭩ࡀࡕࡓᚐ⏕ࠋࡍ࠸

Ꮫᰯ࡛Ꮫࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡇࡔ⏕άయ࡛Ꮫࡔࡢ࠸࡚ࡉ⌧⾲ࡀࡇࡔᛮࠋࡍ࠸

�㹼ࠉ � ᖺ⏕ࠕࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢ㊊⟭ࡅ⟭ࡋࣝࢬࣃࡓࡗ ࡅศࢡࣟࠕࠖࠊ ࡋࡀࡉ࠸㛫㐪ࠕࠖࠊ ㊰ࠖ㏞ࠕࠖࠊ

Ꮫࡢᒣࠋࡍ࠸࡚ㄆ⛬ᗘ☜ࡢຮᙉ࠸࡚ࡋᏛᰯ࡛ࡣࠊࡣ⤌ྲྀࡓࡗᏐᩘࠋࡓࡋࡋࡃ

�㹼ࠊ࡛ࡢ࡞ࡑࠋࡍ࠸࡚ࡋࡓࡢ⩦࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ඛྲྀࡣࣝࣜࢻࠊࡣ࡛ᰯ � ᖺ⏕࠺ࠊࡣ࡚ࡗᑡ

ࡍୗᡭࠊࡣࣝࣜࢻࡢඛྲྀࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࠺ጞࣝࣜࢻࠊࡓࡁ࡚࠼ቑࡀෆᐜࡍ⩦ࡋ �

୍ࠋࡍ࠸ࡋ࡚࠼ቑࡀᶵࡏࡉ⦰ጤ࡚ࡅࡘ ᪉ࠊ⩦࡛ࡅࡘۑࠊࡤ࠶ᶵࡀከࠖࠕࡣ࡚࠸ࡦࠊࡃ

ࠋࡍࡁ࠸࡚ࡗ࡞ࡁዲࡣᩘ⟭ࠊࡤࡅከࡀࢫࣥࣕࢳࠋࡍ࠼ቑࡀࡇ

㢌ࠕࠊఱ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡁ࡚ࡋ⤌ྲྀࡍㄢࡉᙉ⢓㞟୰ຊࡥࡗࠊࡣᤵᴗ࡛ࡢ࡛ࡇࠉ

ࠋࡍ࠸࡚ࡋᛂࡇ࠸࡞࡞ⱞࡀࡇ࠼⪄ࠊ࡛✚㦂⤒࠺࠸ࠖ࠸㠃ⓑࠕࡀࡇ࠺࠸ࠖࡡࡦ

࣮ࣝࡢࡇࠊࡣᚐ⏕ࡢࡇࠕࠊ࡛┠ࡢ࡞⚾ࠊࡀࡍ࡛ࡍࣝࢬࣃ࣮ࢤ࠶ࡢ࣮࡛࣮ࣝࣝࣝࢢ≉ࠊࡣࡑ

ࡢ࠼⪄ࡇ࠺࠸࠺ࠊ࡚ࡋ┠╔Ⅼ࠺࠸࠺ࠊࡤ࡞ࡓࡋࣝ ᛮ⪃ᅇ㊰ࡢ⏕ࠕࠊ࠺࠸ࠖ ࠋࡍ࠸ぢ࡚ࠖ

ཱྀษࠊࡓ᮶࡚ࡗᣢࡢ࠺㐪ࡢ࣮ࣝࣝࠊࡓࡢࡑࠋࡍ࠸࡚ࡋᥭ⛠ࡑࠊࡤ࠶ࡀ㒊ศග࡚ࡋࡑ

ࠋࡍ࠸࡛⤌ྲྀ࡚ࡋࡓ࠼ኚ

ࠖ͐ࡤ࠼࠸ᩘ⟭ࠕࡢᚐ⏕ࡢࡑࠊࡀฟ࠸ᛮࡢᑐ୍୍ࡢࡑࠋࡍᑐ୍୍࡛ࡣ㛵ಀࡢ⚾ᚐ⏕ࠊࡀࡍ࡛ᩘ「ࡣᚐ⏕ࠉ

࡛⤌ྲྀᩘ⟭ࡢᚋࠊඖᡭࡑࠋࡍ࠸࡚ࡗ㢪ࡇࡃ࡚ࡁ࡛ᾋ࡚ࡗ࡞ࢪ࣮࣓࠺࠸

ࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࠸ࡋ

�㹼ࠉ � ᖺ⏕ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢపᏛᖺࡢࡆୖ✚ࣝࣜࢻࡢ⩦ࠋࡓࡋࡁ࡚ࡋ๓ྕࡢᒣࡇࡧ㏻ಙ᭩

担当  浅野 直樹



『かず』（3～4 年）　 『中学数学』 B　『高校数学』 担当  浅野 直樹

８

ࠋࡓࡋࡁ࡚ࡋ㔜どࡇ࠺࠸⤌ྲྀ࡚ࡗᣢࡁࡗࡣⓗព㆑┠ࠉ

ࡃ᪩ࡃ࡞࡛⤌ྲྀ࡚ࡋ㞟୰ࡣ㊰㏞࠘ࡏࡀࡉ࣮࣮ࣜࠗࡢ๓༙ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡ㸱ࠥ㸲ᖺࡎࠉ

ࠗࠋࡍ࠸࡚ࡉ❧☜ࡀࣝࢱࢫ࠺࠸ࡍࣝࢬࣃ࣮ࢤࢻ࣮࡞࠸࠸ᚋ༙ࠊࡋࣜࢡ ࣮࣮ࣜ

ࡇࡘぢࡍ᥈࡚ࡗᣢࡃᙉⓗព㆑┠ࠊࡀࡢ࠸࡞ࡘぢࡣ࡛ࡅࡔ࠸࡚═↛₎ࡣ࡛࠘ࡏࡀࡉ

࣮ࢤࢻ࣮ࠋࡍࡁ࡚࠼ぢࡀゎἲࡎ⮬ࡤࡍព㆑ࡁࡗࡣⓗ┠࠺࠸࣮ࣝࢦ㊰㏞ࠋࡍ࡛࠸ከࡀ

ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍࣞࡃࠋࡍࡁ࡚㝈ࡣ␎ᡓ࡞᭷ຠࡤࡍ៖⪄≦⌧ⓗ┠࡛

ྜ⌮ⓗ࡞ᡓ␎ྠኈ᭱ࡁࡘࡪࡀ㧗ࡢ㠃ⓑࡉࡢࠊࡣ࡛̿ࣜࣀࣔࠋࡍࡁ࡛ࡀࡇ࠺≀௳࡛

㈇ࡇ࠺࠸ࡍຍ௳≀ࠊ࡚࠼ᙜධ࡚ᜥᡶ࡛࡚ࡗ㈇ฟ࠺࠸࠺࡞ࡁ

ᡓ␎ࠊไ㝈㛫ぢ㉺࡚᭱ࡋᚋࡢ㈨⏘ホ౯࡛ᚓ࠺ࡍேẼ௳≀࠸࡞ࡢᐃ౯Ᏻࡃ㈙ࡗ࠸࠺

ᅇேᙧ࡛࣮ࣥࢱ㸯ࡣ࡛ࢾࣥࢯࣝࠊࡋࡓࡋࡉᒎ㛤ࡀ㈇࠶ࡢ࠼ぢᛂࡓࡋ㥑␎ᡓ࠸⣽ࡓ

ࡏࣙࢩࠕ࠶ࡀᚓⅬࡢࡋᑡ࡚ࡋ 㸦࡛ࠖࢫࣛࢡࡢࡇ⮬↛Ⓨ⏕ⓗࠖࡂ✌ࣙࢩࠕࡓࡗ࡞࠺

ぢࡀࡅ㉃㏫㌿ࡢⲡཎ࡛᭱ᚋࡑࡗࡇࡑࠊࡃ⾜ྲྀ⾤࡞ࡁࢱࠊ࠺⾜ㄒ㸧␎ࡢ

ࠋࡓࡋ࡞ࡇ

୰ᏛᩘᏛࠉ % ࠋࡓࡋ࡞ࡇࡏྜᶆ┠ࡢᙜ㠃㧗ᰯධヨࠊ࡛ࡢ࡞ࢫࣛࢡࡢ⏕ᐇୖ୰㸱ࡣࢫࣛࢡ

࡞ࡣ࡛ࡢࡃゎᶍヨ㐣ཤၥ↛₎࡚ࡋࡑࠋࡍ࡞ࡇ࠺࠸ᶍヨ㐣ཤၥࡣ㈨ᩱࡢ㧗᭱ࡍ࠺ࡑ

Ꮫ࡛ᩘࡢி㒔ᗓ❧㧗ᰯࠊࡀࡍࡋ⏦ࡋ㏉⧞ఱᗘ࡛ࠋࡓࡋࡁ࡛⤌ྲྀ࡚࡚❧␎ᡓࡁࡗࡣࠊࡃ

࡛࡞࠺ࡁ࡛ࡓࡋ࠶ࡀศ㔝࠸࡞ࡁ࡛࠶୰࡛ࡢࡑࠊ࡛ࡢ࡞㔜せ᭱ࡀィ⟬ၥ㢟ࡢၥ㸯ࡣ

ࡁၥ㢟࡛ዲࡢつ๎ᛶࠊ⋠☜ࠊᅗᙧࠊ㛵ᩘࡣ࠶ࠊࡤ࡞࠺ࡁ࡛ࡑ࠾ࡀၥ㸯ࠋࡍ࡛ࡇࡍ⩦⦏

ࠋࡍ࡛ࡢࡘࡎࡘ୍㸧ࡢ࡞࠺ࡑࡅ㸦ゎࡢ࡞

ࡋࡑࠊຮᙉ┦ㄯఱ࡛ࠊ⩦ᮇㅮࠊࡀࡢࡓࡗ࡞ࡁ࡛ࡣࡁࡓࡗ⩦Ꮫᰯ࡛㸰ḟ㛵ᩘࡣ㧗ᰯᩘᏛ࡛ࠉ

࡚㏻ᖖࡢ㧗ᰯᩘᏛ୍࡛ࢫࣛࢡṌࡘࡎ㐍࡞ࡑࠊ࡛⌮ゎ࡛ࡇࡇ࠺࠸ࡓࡋ฿㐩ࡑࠋࡓࡋࡋ

ࢢ࡛ࡕ࠺ࡢ㸰ḟ㛵ᩘࡢࡑࠊࡋࡍὴ࡛❧ࡀࡇ࠺࠸ࡓࡗ࠶ࡀぬ⮬࠺࠸࠸࡞ࡁ࡛࠶ࡀ㸰ḟ㛵ᩘࡑ

ࡉࡁࡗࡣⓗព㆑┠࠺࠺࠸࠸ࡓ࡞࠺࠸࡞ࡃࡀື⛣⾜ᖹࡀࡅࡣࣇࣛ

ࠋࡍ࠸ᛮࡓࡗࡀࡢࡓ⤌ྲྀ࡚ࡏ

ࠊ࡚ࡗ࠶୍࡛ࡢᕤኵࡣ㏻ᖒࡢࡇࠋࡍ࠸࡚ࡋᛂ࡛ࡢ࠺࠸㏻ᖒࠖࣝࠕ⤌ྲྀࡢࡑࠊࡀࡓࡋࡁ

ᮏᙜࡣఱ࡛࡚ࡗ࠶ᵓࠋࡏ࠸⮬ศ ࠺࡛ࠕ ୖࠕࠋࡍ࡛ࡅ࠸࠸ࡤ࠶࡛ࡢࡏࡉࡇ㉳ࡕẼᣢ࠺࠸ࠖ

ᡭ⮬ศ㏣࠸㎸࠸ࡋ࡚័ࡇࠖᛮࠋࡍ࠸

$ࠕࠋࡓࡋ࠼⪄ࡇ࠺࠸ࠖࡅࡘぢศ࡛ἲ๎⮬ࠕࠊࡤ࠼ࡓࠊࡣ㛫࡛ࡢ௨እࣝࣜࢻࠉ �ࠊࡣࡕ

ேࡢ⏨ࡢᏊ � ✀㢮ࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࡢ㓄࡞࠺ࡢࠋ࠸ࡓ㓄᪉࠶ࡀ㸽ࠖ࠺࠸ၥ㢟࡛࠸࠺ࡇࠋࡍ

ၥ㢟࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡇࡍືᡭ࡚ࡗᣢ➹㖄ࡎࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢጞࡋ⤌⭎࡞ࡁ࠸ࠊࡣ࠺

༢⣧ࡀࡇࡍ࡛ࡣࡎࠋࡍ � ேࣥࣆ࡛ࡑ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡚ࡗ࡛࠸ࡄ᮶ࠕࠊࡤࡅ࡞� ே

 � ✀㢮ࡢࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࡢ㓄᪉ࡣ㸽ࠖࡣ⟆ࡢࡑࠋࡍ࡚ࡗ࡚ࡋ � ㏻ࠋࡍ࡛ᤵᴗ࡛ࣄࡇࠊࡣ

ࠋࡓࡋࡋࢺࣥ

�ࠊ࡚ࡉࠉ ேࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࠊࡕ࠺ࡢ㓄 � ே┠ࡢ㑅ࡧ᪉ࠊࡣ� ㏻ࠕࠋࡍ࠶� ே࠸ � ㏻࠸ࠖ

ࡑࠊࡣ࡛ࠋࡍ࡛ࠖ⏝ᛂࠕࡢࢺࣥࣄࡢඛࡀࡇࠋࡍ࡛㏻ࡢࡑࠋࡍ࡛⏤⌮ࡓࡃ࡚ࡆᣲࡢࡕࡓᚐ⏕ࠊࡀࡢ࠺

ࡢ �ே┠ᅛᐃࠊ࡚ࡋ�ே┠ࡢ㑅ࡧ᪉ࠊࡣఱ㏻࠺ࡋ࡛࠶㸽�ศࡓࡗே㡰ࠕࠊ�㏻㸟ࠖ㏉ࡗ

ࡁࡗࡉࠕࠊࡃ⪺㸽ࠖࡐ࡞ࠕࠋࡓࡋࡁ࡚ � ேῶࠊ࡛࡛ࡇࡇࡕ࡞ࡍࠋࠖࡓࡗ��� ㏻ࡇࠋࡍ࡛

ぢᚐ⏕ࡪ႐࠺ࠖࡀୖࡧ㣕ࠕࡣ୰ࠋࡍࡅࡘぢࡣἲ๎ࡎࡢ࠾ࠊࡤ࠼⪄࡚ࡋ࠺ࡢ

ࠋࡓࡋ

�ࠕࠊࡣḟࡢࡑࠉ 㸦�㹼┠ࡢࡘ �㸧ࡂࡉࡩࠊࡄࡉࡩ᪉ࡣఱ㏻࠶㸽㸦ࡄࡉࡩࡋࡔࡓᡭࡣ㐪࠸࡞ࡀ࠸

ࠊ࡛ࡢ࡞ࡇࡌྠ࡛࠸ࡉࡩ�ࠊ�ࠊ࡛࠸ࡉࡩ�ࠊ�ࠊࡣሙྜࡢࡇࠋࡓࡋ࠼⪄ၥ㢟࠺࠸㸧ࠖࡍࡢ

ඛࡢၥ㢟ࡢࡑࡉࠊࡀ࡞ࡋ୰ࡢ㔜」ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡏ࡞ࡤࡅ࡞┬ၥ㢟ࠊࡣᐇ㝿ࡣ

㧗ᰯ࡛ࠕ㡰ิࠖྡ࠺࠸ࠖࡏྜ⤌ࠕ๓࡛⩦ࡋࡋࠋࡍ࠸⌮ᒅࠕࠖ⟭ࡅࠕࡣࠖ⟭㥑ࡍ

ࡑࠊᮇࡪ႐࠺ࠖࡀୖࡧ㣕ࠕࡀᙼࠋࡍ࠶ࡀࡇศ࠸࡛⏕ᑠᏛࠊ࠶࡛ࡢ

ࠋࡓࡋ࡚ࡋ

�㹼ࠊ㛫ࡢ࡛࡞࠺ࡁ࡛ࡀࠖ⪄ㄽ⌮ⓗᛮࠕ࡞࠺ࡢࡇࠉ � ᖺ⏕ࠊࡣࡕࡓឤぬᚎࠎㄽ⌮ࡢୡ

ࠋࡍ࠼ゝ࠸࡚ࡗ࡚ࡋ࠼ࡋࡈୗࡢࡓࡃ࡚ࡗ⛣⏺



『中学英語』䠄䠍ᖺ䠅   『高校英語』䠄䠍ᖺ䠅 担当　吉川 弘晃

９

『中学数学』A 担当　福西 亮馬

୰Ꮫࠉ � ᖺⱥㄒࡢᤵᴗࠊࡣ⏕ᚐࡈࡢࡉせᮃ࡚ࡏྜ⛅Ꮫᮇᤵᴗ᪉ἲኚ᭦࠸

⛅ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ධຊ⩦ண⩦࣭ࡢᩍ⛉᭩ࡢᏛᰯࡣᏛᮇ௨๓ࠋࡓࡋࡋࡓ

Ꮫᮇࡓࡗࠊࡣ㔞❶ᩥࡢㄞ࠺࠸ࡃ࠸࡛ㅮㄞࡢᙧែࠋࡓࡋ࡞

ᚐ⏕ࠊࡋΏ࡚ࡋ࣮ࣆࢥࢪ࣮ࡢศᤵᴗ࡛㐍ࡀㅮᖌࡌ࠶ࠊࡣ࡚ࡋ᪉ἲࠉ

ᩍᐊࠋࡍᮃᤵᴗ࡚ࡗ࡚ࡁ࡚ㄪ༢ㄒ࠸࡞ศ࡛ᤵᴗࡢḟᅇࡣࡉ

ࡀㅮᖌࠊࡣ࡛ � ẁⴠ❶ᩥࡘࡎ㡢ㄞࠊ࡚ࡋ⏕ᚐ⧞ࡑࡀࡉ㏉ࡉࠊࡋⱥᩥ

᪥ᮏㄒࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡍࡋ┤ㅮᖌࡀ༢ㄒᩥἲⓗ࡞ㄝຍࠋࡍࡁ࠸࡚࠼

Ꮫⱥㄒ≉ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⪅๓ࠋࡍ㡢ㄞ࡛ࠊࡣࡢ࠸࡚ࡋ୰࡛㔜どࡢᤵᴗࡢࡇࡀ⚾ࠉ

ࡢ࠺࠸ࠋࡍ࠸ᛮࡔ㒊ศ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ධຊ≉࡚ࡗ⏕୰Ꮫࡓጞࡧ

ࡑࠊࡃከࡀ࣮ࣥࢱࣃࡢつ๎ࡍ㛵Ⓨ㡢⥛ࠊ࡚ẚゝㄒࡢࡣⱥㄒࠊ

⏕ᖺࠊ⏕ᖺ୍ࡣࠋࡍ࠸࡚ࡋ⩦ࡢ༢ඖࡢ㏆┤ࡓࡗ⩦Ꮫᰯ࡛ࠊࡣ㏆࡛᭱ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢ⏕୰Ꮫࠉ

⮬ࡢࡑࠋࡍ࠸࡚ጞࡇࡘᣢಙ⮬࠺࠸ࠖࡁ࡛ࠕࠊࡋタᐃ┠ࡋၥ㢟ࠋࡍෆᐜ࡛ࡢᗄఱ

ಙࠊ࡚ࡗᏛᰯࡢᤵᴗ࡛ࡢ྾ຊࡓࠊࡇࡀୖࡀᐙ࡛⮬ຮᙉࡢບࡇࡃ࡚ࡋᮃ࡛

ࠋࡍ࠸

࠸㸦࡛ࡋ࡞ணഛ▱㆑ࠕࠊࡋ㢟ฟ୍ศ㔝ࡤࡆୖ࠼ᩘㄽᩘᩚࠊࡣ࠶ࡀవຊࠊ࡚ࡋࡑࠉ

ࠊࡓࡃ࡚ࡗゝࠖ࠸㠃ⓑࠕࡑࠋࡍ࠸࡚ࡋࡇ࠺࠸ࠖࡅࡘぢἲ๎࡚࠼⪄⣲ᡭ࡛㸧ᖐ⣡ⓗ

ゎࡓࡅࡃ࡚ࡋࠖࡇࡗࠕᡭ࠸ࡘ⚾ࠊ࠶ࡀ࠼ࡓࡈᎰࠋࡍࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋ

ࡅ࡞࠼⪄࠺ྜࡁྥᚐ⏕ࡀ⚾ᤵᴗ࡛ࠊࡣࡇࡢࡑࠊࡀࡍࡉ࡞ࡀࡇ࠺๓ᥦࡃࠊࡣᏛ࡛ᩘࠉ

㸧ᩘ⟭࡞⏕Ꮫ㸦ᑠᏛᩘᚐ⏕ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡣ⚾ࠋࡍ࡛ࡇࡢⰍ║㙾ࡣ๓ᥦࠋࡍ࠸ᛮࡔၥ㢟࠸࡞࡞ࡤ

࠸࡚ࡋᏛᩘࠕࠊࡅࠋࡏࡁ࡛ࡀࡇࡍ࠸ᡭఏ࠾ࡋ㠃୍࡛࠺࠸ $ ࡕࠊࡣࡢ࠺࠸ࠖࡉ

 $ ࠸࡚ࡋࡇࡢูࠕࡤᖐᐙࠋࡏࡂࡍ㠃୍࠸࡚ࡏ㛫ぢࡢࡑ⚾ࡀࡉ $ ࡑࠊࡀࠖࡉ

ࡢ $ $ࠊ࠶࡛ࡉ ࡇࡢ๓ࡓᙜࡋࡀࡑࠋࡍ࡛ࡅ࠶࡛ఱ࡞㞧ከᵝࠖ「ࠕࡗࠊࡣయ⮬ࡉ

ࠋࡍ࡛ࡕࡀ࠸ࡋ࡚ᛀ๓ࡓᙜࡢࡑࡤࡋࡤࡋࠊࡣୗ࡛ࡢṦ⎔ቃࠖ≉ࠕ࠺࠸ᤵᴗࠊࡅࠋࡍ࠸ᛮࡔ

࠸࡚ࡗᣢ㠃୍࡞ࠎᵝࠕࠊࡣ⚾࡚ࡗ $ ⤌ྲྀ࡚ࡋ㑅ᢥ㠃࠺࠸Ꮫᩘࠊࡣ࡚࠸࠾㛫ࡢࡇࠊࡀࡉ

$ࠕࠊ࡚ࡋ㏻㠃୍࠺࠸Ꮫᩘࠊ࡛ୖࡢࡑࠋࡍ࠶ࡀᚲせࡘ❧⥺┠࠺࠸ࠖࡔࡢ࠸࡛ య࡞ࠖࡉ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗᛮ࠸ࡓࡋᛂࡅࡔࡁ࡛

᪥ᖖⓗ࡞㐠⏝࡛ࠊࡣࡓࡏࡉṇ࠸ࡋ᪉ἲ୍࡛ᐃ㔞ࡢ༢ㄒゐࠋࡏ࡞ࡤࡡẖ㐌ࠊศ࠸࡞

༢ㄒ⮬ศ࡛ㄪࠊᩍᐊ࡛ᨵ࡚ṇ࠸ࡋⓎ㡢ඹ⌮ゎ࠺࠸ࡍ⤒㦂ࠊࡣ⏕ᚐࡣ࡚ࡗࡉኚࡔᛮ

ࠋ࠺ࡋ࡛ࡇࡃ࠸࡚ᨭᡶࡘࡎࡋᑡࡣ㓄ᙜࡢศࡢࡑࠊࡀࡍ࠸

ᐯヰ㞟ࢯࡣึ᭱ࠊࡣ࡚ࡋᩍᮦࠉ � ᪥ � �ࠋࡓࡋ࠸࡛㑅ࡘࡎࡘ ࡁࡘヰࡢࡘ �ࠊ� ࡋࢪ࣮

࣮ࠕࠊࡣᏛᮇࠋࡓࡋࡁㄞ࡛ࠊ୰࡛ࡢᤵᴗࡢ��ศ࡛ࡀ࡞ࡋㄝࡢ༢ㄒἲᩥ࠸⣽ࠊ࡛ࡢ࠸࡞

᪥ᮏࠊࡀ࡞ゐṔྐⓗ⫼ᬒࡢࢫࣜࢠࠋࡍ࠸࡛ㄞᮏࡢࡅᏊ౪ྥࡓ᭩࡚࠸ࡘఏㄝࠖ⋥࣮ࢧ

┠ࡢᤵᴗࡢࡇࡇ࠼⪄ඹࡀᚐ⏕ㅮᖌࠊ⩏ពࡢࡇࡪᏛఏㄝヰ⚄࡞ࡕࡀࡉ㍍どࡣ࡛⫱බᩍࡢ

ⓗ࡛ࠋࡍ

㧗ᰯࠉ � ᖺⱥㄒࡢᤵᴗࡢ᪉ࠊࡣ࡛㏻ࡢᤵᴗ᪉ἲࠋࡍ࠾࡚ࡅ⥆㧗ᰯ࡛⏝࠸ᩍ⛉᭩❶ᩥࡢ⏕ᚐ

࡚ࡋヂ᪥ᮏㄒ❶ᩥࡀࡉᚐ⏕࡛ୖࡢࡑࠊ㡢ㄞᩍᐊ࡛ㅮᖌ࣭⏕ᚐඹࠊ࠸࡚ࡁ࡚ࡋࢺ࣮ࣀࡉ

ࠋࡍ࡛ࣝࢱࢫࡢㅮㄞࡌྠࢫࣛࢡ୰Ꮫ࠺࠸ࠊࡃ࠸

ࡢከㄞ࣭㏿ㄞࡢᕰ࡛ࠋࡍ࠾࡚ධຊ≉⢭ㄞࠊ࡞ࡀࡎゝࡣ㡢ㄞࡣ᪉࡛ࡢࢫࣛࢡ㧗ᰯࠊࡋࡔࡓࠉ

ὶ⾜ࠊ࠸ࡏࡢ༢ㄒࡢࡈṇ☜࡞ពᩥ❶ྠኈࡢ㛵ಀࠊࡀ࡞࠼⪄㛫࡚ࡅⱥㄒ᪥ᮏㄒࡍ┤

7,ࠋࡍ࡛࠼ぢ࠺࠸࡚ࡉ㍍どࡀ᪉ἲ࠺࠸ ♫࡛ࠊሗࡢἼࠊ࠺࠸࡞⁒ከࡃ㏿ࡃㄞຊ

ࠋࡍ࠸ᛮࡔࡁࡅࡘ㌟ࡇㄞࡃࡋṇ๓࡞ேࠊࡑࡇࡔࠊࡀࡍ࡛☜ࡣࡢ࡞ྍḞࡣ

ᮏᙜࡢព࡛ᩥ❶ࠕㄞ࠸ࡀࡇࠖ㞴ࠊࡃࡋ㦵ࡀᢡ᪥ࠊࠎ③ឤࠊࡣࡢ࠸࡚ࡋࡠ࡞ㅮᖌ

⮬㌟࡛ࠋ͐ࡀࡍ



山の学校ゼミ『数学』 担当　福西 亮馬

『ロボット工作』 担当　福西 亮馬

山の学校ゼミ『社会』 担当　中島 啓勝

10

�ࡣ⏕��ᖺࠊ࠸ࣟࣗࡣ⏕��ᖺࠊᖺ㛫୍ࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠉ

$UGXLQRࣥࢥ࠺࠸�ᇶ┙�7ZH�/LWH�',3࣮ࣝࣗࢪࣔ⥺↓࠺࠸�

ࣛࡣ⏕��ᖺࠋࡓࡋࡁ࡚ࡗస࣮࣭ࢺ�ࣟࡒࡑࠊ࡚ࡋࢫ࣮

⤌ྲྀㄢ㢟ࡢ㊰⬺ฟ㏞ࡣ�ࠊ࡚ࡁ࠸ᣠ⋣ࣥࣥࣆࠊࢫ࣮ࣞࢺࣥ

ࡋస⮬࣮࣮ࣛࣟࢺࣥࢥࠊ࠺ࡏື࡛⥺᭷ࠊࡓࠋࡍ࠸࡛

ᵝ࠺࠸ࠖ࠸ࡓࡋ㐲㝸᧯స࡚ࡅྲྀࡢᑠᆺ࣓ࣛࠕࠊࡣ⏕��ᖺࠋࡓࡋ

ᐇ㦂ࡢ࣮ࣝࣗࢪࣔ⥺↓ࠋࡍ࠸࡚ࡗ㡹ᙇ࠺ࡏࡉ⌧�ᐇࡑࠊ࠼⪄

ࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠸ࡃ࠺ࡣ࡛స⮬ࡢ࣮ࣂࣛࢻ࣮ࢱ࣮ࣔࠊ

�࠘⥴ࡢᩘࠗᏛᮇࡢᖺᗘࠊࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠉ ྜྷ⏣ṊⴭࠊᮾᾏᏛฟ∧ � �ࡢࡇࠋࡍ࠸࡛ㄞ

ཎ✏᭩࠸࡚࠸㡭ࢪ࣮������ࠊࡣ୰ࢪ࣮�����ࡢ㉸ࠊ࠼➨㒊᭱ࡢᚋ࡛ㄞ࡛ࡇࠋࡓࡋ࠼⤊ෆ�

ᐜⓗ୕ࡣศࡢࠋࡍ࡞ࡇࡓ࠸╔ࡓ

�Ꮫᮇࡢෆᐜࠊࡣᩘ�L��HL�Hᩘࣆࢿࡣ� � �ࠊࡏࡉ࣮࣡ࣃ㡰ḟ�]�HL�]�H�]�ࡓࠊ

��ᩘࠋࡓࡋ࡛ࡌࡍ࠶ࡀࡢ࠺࠸ࠊࡏࡉ㐍��]�[��L�VLQ�බᘧ�HL[ FRVࡢ࣮ࣛ࠸ࡘ L ๓Ꮫᮇࠊࡣ

ᩘࣆࢿ࡚ࡋᙺ⬥࡞㔜せࠊࡣᏛᮇࠋࡍᙺ࡛ࡁ⥆ࡁᘬ H LࠋࡓࡋࡋⓏሙࡀ ࠖ࠸࡚ࡏ�⫪ࠕ

ᅵྎ࡛ࡢࢺࢫࢸࠊᩘࣆࢿࡢࡑࠋࡍ᪉ἲ � 㟁༟ィ⟬ � Ⓨぢ୰ࡢ�]� \��]�� \�ᣦᩘ㛵ᩘࠊ࡚ࡗἢ

ࡓࡗࡀ᭤ࠊࡣᗄఱᏛ�ⓗࠊࡣᙧ㏆ఝ⥺ࠋࡓࡋᙧ㏆ఝ࡛ࠖ⥺ࠕࠊࡀ࣮ࣝࢶᴫᛕ࡞ᙉຊࡓࡗ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋࡋ

▮⌮↓ぢ୍ࡢࡇ�ࠋࡍ࡛�]��H[Ҹࠊࡤ࠼ࡓࠋࡍ࡛ࡇࡍ⾲ḟ㛵ᩘ୍࡛ࠊ࠺ᘧ࡛ゝᩘࠊ࡛ࡢ࡞ࡄࡍࡗࡢ

ࠋࡍࡀ࡞ࡘᴫᛕ࠺࠸ᚤศࠖࠕ࡛࠶ࠊࡣヰ࡞⌮

⣲ᖹ㠃「ࡘࠋࡍ࡞⣲ᩘ「ࡢࡔࡓࠊࡣ�]HLࠊࡓ� ���ḟඖᖹ㠃 Ⅼࠕࡢୖ� Ⅼࠕࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡍࡓᙜࠖ �ࠖ

ᩘಸ࿘ᮇᛶࡢゅ㛵ᩘ୕ࡓࠊᑐᛂ㛵ಀࡢゅ㛵ᩘ୕ᗄఱᏛࡘᣢࡀ ��L� �ࡇぢẚ࿘ᮇᛶࡢ

⌮≀ࠊࡀබᘧࡢ࣮ࣛࡓᚓ࡛ࡇࡇࠊࡣ❶⤊᭱ࡢࢺࢫࢸࠋࡓࡋࡁ╔ࡓබᘧࡢ࣮ࣛࡢᛕ㢪ࠊ

ⓗ࡞ୡ⏺ � ຊᏛ � �]�HLࡢࡑࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞ෆᐜࡍ㚷㈹ྎ⯙ᷓࡢࡑ�ࠊࡢ࠸࡚ࡋά㌍࠺ࡢ࡛

ࡇ࠶ືࠕࠋࡍ࡞࠺ࡘᣢ࠸ពྜ࡞ලయⓗ࠺࠸㛫ࡣ�Wࠊ࿘ἼᩘࡣȰࠊࡋᨵྡࡋᑡ��HLȰWࡣ

ࠋࡍண࿌࡛ࡢ㒊୕➨ࠊࡀࡢ࠺࠸ࠖ࠶��HLȰW

࡞�␗࠺࠸⟭㟁༟ィࡣ࡛ࢺࢫࢸࠊࡀࡍ࡞࠸ࡉ࠾ࡢ㧗ᰯᩘᏛࠊࡣゅ㛵ᩘ୕ᣦᩘࠊ࡛ࡇ��

ࡉࡋ�ࡢᙜᩍ⛉᭩ࡢ㧗ᰯࠊᥦ࡛ࡢࡉ��0ࡢ⏕ㅮཷࠊ࡚ࡗᡠ⣲࡛ࡇࡑࠋࡓࡋࡁぢ࡚࡛ࢳ࣮ࣟ

ࡕⴠ⭊�࡚ࡗ࠼ࠊࠖࡢࡓࡗ࠶࡚࠸᭩ࡀࡇ࡞ࡇࠕࠊ࡚ࡋ⌮ຍἲᐃࠊࡍࠋࡓࡋ࡚࠸㛤

�ࠋࡓࡋ࠶ࡀࡇ ᙜ⚾ࡣ↓⇱ࡋᛮࠊࡎ࠼ㄞ㣕ࡓࡋ࠸࡚ࡋࡤ 㛫ᕪࠖࠕ࠺࠸࠺ࡇࠋ�

ࠋࡏࡋࡢ࡞ࡘ୍ࡢጁࠊ࠼ࡔࡓࡗ࡞ேࠊࡢ࠺࠸ゎ⌮ࡢ

ୡࣛࢫࡓᮇᩘࡇࡇࠊࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇ࠸࡚㐍㍈ࡘࡢㅮㄞࡢㄢ㢟ᅗ᭩ゎㄝࡢࢫ࣮ࣗࢽࠉ

ࡇ࡞ࡇ࡚࠸࠾࡚ࡋᒎ㛤ศ࡛ᤵᴗ⮬ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡍࡍࡀᶵࡆୖྲྀヰ㢟ࡢ࡚࠸ࡘ⏺

ゝࠊࡀࡏࡋ࠸ࡋ࠾ࡢ࠺ᚲࡋࡎ᪥ᖖⓗࣛࢫᩍ࡚࠸ࡘᙉ࠸㛵ᚰᣢࡣࡓ࠸࡚ࡗゝ࡞࠼

ࡢ㛵㐃ࣛࢫ࠸࡚ࡗࡇ㉳࡛ࢪᮾ༡ࡣࡓࠊࣜࣇ୰ᮾ࠺ࡢẖ㐌ࠊࡉⓙࡢ⪅ㅮཷ࠸

ᐇࡀᒣࠊ࡛࠶㇂࠶ṧᛕࡔࡀ࡞ᛕ㢪ࡢ࣓ࣛࡢᐇࠋࡏ࠸࡚ࡗ⾜ࡣ࡛ఱࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࠸ࡓࡋ

ࡢࢺࣥࡓࡋ㡭ࡢ⏕ᑠᏛࠊࡣࡕ࠺ࡢึ᭱ࠋࡍ࡛▱࿌ࡢࡅྥ⏕᪂���ᖺࡀୖ⏕୰Ꮫ᮶ᖺࡣࡇࠊ࡚ࡉ��

ᘏ㛗࡛ࠕࠊ㟁Ꮚᕤసࠖࡀ୰ᚰ�')/ࠋࡍ࡞ᢠࡓࡗ࠸ࢱࢫࢪࣥࣛࢺࠊࢧࣥࢹࣥࢥࠊ㒊ရࡋࡑࠋࡍ࠸

࡚㒊ရࡓࡗ࡚័࠸ᢅྲྀࡢᚋࠊ᭷⥺࣮࣭ࢺࣟࡢసࡔࡣࠊࡀࡅ୰ᚰ࠶ࡢࡑࠋࡍ࡞

ቃ⎔ࣥࢥࢯࣃࠊࡣࢢࣥࣛࢢࣟࠋࡍ࠸࡚࠼⪄࠺࠾ࣟࣗࡍື࡛ࢢࣥࣛࢢࣟࠊ࡚ࡋ�ᒎ㛤ࡢ

࡚ࡗసࠕࠊ࡛ࡢࡁ࡛࡚ࡗᖐ࡚ࡗᣢᐙࡣ࡚࠸ࡘ㒊ศࡢࠊࡀࡏ㐍ඛ࡞࡞࠸࡞ࡀ ᐇ㦂ࠖࠖࠕ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࡚ࡋ
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山の学校ゼミ『経済』 担当　百木 漠

ࠋࡍ࠸࡚ࡗᮏᰕ࡛ࡢ㍯ㄞࡢ᭩῭⤒ゎㄝࡢࢫ࣮ࣗࢽ῭⤒ࠊࡣࢫࣛࢡࡢࡇࠉ

࣭ࢺࡥࡗࡣ㏆᭱ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗゎㄝࡢ࡚࠸ࡘࢫࢡࣀࡃࡣ௨๓ࠊࡣ࡛ࢫ࣮ࣗࢽ῭⤒ࠉ

��ࠗࡢࢸࢣࣆ ୡ⣖ࡢ㈨ᮏ࠘ヰ㢟ࡢࡇࠋࡍ࠸࡚ࡆୖྲྀᮏࡣ ��� ࠊࡎᑓ㛛᭩῭⤒ࡢ㉸ࢪ࣮

ᖺ �� ᭶ࡢⓎ࡛ࡍ �� 㒊ࠊࡆୖ♫ⓗ࡞ࡁヰ㢟ࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞ᮏࡢෆᐜ୍ゝ࡛࠺࠸

ࡀ᱁ᕪࡢᐩࠊ㏆ᖺࠕ �� ୡ⣖๓༙࡛ࣞࣝᣑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡇ࠺࠸ࠖ࠸࡚ࡋୡ⏺ྛᅜࡢᐩ࣭ᡤᚓࡢ

᱁ᕪࢱ࣮ࢹ ��� ᖺ㹼 ��� ᖺ࡛ࣥࣃࢫࡢ㞟ࠊࡋ㛗ᮇⓗ࡞᱁ᕪࡢኚືᐇドࡓࡏ࡚ࡋ࡚ࡋⅬ㧗࠸

ホ౯ࡀ㞟࡛࠼࠺ࡢࡑࠋࡍ࠸࡚ࡗ r㸦㈨ᮏ┈⋡㸧> g㸦⤒῭ᡂ㛗⋡㸧࠺࠸㠀ᖖ࡞ࣝࣥࢩබᘧࠊ࡚ࡗ

ࠋࡍ࠸ᛮ࠺ࡔࡢ࠶ࡀ⦼ຌࡢࢸࢣࣆࡇࡓࡏ࡚ࡋ♧㛗ᮇⓗഴྥࡢࡑ

�ࠉ ᭶ࡀࢸࢣࣆ᮶᪥ࣅࣞࢸࠊ࡚ࡗ࠶ࡇࡓ࠸࡚ࡋ᪂⪺ࡆୖྲྀ࡛࡞ᶵከࠋࡍ࡛࠺ࡓࡗ

ཷㅮ⪅ࡣ࣮ࢸࢣࣆࡢࡇࡓࡩ࠾ࡢ㛵ᚰᣢࡢࢸࢣࣆࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ࠺ࡓ࠸࡚ࡓᙇ୕࡚࠸ࡘ

ே࡛࡞࠸ࡇ࠶㆟ㄽࡢࢸࢣࣆࠋࡓࡋࡋຌ⦼ㄆࡋࡋࠊࡘࡘᙼࡀᥦࣝࣂ࣮ࣟࢢ࠸࡚ࡋ㈨

⏘ㄢ⛯ࡣࢹ࠺࠸ᮏᙜᐇ⌧ྍ⬟ࡑࠊࡢ࡞௨እ᱁ᕪṇࡍⰋࡑࡑࠊࡢ࠸࡞ࡣࢹ࠸

⏺ୡࡢᅾ⌧ࠊ࡚ࡗࡇࡍ㆟ㄽほⅬ࠸ᖜᗈ࡞ࠊࡢ࠶ࡀᚲせࡍṇᮏᙜ᱁ᕪࡢᐩࡢࡇ

ࠋࡍ࠸࡚ࡗᛮࡓ࠼࡚῝ゎ⌮ࡢ࡚࠸ࡘ᪉࠶ࡢ῭⤒

ࠗࡢࡉ⏕ᇽ┠༟ࠊࡣ࡚ࡋ㍯ㄞᮏࠉ ࣭ࢲ ࠗ̿ࢫࢫ 㐨ᚨឤㄽ ࠗ࠘ ᅜᐩㄽ ࠋࡓࡋㄞୡ⏺㸦࠘୰බ᪂᭩㸧࠘ࡢ

Ꮫᮇࠗࢫࢫ࣭ࢲᅜᐩㄽ࠘ㄞࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡛㏵୰ࡔࡔヰࡀ㞴࠺࠸ࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡋኌ

ᮏࡢࡇࡓྲྀࡢࢫࣥࣛࣂࠊ࡞ࡇ࠺࠸࠺ࡋ࡛ㄞゎㄝ᭩ࡢࢫࢫࡕ࠸ࡣ࡛ࡑࠊ࡛ࡢࡓฟࡀ

ࠗࠊࡀࡍ࡛࠺ࡑᖖࡣࡢ࠺࠸ྂࡓඃࠋࡓࡋࡧ㑅 ᅜᐩㄽ࠘ࠗ㐨ᚨឤㄽ࠘ࡢࢫࢫࡅ࠾Ὕᐹࠊ

⌧ᅾࡢ♫ࡢࡑᙜ࡚࡞࠺ࡣ㗦࠸ᣦࡀከࡘ࠸ࠊࡃㄞ࡚࠸࡛ឤᚰࠋࡍࡏࡉ㍯ㄞࡢ㝿ẖᅇࠊ

⌧ᅾࢫ࣮ࣗࢽ῭⤒ࡢᘬཷࠊࡀ࡞ࡅࡘࡁㅮ⪅ࡢ᪉⥴୍㆟ㄽ࡛ࡇࡍ⌮ゎࡋ࠺ࡃࡔࡓ࠸࡚῝

ࠋࡍ࠸࡚

༴ᶵࡢṔྐ↉⤊ࡢ⩏㈨ᮏࠗࡢࡉỈ㔝ኵࡣḟࠉ 㸦࠘㞟ⱥ♫᪂᭩㸧ㄞ࠺࠸࠺ヰࠋࡍ࠸࡚ࡗ࡞

ᖺᮏࡢࡇ �� 㒊࡚ࡆୖヰ㢟ྐᩥࠊࡀࡓࡋ࡞ⓗ࡞ほⅬ㈨ᮏ⩏ࡃ⾜ࡢᮎ࠼⪄࡚࠸ࡘ

࡞ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡤẖᅇᏛ㌟⮬⚾ࡢㅮᖌࠋࡍ㊃᪨࡛࠺࠸㸽㸧ࡢ࡞⩏㈨ᮏ࠸ࡋ㸽�᪂↉⤊ࡢ⩏㸦㈨ᮏ࠺

ࠋࡍ࠸࡚㐍ᤵᴗࠊࡀ

ࠊ㏻ࡢࡌᏑࡈ࡛࡞ࢫ࣮ࣗࢽࡉⓙࠊࡋࡋࠋࡓࡋ࡛ࡌឤࠊࡂ㐣ࡣࡢࡍゎㄝࢫ࣮ࣗࢽ

ࡉチࡀࡇ㎸Ỵ㛵ᚰ↓ࡣࡣㅖၥ㢟ࡇୡ⏺࡛㉳ࣛࢫぢ࡚ᨻ≧ἣࡢ᪥ᮏࡢࡇఫࡢࡕࡓ⚾

ព࡞ከᵝࡣᤵᴗ࡛ࡢࡇࠋࡍ࠶ࡘࡘ࡞ㄢ㢟ࡢ⥭ႚ࡞ࡑࠊ࠸࡞ࡡࡏࡉᝏែࡀ▱↓ゎ⌮↓ࠊ࠸࡞

ぢࢫࣥࣛࣂࡢḞࠊࡃ࡞ࡇࡃ᐀ᩍᩥⓗ࡞౯್࡚࠸ࡘゎㄝ㔜ࠊࡀ࡞ࡡẚ㍑ࡢどⅬ࡚ࡗከ㠃ⓗ

࣮ࣟࢢࠊ㏻࡛ࡇࠊࡓࠋࡍ࠸࡚ࡅࡀᚰ࠺ࡃ࠸࡚ࡋࣥࣙࢩࢫࢹࠊࡋศᯒࢫ࣮ࣗࢽⓗྜ「ࡘ

ࡃ῝ᬒ⫼࠸࡞ࡆୖྲྀࡃࡋヲ࠶ࡣ࡛⪺᪂ࣅࣞࢸࡣ࡚࠸ࡘࢫ࣮ࣗࢽ࡞ࡁࡍ㛵῭⤒ᨻࣝࣂ

ゐࡀ࡞⤂࠺ࡇ࠸࡚ࡋᛮࠋࡍ࠸࡚ࡗ

ୖྲྀ᭩⡠ࡢṔྐ㛵㐃ࡣ࡛ࡇࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘㅮㄞࡢㄢ㢟ᅗ᭩࠶ᰕ࡛ࡢࡘ୍࠺ࡪ୪ゎㄝࢫ࣮ࣗࢽࠉ

ᖺ୰㡭ࠋࡓࡋ࡛㑅ᮏࡓࡋ࣮ࢸ᪥ᮏࡢ௦⌧ࠊ࠼ኚ㊃ྥࡋᑡࡣᏛᮇ࡛ࡢࡓࡗከࡀࡇࡆ

Ⓨ⾲ࡉ࠾࡞࡞ࡁ㡪ࠊ࠸࡛ቑ⏣ᐶஓ⦅ⴭࠗᆅ᪉ᾘ⁛ 㸦࠘୰බ᪂᭩㸧࡛ࠋࡍᒾᡭ┴▱⥲ົ⮧

ேཱྀῶᑡ♫࠸ࡋཝ㠀ᖖࡀ᪥ᮏࠊࠖࢺ࣮ࣞ⏣ቑࠕㄪᰝࡓ⾜࡚ࡗ࡞୰ᚰࡀ⪅ⴭ⦆ࡓࡁ࡚ົ

ࡣ࡚࠸ࡘ㇟⌧࠺࠸ᑡᏊ㧗㱋ࠋࡍ࠸࡚ࡋ⤂ࢱ࣮ࢹ࠺࠸࠸࡚ࡋධ✺᪤ࠊ࠸ࠊࡍධ✺௦ࡢ

ⓙࡉ㌟㏆࡞ၥ㢟࡚ࡋឤࡀࡇࡌከ࠸ᛮࠊࡀࡍᐇࡣᅜ࡛ⱝ⪅ࡇ㧗㱋⪅ࡍᛴῶ࠸࡚ࡋ

㞳ᓥᒣዟࠊࡤ࠼ゝ㝈⏺㞟ⴠࠖࠕ࡛ࠋࡍ࡛ࡢ࠺࠸࠶ࡘࡘࡋ⏕Ⓨ㔞ࡀᾘ⁛ྍ⬟㒔ᕷࠖࠕࠊᕷ⏫ᮧࡃ

ᾘࠕ࠸࡚ࡉᥦၐ࡛ࡇࡇࡋࡋࠋࡍ࠸ᛮ࠸ከேࡓ࠸࡚ࡌឤࡔヰࡢᆅᇦࡢ㒊୍ࡓࡧ࡞ࡦ࡞ࡢ࡞

⁛ྍ⬟㒔ᕷࠖࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣணࡣ㉺࠼つᶍ࡚ࡋࡑࠊᩘศᕸ♧

ఱࠊᩘࡢࡑࠋࡍ࠸࡚ࡋ ��࡞࠺ࡢࡀ㌿ⴠࡢேཱྀῶᑡ♫࡞ᛴ⃭ࡢࡇࠋ�

ᖐ⤖ࡢࡍࡓண ࠊࡋᨻ⟇ᥦゝࠊࡀࡢ࠺࠸࠺ࡆ⧄ᮏ᭩ࡢ┠ⓗ࡛ࠋࡍ

ேཱྀῶࡢ࡚ࡋၥ㢟♫࡚ࡌ㏻ㅮㄞࡢᮏࡢࡇࠊࡣ㸦♫㸧࡛ࢮᏛᰯࡢᒣࠉ

ᑡ࡚࠸ࡘᏛࠕࠊࡀ࡞ࡧᏊ⫱࡚ᨭ ㆤၥ㢟ࠖࠕ ࣮ࡢ࡞ࠖධࡅẸཷ⛣ࠖࠕ

ࠊ≉ࠋࡍணᐃ࡛ࡃ࠸࡚㐍㆟ㄽࡉⓙࡢ⪅ㅮཷࡀ࡞ࡐ⧊ࢻ࣮࣡

ி㒔࠺࠸ᆅᇦࡢᙉ≉Ⰽࡢࡑࡋࡋࠊ࠶㞃࡚࠸ࡘ࡞ࢡࢫࣜࡓ
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『イタリア語講読』 担当　柱本 元彦
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ࡉ⦏Ὑࠊࡣㄒᙡ࠸⏝ࡢࢸࣥࢲࠊ࡛ࡇࠋࡍ࠸࡚ࡗㄒ㞝ᘚࡀࢪ࣮࣓どぬⓗ࡞⳹∌⤢ࡢ᭤⚄
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࡛ࡓࡗ࡞⤮ࡢࣝࢱࢫ࠺㐪ࡃࡓࡗࡣࢺࣙࢪࡢ௦ྠࠊࡓ࠸࡚࠸ᥥ⤮ࡀࢸࣥࢲࡤ࡞ࠋࡍ࠸࡚

࡚ࠊࡣࡢࡍࡃࡃ࡚ࡋ✵࡞㸟ࡓࡉⓎぢࡀ⤮ࡢࢳ࣮ࣜࢺࡓ࠸ᥥࡀࢸࣥࢲࡋࠋ࠺ࡋ

❧タ࡚ࡋⓗ┠᥀㑇㧁Ⓨࡢࣀࢸࣝࣃࠊࡣࣜࢼ࡛๓ࡃࡤࡋࠊࡀࡍ࠶ࡣ࡛ࡇ࡞ࢡࢽ

ࣗࢹࠊࡣࣀࢸࣝࣃࠊࡤ࠼ࡀࡓࡋఏㄝࠊࡀࡍ࡛ྡྂࡢࣜࢼࡣࣀࢸࣝࣃࠋࡓࡋ࠶ࡀ༠ࡓࡉ

ࠋࡓࡋࡆᢞ㌟ᾏ࡚ࡗ࠶ࡉࡋࡣᙼዪࠋࡍே୍࡛ࡢࡕࡓ࣮ࣥࣞࢭࡓࡗࡋ࡚ࡋ㏨ࡍࡍࢫࢭ

ࡃ࡞ᑡࠋࡍ࠸࠸ࡔࡢࡓࡅࡀྡࡢࣀࢸࣝࣃࠊࡉᘓタࡀ㒔ᕷࠊ㎶ࡓࡆୖࡕᡴࡀṚయࡢࡑ

ᛶ⬟ྍࡀ᪉ࡍⓎぢ⤮ࡢࢸࣥࢲࠊࡣ㸧ࡍ࡛ࣜࣀࡌྠ≀㑇⪷ࡢᩍࢺࢫ㑇㧁㸦ࣜࡢࣀࢸࣝࣃࠊ

ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ࠶

　イタリア語講読クラスで、ダンテの「新生」を読んでいます。「新生」
は１３世紀末の作品で私にとっては初めての古典なのですが、イタリア語
の柱本先生、ラテン語・ギリシャ語の広川先生とご一緒させていただくと
いう幸運のお蔭で、なんとか楽しく読み進めています。

会員の声

　それでも、日曜日の夜中から月曜日の早朝、その先の一週間の仕事なども気になりつつ予習をしていると、このような古典作品を読む
ことが一体何の役に立つだろうと思うこともあります。確かに、ne の使い方は前よりわかってきたような気がする。ire は andare の古
語だと覚えた。labbra は「唇」だけど顔そのものを表すこともある（興味深い）。…でもそれが何か？

イタリア語講読クラスで
学ぶもの F.N. さん

　教養のため？そもそも教養って何？
　イタリアの高校生を疑似体験？（高等学校では「新生」ではなく「神曲」を読むそうですが）
　仕事の役には…立たないでしょう。仕事で古語は使わないし（現代イタリア語も滅多に使い
ません）、仕事相手とベアトリーチェについて話し合うことになる可能性もきわめて低いし…
　そんなある日のクラスで、ふと、詩のことからレトリック論に話しが及びました。最初は「詩
学？ サトウノブオ？ これはまたきっとついていけない話し」と片耳で聞いていたのですが、
途中で、あっ、佐藤信夫のレトリック論は私の本棚にあったはずと気が付いて、約２０年ぶり
に本を手に取ることとなりました。
　読み返してみたその本（「レトリックの記号論」講談社学術文庫）は、初読時の記憶以上に面白かったうえに平易にレトリックの基礎
が説明された章もあり、「新生」の理解にも役立ったのですが、それ以上に示唆的な一文がありました。
「昔からの修辞技法のひとつとして類義累積あるいはシノニミーと呼ばれている表現形式は、いわば、既成の言葉でとめどなく周辺部か
ら塗ってゆき、やがてその中心部に、色とりどりの透明えのぐの重畳によって、おぼろげに濃く暗い形態が現れ出ることを期待する手だ
てであった。」（前掲書中 “読む楽しみ（の記号論）” より）
　イタリア語講読クラスで学ぶものはまさにこういうものではと感じます。代名詞の使い方や、古語の単語や、恋慕の表現のひとつひと
つは、中心にあるものを現出させるために周りに塗り重ねる薄片であって、本当に学んでいるものは、その中心なのでは。
　ただその「中心」が何なのかは、わかりません。イタリアの人びとの特質、主に情熱であるような気もしますし、空間的、時間的な世
界の深さを学ぶことであるような気もします。あるいは、学ぶことで現れるものは結局のところ自分自身であるような気もします。いや、
そんなにおおげさなものではなくて、単にイタリア語力、かも…
　いずれにしてもイタリア語を習いに行って佐藤信夫を再読することになるとは全くの予想外（でもこのようなできごとは一度ではあり
ません）、多くの刺激を頂けるありがたいクラスです。山の学校を運営してくださる皆様に心から尊敬と感謝を申し上げます。１２周年
おめでとうございます。



『フランス語講読』䠄㻭 䞉 㻮䠅 担当　渡辺 洋平

『ロシア語講読』 担当　山下 大吾
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『ラテン語初級』『ラテン語初中級』『ラテン語中級』
『ラテン語上級』 担当　広川 直幸

『ラテン語初級文法』   『ラテン語初級講読』（A・B・C） 担当　山下 大吾
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ᗑห⏣୰ගⴭࠗࣛࣥࢸㄒึṌࠉᨵゞ∧࠘ࠋࡍ࠸࡚࠸⏝< ྲྀ✲◊ࡢᏛဴࡧᏛ୪ᩥࢫࣥࣛࣇᏛ࡛ࡣࡉ

ᚲせᛶ⩏ྐⓗពᩥࡢㄒࣥࢸࣛ࠸࡞␃ㄒᏛⓗഃ㠃༢ࠊࡓᙜࡃ࠸࡚㐍✲◊ඛࡢࡇࠊ⤌

③ษឤࣥࢸࣛࠋ⏤ࡢࡓࡌㄒᩥࡢἲኚࡑక࠺⏝ἲࡢከ⏝ࡉᑡࡃࡋ㦫ࢹࢨࣀࣆࢫࠊࡘࡘ

ࠋࡍ࠾࡚ບຮᏛඹⓗព㆑┠࡞☜࠺࠸ཎ࡛ㄞࢺࣝ

ࡁ⥆ࡁᘬࡣ࡛ࢫࣛࢡㅮㄞࠉ $ ࡧ୪ࢫࣛࢡ & %ࠊ࣮ࣟࢣࡣ࡛ࢫࣛࢡ ࠾࡛⤌ྲྀࢫࢸ࣮ࣛࡣ࡛ࢫࣛࢡ

ࠋࡍ࡛⬟ཧຍྍࡓࡋ᪉࡛ࡓ࠼⤊㏻୍ἲᩥࢫࣛࢡࡢࡎ࠸ࠋࡍ

$ࠉ ࠸࡚ࡉ㛤ㅮ௨᮶⥅⥆ཷㅮࡣࢫࣛࢡ + UD$ࠊࡉ ࡓ᪂Ꮫᮇࠊ࠼ຍࡉ 7 ᩥ࡛๓Ꮫᮇࠊࡉ

ἲཷࢫࣛࢡㅮࡓ࠸࡚ࡉ$VDࡀࡉཧຍࠊࡉಂ㈰ࢺࢫࢡࢸࠋࡓࡋ࡞ࢫࣛࢡ࡞࠸᪂ࠗࡓ 

๓Ꮫᮇࠊࡀࡓࡋ࡞ᘚㄽࡢᙎລ࠘௨᮶ࢼ࣮ࣜࢸࠗࡣ࡛ࢫࣛࢡࡢࡇࠋࡍ࠾࡚ࡗ࡞ᘚㆤ࠘ࢫ࣮ࣝ

ෑ㢌ࠊࡋព␃࠼෪ࡢಟ㎡ᢏἲయᩥ࡞␗୍ࡣᏛⓗᑐヰ⠍ဴࡢ࡞࡚࠘࠸ࡘᖺ⪂ࠗࡓ࠸࡛⤌ྲྀ࡛

㒊࡛㢖ฟࡍ humanitasࠕே㛫ⓗᩍ㣴ࠖࡢពჶ୍ࠊࡀ࡞ࡋㄒ୍ㄒㄞ㐍ࠋࡍ࠾࡚

&ࠉ ࡣ⏕ㅮཷࠋࡍ࠾࡛⤌ྲྀ࡚࠘࠸ࡘࠗࡁ⥆ࡁᘬࡣ࡛ࢫࣛࢡ &L ศ༙ࡑ࠾ࡢయࠊ᪉୍࡛࠾ࡉ

ࡓᙜ �� ⠇࡛㐍ࡢࡑࠋࡓࡋ �� ⠇ࠕࡣᚰປ㏨ࠊࡤࡍ࠺ࡆᚨ㏨ࠖ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡆ

ࠋࡍ࠸࡚ࡀゝ⮳࠺࠸

ࡢ᭩⡆リ࠘ࠗࡣ࡛ࢫࣛࢡ%ࠉ �ᕳྛࡢḷ㡰ㄞ㐍ࠊ⌧ᅾ➨ � ᭩⡆ㅮㄞ୰࡛ཷࠋࡍㅮ⏕ࡣᘬࡁ⥆ࡁ &D ࠊࡉ

ࠊ᪉࡛࠾ࡢࡉ0 ࠊ࣮ࣔࣘࡢࡣ࡛࡞ࢫࢸ࣮ࣛ ࠋࡍࡅぢཷ࠺ࡓࡁ࡚ࡋศぶࢺ

࡚࠸⏝ࡋᗘ୍ࡔࡓᏛ୰࡛ᩥࣥࢸࣛࡪཬ㔞࡞⭾ࠊࡣసရࡢࢫࢸ࣮ࣛࠊࡍ↷ཧト㔘᭩ࠉ

ぢ୍ࡀࡑࡋࠊ࠾࡚ྵࡃከ࡞ࡀ㸧ࣥࣀ࣓ࢦ࣭ࣞࢫࢡࣃࣁਚʌĮȟ�ȜİȖȩȝİȞȠȞ㸦࠸ࠊ࠸࡞࠸

ࠗࠋࡍࡉẼࡇ࠶ㄒ࡛ྃ⌧⾲ࡅゎㄞẚ㍑ⓗᐜࠊ࡞࠺ぢ࡛ࡇࡍ リㄽ࠘ࡢ

������� ⾜࡛㏙ࠕㄒ࡚ࡣࡀ࡞ࡘࡁ⥆୍ࡢຊࠊ࠶ࡀᖹซࡇ࡞᥇ࡣࡢࡓከ࡞

ྡࡀຍ࠺࠸ࠖᙼࡢᣢㄽࠊࡣỴ࡞࠺ࡢࡇ࡚ࡋࡢᑐ㇟ࣁࡢࡇࠊࡀࡍ࡛ࡣࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋ

ࠋࡏ▱ࡢ࠼ゝዲࡢ⾜᭷ゝᐇ࠸࡚ࡋ♧ࡃ࡞ࡆࡉドࡢ࡚ࡋリேࡢὶ୍ࠊࡣࢫࢡࣃ

ࠋ�࠸࡛ᏛṌึࡢㄒࣥࢸ࡚ࣛྂ࠸⏝�DQV�+���UEHUJ��Lingua Latina I: Familia Romana+�ࡣㄒึ⣭࡛ࣥࢸࣛࠉ

��᭶���᪥ࡢⅬ࡛➨����ㄢධᩥࠋࡓࡗἲ㡯ࡢᑟධࡣ┦ኚࠊ࡛ࢫ࣮ࡓࡋࡃࡗࡎ➨����ㄢ࡛ࡃ࠺�

㐣ཤࡀᑟධࡢࡇࡣࡇࠋࡓࡉᩍ⛉᭩ࡢⰋ࠸Ⅼ࡛ࠊせࠊࡍᑡᩥࡢࡋἲ࡛ከࡢࡃㄒᙡᏛ࡛ࡢ࠸�࡚ࡏࡤ

ࡀࡇ�㐍ཎㅮㄞࡃ࡞ࡇࡉᝎㄒᙡ㊊ࠊࡤࡆୖᛕධ┠ᕳ୍ࡢᩍ⛉᭩ࡢ��UEHUJࠋ࠶

ㅮ⩦ࡢ�ἲᩥࡢࡓ࠺⿵ᤵᴗࡢࡇࠎ㏆ࠊ࡛ࡢ࡞ษࡇࡃ࠾࡚ࡋᢕᥱయീࡢἲᩥࠊ࠼࠸ࡣࠋࡁ࡛

㛤ㅮࠋ࠶࡛ࡘࡍ

�ㄞㄒࣥࢸࣛ࠸ࡋࡉ࡚ࡋ๓ẁ㝵ࡢཎ㉎ㄞ࡞ᮏ᱁ⓗྡ୍⏕ㅮཷࡣㄒึ୰⣭࡛ࣥࢸࣛࡓࡋ㛤ㅮᏛᮇࠉ
 ࡛ ࠸ ᡭࠋ ጞ  �ULDQ�%H\HU��War with Hannibal: Authentic Latin Prose for the Beginning Student%� ⏝ ࠸ �ࠊ࡚
(XWURSLXVࡢ�➨���ᕳㄞࡢࡇࠋࡔᮏࡢト㔘ࢫࣆࣟࢺࠊࡀࡂࡍࡃࡣ⮬యᩥࡣἲᏛࡢࡅࡔࡔேࡀ�ㄞ
ࠋ࠸࡛ㄞึᡓグ࠘ࣜࠗࡢࣝࢧࠊࡣᅾ⌧ࠋ࠺ᛮ࠸࡚ࡋ㐺ࡢ

��᭶ࠋ࠸࡚㐍ㄞࡃᙉ⢓�DQV�+���UEHUJ��Lingua Latina II: Roma aeterna+�ㅮ⏕ྡཷࡣㄒ୰⣭࡛ࣥࢸࣛࠉ
2᪥ࡢⅬ࡛➨ �� ㄢࡢ ��� ₇ㄝࡢ࣮ࣟࢣࡣ㒊ศࡢㄢࡢࡇࠋࡔ㐍࡛⾜ (De imperio Cn. Pompeii)�₇ࠊ࡛ࡢ࡞
ㄝ≉᭷ࡢจࡓࡗゝ࠸ᅇཷࡋㅮ⏕ࡣᅄⱞඵⱞࡢࡑࠊࡀ࠸࡚ࡋ㎶ࡢ័ࡣၥ㢟࡛ࡢࡇࠊࡋ࠶ㄢࡤ⤊ࡀ�ṧࡍ

ࠋ࠶๓࡛┠ࡣ࣮ࣝࢦࠋ���ㄢ࠶ࡇ

᪉ࡢ᩿ࡈࡢດຊࡢఱࡢドࠊ⮬ಙ࠺࠸࡚῝ᐹࠊࡏᣦ༡ᙺࡣ࡚ࡋᎰ࠸ࡋ㝈ࠋࡍ࡛

ࡢ⦆▷௦⾲ⓗࡢࣇ࣮ࢳᚋᮇࠊ࡞ᩓᩥసရ࡞ᮏ᱁ⓗࡢึࢫࣛࢡࡢࡇࡣḟᅇࠊࡀ࡞ࡕಖษ࠸ໃࡢࡇ

ࠋࡍணᐃ࡛⤌ྲྀ࠘⏨ࡓࡗධẆࠗࡘ୍



担当　広川 直幸
『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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ᖺࠉ �� ᭶ࠊ᪂ࡓ᪂⣙⪷᭩ࣕࢩࣜࢠࡢㄒᏛࡪᤵᴗࠋࡓࡋࡋࢺ࣮ࢱࢫࡀᅵᒱᘓࠗ᪂⣙⪷᭩ࢩࣜࢠ

ㄒึṌ 㸦࠘ᩍᩥ㤋㸧ᩍ⛉᭩ࡎ࠸ࠊ⇕ᚰ࡞ � �ࠋࡍ࠸࡛Ꮫ⏕ㅮཷࡢྡ ᭶ � ᪥⌧ᅾࠊ➨ � ࡛❶

㐍ࠋࡍ࠸࡛

ㄒ㸦⣖ඖ๓ࣕࢩࣜࢠྂࠊࡣㄒࣕࢩࣜࢠࡢ᪂⣙ࠉ � ୡ⣖㡭ࣕࢩࣜࢠࡢ࡛ㄒ㸧ẚ࡚ẚ㍑ⓗᏛ࠸ࡍࡧゝ

ࡀດຊ࡞ᆅ㐨ࡢࠎ᪥ࠊࡣࡓࡃ࡚ࡋ⇍⩦ࡑࠊࡋ᠈グ࣮ࣥࢱࣃࡢㄒᙧኚ࡞ከᵝࠊ࡛ࡑࠋࡍ

ྍḞ࡛ࠋࡍᤵᴗ࡛ࡇࡢࡑࡣ୕☜ㄆࣕࢩࣜࢠࠊࡘࡘࡋㄒᩥࡢᩥࡍ♧ࡀἲⓗ࡞≉ᚩᡭࡃ࡞ࠊࡀ

ṇ☜ពࠋࡍ࠸࡚ࡋ⩦⦏ࡃ࡚ࡆୖࡕ❧� ᅇࡢᤵᴗ㏻ࢬ࣮ࢫࡪ࠸ࡎࠊ࡚ࡋព

ࠋࡍ࠸ᛮ࠺ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࠺

ࡁ࡚࠼ቑࡀἲ㡯ᩥࡢ⩦᪤࡚ࡘ㐍ඛࠋࡍணᐃ࡛ࡃ࡚㐍࡛ࢫ࣮࠸࡞ࡢ⌮↓ࠊᩍ⛉᭩ྠᚋࠉ

ཱྀ࡚ゐᢡࡣᩥࡔᗘᏛ୍ࠊࡋ࠺ࡍ᠈グᐇ☜ࡘࡢࡑࡇࡁࡍ᠈グࠊᚋࡣ⏕ㅮཷࠋࡍ

ࡤ࡚❧ᙺࡢࡑ࡛ࡋᑡࡀ㞧ㄯゎㄝࡢᤵᴗ࡛ࠋࡍᮃࡇດ⇍⩦ࡢ᪤⩦㡯ࠊ࡚ࡋ࡞ࡉࡎ

ᛮࠋࡍ࠸࡚ࡗ

『新約ギリシャ語初級』 担当　堀川 宏

ࢠ�ྂྡ୕⏕ㅮཷᩍ⛉᭩��0XQGD\��Thrasymachus	��3HFNHWWࡣㄒึ⣭࡛ࣕࢩࣜࢠࡓࡋ᪂つ㛤ㅮᏛᮇࠉ

࣭࣮ࣜࣁࡀ�ULVWRO�&ODVVLFDO�3UHVV%�ࡓ࠸࡚ࡋ∧ฟࢺࣥࣜࣜࡢ��Thrasymachusࡃ㛗ࠋ࠸࡛ᏛṌึࡢㄒࣕࢩࣜ

ࠊࡀࡓࡁ㉳ࡀၥ�㢟ࡠࡏணᮇ࠺࠸࠸࡙ࡋධᡭࡀ㛵ಀ࡛ᩍ⛉᭩ࡓࡉ྾ྜే�\ORRPVEXU%�࡞᭷ྡ࡛࣮ࢱ

ࡣࡓ࠼ᩍ࡚࠸⏝��௨๓�Thrasymachusࠋ࠶࡛ࡇࡓࡁ࡚ࡗ㌶㐨ࡀᤵᴗࡃ࠺ࠊࡋゎỴఱࡑ

୰Ꮫ⏕ཷࡀㅮ⏕ᩥࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔἲࡢㄝ࡚ࡋᮏᩥㄞゎ㐍࠺࠸ᙧᘧࠋࡓࡗྲྀ�Thrasymachusࣥࢸࣛࡣ�

ㄒ᪤⩦⪅ᑐ㇟ࣥࢸࣛࠊࡓ࠸࡚ࡋㄒࡢᏛ⩦ࡣ࠸࠶ⱥㄒ௨እࡢࣃ࣮ࣟࣚࡢゝㄒࡢᏛ⩦㏻࡚ࡌᒅᢡ࠸

ᚋ࡛ᩥἲࡓࡋᮏᩥㄞゎ�㢗ࡢㄒᙡ㞟ࡣᅇࠋ࠶࡛࠸࡚ࡗ࡞๓ᥦࡀࡇ࠸࡛ࡋぶ㇟⌧࠺

ゎㄝ࡚ࡋ⦎⩦ၥ㢟㐍࠺࠸�Thrasymachus�ᮏ᮶ࡢ㡰ᗎᚑ࡚ࡗ㐍ࠋ�࠸࡚⡆༢ゝࠕࡤ࠼ⓎぢⓗᏛ⩦ἲࠖ

ࡀ࠺ࡪᏛࡀ࡞ࡋⓎぢศ࡛ἲ๎⮬�ࠊࡉࡀࡌࡀἲつ๎ᩥࡓ࠼ᘧኳୗࠋ࠶࡛

㠃ⓑࡃຠᯝⓗ࡛࠶ᛮࡢࡇࠋ࠺᪉ࡔၥⅬ☜࡞Ⅼࡀᒣࡣࡇ⌧࠺ࡢ�ᢎ▱࠸࡚ࡗ⾜࡛ୖࡢ

ࠋ࠸ࡓ࠸࡚ࡋ㉁ၥࡋࡋࠊ࡛ࡢ

�����ḷ➨┙⤊ඛᏛᮇࠋ࠸࡛ᗘㄞ⛬⾜����ᅇ୍࠘ࢫ࣮ࣜࠗྡ୍⏕ㅮཷࡣ࡛�$�ㄒ୰⣭ࣕࢩࣜࢠࠉ
ㄞࠊࡋ⌧ᅾࡣ➨����ḷㄞࠋ࠸࡛��᭶���᪥ࡢⅬ࡛�����⾜࡛㐍ࡣࢺࢫࢸࠋࡔᘬ�0ࡁ⥆ࡁ��/��:HVW�
ᰯゞࠊ࠸⏝∧࣮ࢼࢺࡢト㔘��0:��&�ࡣDFOHRG��Homer: Iliad Book XXIV( ࣮ࣜࢩࡢ�⥳㯤Ⰽࡢࢪࣜࣥࢣ

ࢬ ࠋ࠸࡚࠸⏝(

��XUQHW%�ࡣト㔘ࢺࢫࢸࠋ࠸࡛ㄞ࣮࠘ࣥࢻࣃࠗࡢ࣮ࣥࢺࣛㅮ⏕ྡཷࡣ࡛�%�ㄒ୰⣭ࣕࢩࣜࢠࠉ
5RZH୍ࠊ࡚ࡋ⏝ే� ᅇࡢᤵᴗ ศࢥ��� )࡛���a���࣮ࢪ⛬ᗘㄞ㐍ࠋ࠸࡚��᭶����᪥ࡢⅬ࡛���G࡛㐍ࠋࡔ

�Ꮫᮇ࡛ㄞࠊࡤࡅ⾜ㄪᏊ࡛ࡢࡇࠋ࠶࡛ࡇጞㄒࡀࢫ࣮ࢸࣛࢡ࣮ࢯ࡚࠸ࡘᾏࠖ⯟ࡢ➨ࠕ࠺ࡕ

�ࡣ⩦⦏ࡢస�ᩥࡓ࠸⏝��+LOODUG��Greek Prose Composition	�1RUWKࠊࡓࠋ࠸࡞ࡋࡁ࡛ࡀࡇ࠼⤊
([HUFLVH࡛�����㐍ࠋࡔ

ࣗ�ࢫ᪂ᖺึᅇࠊ࠼⤊ㄞ࠘⋥ࢫ࣮ࢹࠗࡢࢫ࣮ࣞࢡࢯ࠸ࡘᖺᮎࡣㄒୖ⣭ࣕࢩࣜࢠࠉ

ࠗࡢࢫࣟ ᑗࡢᨷࣂ࣮ࢸ ཱྀྲࠋࡓጞㄞ࠘ ㅮ⏕ࠋྡ୍ࡣ㠀ᖖ㞴ゎ୍࡛ࡢ࡞ᗘ㐍㔞�ࡑࡣከࠋ࠸࡞ࡃ

��᭶����᪥ࡢⅬ࡛�����⾜࡛㐍ࠊ࡛ࡢࡔᖹᆒ୍ࡍᅇ�0ࡣࢺࢫࢸࠋ࠶࡛⾜��ࠊ�����/��:HVW�ᰯゞࢺࡢ

ᝎࡀࡢ࠸࡞ࡀࡢ࠺�࠸ࡇࡣࡎ࠺ࡢ�HEE-�ࡅ࠾ࢫ࣮ࣞࢡࢯࡣト㔘ࠋ࠸࡚࠸⏝∧࣮ࢼ

ࠋ࠸࡞ࡋࡘ❧ᙺ␒୍ࡀⱥヂࡢ�ROODUG&�ࡍࡗࡦࠋ࠸ࡋ

ࡁ࡛ㄞㄒࣥࢸ୰ୡࣛྡ୍⏕ㅮཷࢺࢫࢡࢸ��3HWHU�'URQNH��Nine Medieval Latin Playsࡣㄒୖ⣭࡛ࣥࢸࣛࠉ

㍍ᛌࠋ࠸࡛ㄞ�DWXOOXV&�࡚ࡗᡠᮇྂࡣᅾ⌧ࠊ࡚࠼⤊ㄞ�Ordo Virtutum ࡢࢺࣝࢹࣝࣄᖺᮎࠋࡓ

㐺ࠋࡓࡋ�ᣦᐃ�ᛂ�'��+��*DUULVRQ��Student’ s Catullus୍ࡣ࡚ࡋࢺࢫࢸࡢ⏝ᤵᴗࠋ࠸ᚰᆅࡀ��KHQGHFDV\OODEXV࡞

ᗘ࡞ト㔘ᆅᅗᅗ⾲ࠊ⏝ㄒ㞟ㄒᙡ㞟ࡓ࠸ࡘࡀぶษ࡞ᮏ࡛ࠊࡀ࠶ᮏᩥᢈุ࡚࠸ࡘࡃゝཬࠋ࠸࡞�ࡀ

&DWXOOXV࠺ࡢ�ᮏఏᢎࡢᝏ࠸సᐙㄞሙྜࡢࡑࠊⅬ↓ど࡛�࡞ࢺࣥࣜࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡇࡍ㐺ᗘ

ࠋ࠸࡚ࡋ࠺࠺⿵
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『自分で考えて
  答えを見つける体験を！』

● イベント    学びの夕べ  リポート 

講師：山崎和夫 ( 京都大学名誉教授）

●  山崎先生の講演会に参加して      山下 太郎
ࠊࡓ࠸࡚࠸⪺㧗ᰯ௦୰Ꮫヰ࠾࡞࠺ࡢࡇࠊࡣࡇࡓࡌឤ࡚ࡋཧຍㅮ₇ࡢ⏕ඛࠉ

⮬ศࡢே⏕ࡣኚࡓࡗ㐪ࠋࡓࡋ࡛ࡇ࠺࠸࠸࡞࠸๓༙ᩘࡣᏛⓗᛮ⪃ࡢᴦࡉࡋࠊ࠸

ᚋ༙ࠕࡣ㨦ࡀ㨦ㄒࠖࡅඛ⏕ࡢẼ㏕ࡓࡕ‶ゝⴥࡢ㨩ຊࡈࠋࡓࡋࡩㅮ₇ᚋࠊඛ

ࡀ⏕ �� ṓࡣᛮࡈࠊ࠸࡞࠼㧗㱋ࡢඛ⏕ࡇࡀ⇕ព࡚ࡇㄒࡉࡔࡃ࡚ࡗጼໃឤ㖭

ࠋࡓࡋឤ࡛ྠࡃࡓࡗ⚾ࠋࡓࡋࡋ࠸ࡔ࠺ࡕࡕࡇࡕ࠶ኌ࠾ࡓࡗ࠸ࠊࡓࡅཷ

࡞࡛ࡦ

࠸ࡋṇỌ㐲ࠕࡣἲ๎ࡢᏛ⌮≀ࠊࡋᑐࡢࠖ࠸ࡋṇࡣࡢ࠸ࡋṇࠕ࡚ࡗࡓ༓ᖺࡣἲ๎ࡢᏛᩘࠊࡤ⏕ඛࠉ

ؐࠖ࠸࡞ษ࠸ゝࡣ ؐᩘᏛⓗṇ࠺࠸ࡉࡋពࠊࡑࡇࡔࠊ࡚ؐؐ࠸࠾⮬ศ࡚ࡗ≀⌮Ꮫࡢᐃㄝࠊࡣᖖ࡞ࠕ

࡞ࠕࡢࡇࠊࡣࡇ࡞␒୍࡚࠸࠾Ꮫၥࠋࡓࡅ⥆࠶࡛ࡢࡍႏ㉳ࡃᙉຊ࠺㸽࡛ࠖ࡞�㸽࡛

ࠋࡓࡋࡁࡔࡓ࠸ࢪ࣮ࢭ࣓࠺࠸ࠊࡍែᗘ࡛ࡅ⥆࠸ၥࠊ࠸᰿ᣐࡎ࠼⤯ࠊ㸽࡛ࠖ࡞�㸽࡛

ࡇࡓࡗ࡞㔜ᮇࡓ࠸࡚࠸᭩㏻ಙᕳ㢌ᩥࡇࡧᒣࡢᅇⓗࢢࣥࢱؐؐࡣ⚾ࠊࡀ࡞࠸ࡀ࠺ヰ࠾ࠉ

ࠊࡣ࠸ࡉ࠺⾜㆟ㄽࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ㘒ぬ࡞࠺ࡢ࠸࡚ࡋ⪥㛫㏆࡛ኌ⫗ࡢ࣮ࣟࢣؐؐ࠶

ᶒጾ⌮ㄽࡢㄝᚓຊࡑࡇồࡢ࣮ࣟࢣ࠺࠸ࠖ࠶࡛ࡁゝⴥពヂࠊ࡞ࡍ㸦ி㒔ᘚ࡛㸧࡞ࠕ

ࠋࡓࡋ࠾࡚ࡋேྜⅬ୍ࠊ࡞࡞ࠖ␒୍ࡀࡇ࠺ၥ�㸽࡛࡞�㸽࡛

すὒࡢிࠊࡣ∗ᑛࡈࡢ⏕ඛࠊࡢࡍ࠸࠸ࠋࡓࡋࡌឤᛮ㆟ࡢ㐠ࡁ࠺࠸⦖ࡈࠊࡘ୍࠺ࡣᅇࠉ

ྂᏛㅮᗙึࡢ௦ᩍᤵࠊ⏣୰⚽ኸඛ⏕ࡣ∗♽ࡢ⚾ࠊࡎ࡞⏕๓⏣୰ඛ⏕ぶࠋࡓࡋ࡛ࡢࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡃࡋ

ᢨࡑ๓࡛ࡢᅬඣࠊ࡞ࡋ㉺࠾࡚ࡗᣢ❶ᮏᅬࡁ࠶ࡣ⏕୰ඛ⏣ࡢᬌᖺࠊࡀࡍ࡛ࡇࡓ࠸⪺∗

㟢ࠊࡉ࡞ࠕࠊࡀ࡞ࡉດຊ࠺࠸࠺ࡇ࡚ࡋ❶࡞࠺ࡅࡔࡓ࠸ࡀ❧ὴ࡞ே࠾ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ࡞ヰࡔࡃ

ࠋࡍ࡛ࡇ࠺࠸ࡓࡗࡉ

ࡋヰ࠾࡞㈗㔜๓ဨࡢᏛᰯࡢᒣࠊ⪅ಖㆤࠊ༞ᅬඣࡢᮏᅬࠊ࡞ࡋ㉺࠾⯋ᅬࡢᗂ⛶ᅬࡣ⏕ᅇᒣᓮඛࠉ

⯙㰘ࠊࡋ㨩ᚰࡢཧຍ⪅୍ே୍ேࠊ࠺ࡢࡁ↥ࡢ❶ࡃ㍤ࠊࡣࡘ୍ࡘ୍ࡢゝⴥ࠾ࡢࡑࠋࡓࡋ࠸ࡉࡔࡃ࡚

ࠋࡍࡆୖࡋ⏦ឤㅰ࡚ࡓ࠶ࡣ⏕ඛࠊࡋ࠾ሙࡢࡇࠋࡓࡋ࡛ࡢࡍ

（2015 年 1月 31 日）

●  『学びの夕べ』──自分で考えて見つける体験を！　　福西 亮馬
����ࠉ ᖺ � ᭶ �� ᪥㸦ᅵ㸧ࠗࠊࡓ⾜ Ꮫࡢࡧኤࡢ࡚࠸ࡘ࠘ሗ࿌࡛ࠋࡍ

ி㒔Ꮫᇶ♏≀⌮Ꮫ◊✲ᡤ࡛ᡭຓࡢ⏕ඛᶞ⚽ᕝࠊࡣ⏕ᒣᓮඛࠋ⏕ᒣᓮኵඛࡢி㒔Ꮫྡᩍᤵࠊࡣㅮᖌࠉ

✲◊⌮≀ㄽ⌮࡛ࡢ⏕ඛࢡࣝࣥࢮࣁࠊᏛ◊✲ᡤ࡛⣙༑ᖺ㛫⌮≀ࢡ࣭ࣥࣛࢫࢡࡢࢶࢻࠊ࡚⤒

ࠗࠊ࡚࠸࠾ヂᴗ⩻ࡓࠋࡓࡋࡉ 㒊ศయ 㸦࠘ࢡࣝࣥࢮࣁⴭࠊᒣᓮኵヂࡎࡍࠊ᭩ᡣ㸧ࡢ࡞ヂ

᭩ୡ㏦ฟࠋࡓࡋࡉඛ⏕ࡣி㒔ࡢⓑᕝ㸦ࠕᒣࡢᏛᰯࠖࡈࡢ㏆ᡤ㸧࠾ఫࠊ࡛࠸ⓑᕝᗂ⛶ᅬࡈࡢ

ࠋࡓࡋࡋ⌧ᐇࡀࡢ᪥ࡢࡇࠊࡃ῝⦖

࠸㛫㐪ゎ⌮ࡢෆᐜࠋࡍ࡞㒊ศ࠸࡚ࡋ᠈グࡀ㌟⮬⚾ࠊ࡚࠸⪺ヰ࠾ࡢ⏕ᒣᓮඛࠊࡣグ㘓ࡢࡇࡇࠉ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡁ࠾ྵ࠾ࡇࡢࡑ࠺ࡣ௨ୗࠋࡍ࠶ࡀ࠸࡚ྵࡀ

࠼⪄࡚ࡗ࡞⥴୍ࡣࡓࠎಶࡀࡉ࡞ࡢሙࠊၥ㢟ࡢᏛᩘࠊࡣ๓༙ࡢࠉ

⣲Ᏹᐂ࣮ࢸࡢᏛ⌮≀ࠊࡣᚋ༙ࠋࡓࡋ㛫࡛࠺࠸ࠖࡅࡘぢἲ๎ࠕࠋࡓࡋ

⢏Ꮚ࠾ࡢヰఛࠋࡓࡋ࠸

㉁࠺࠸㸽ࠖࡍ࡛ࡢ࠶ࡀࡀ࡞ࡘ࡞࠺ࡢࠊᚋ༙ࠊ๓༙ࠕࠊ⏕ᑠᏛࠉ

ၥࡑࠋࡓࡋࡉ࡞ࡀᑐࠊࡋᒣᓮඛ⏕ࡣḟ࡞࠺ࡢ᪨࡛⟅ࠋࡓࡋ࠼

୍ࠊࡑࡇࡔࠋࡍᢳ㇟ⓗ࡛ࠊࡣၥ㢟ࡢᏛᩘࡓ࠼⪄๓༙࡛ࠕࠉ ᗘṇ࠸ࡋド࡛ࠊࡤࡁ

ᚋࡗࡎṇ࠸ࡋゝ࠼୍࡛ࠋࡍ᪉ࠊᚋ༙࡛ヰࠗࡓࡋᏱᐂᯝ࡚࠶ࡣ㸽࠘

ࡣࡘ࠸ࠊࡀࡇ࠸࡚࠼⪄࠸ࡋṇࠊࡣࡑࠋࡍලయⓗ࡛ࠊࡣ࠺࠸
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ࠋࡍ࡛ࡢ࡞࠺ࡑ࡚ࡗ⾜࡛ࡇࠋࡍ࠸࡛ྵၥ㢟࠺࠸࠸࡞ࡋ㏉ࡃࡗࡦ᮶࡚ࡀ᪥࠸࡞࡛࠺ࡑ

ᩘᏛ࡛⪃ࡓ࠼Ⅼ࡞ࡣᣑࠊ࡚ࡋⅬ࡛ࡢࡉࡁᣢ୍ࠋࡏࡕ᪉ࠊ㌟ࡢᅇ࠶Ⅼ࡞ࡣ

ᑠࠊ࡚ࡃࡉ㸦Ᏹᐂࡢ࡛ࡉࡁ㸧ᣑ୍ࠗࡍࠋࡍࡁ࡛ࡀࡇࡍ୍ศ୍ࡢ⛊㛫ࡅࡔࠊ࡚ࡁ࡚

㒔ྜ୍ࠊ⛊㛫୍ࡅࡔ࠺࠸࠘ࡓゎ㔘ᡂࡀࡇࡑࠋࡍ࠸ࡋ࡚ࡗ❧ᢳ㇟ⓗࡢ࡞㸦ᩘ㸧ࡣ㐪ࠊ࠺

ලయⓗࡢ࡞㸦≀⌮㸧࡛ୖ࠼⪄㞴ࡢࡑࡅࠋࡍ࡛ࡇ࠸ࡋศࡇࡢ≀࠸࡞ศࠊ࡞ࡃࡓ

᭷ຊ࡚ࡋᑐ≀࠸࡞࠼ぢ┠ࡑࡇࡔᢳ㇟ⓗࠊࡀ᪉࠼⪄࠺࠸Ꮫᩘࡣࠊࡍ࠺ࡇ࠸࡚ワࡁ✺

ࠋࠖࡍ࡛ࡢࡃ࡚ࡗ࡞

ࡇࡍ ග࡛ほࠊ࡞࠺ࡢ㸦ᬯ㯮≀㉁㸧࣮ࢱࢡ࣮ࢲࠕࠊࡀࡓࡋ㉁ၥ࡛ࡢ᪉ࡢேࡣࡇࠊࡤ࠼ࡓࠉ

ᑐ⛠ᛶࠕࠊ࡚ࡋᑐၥ࠺࠸ࠖ࠺ࡋ࡛ࡢ࠸࠸ࡓࡋ࠺ࠊࡣࡍ࠺▱Ꮡᅾࡢࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ

ࠋࡓࡋ࠶ࡀヰ࠾࠺࠸ࠖࡓࡋࡁ࡚࠼⪄㸧࡚ࡋ⿵ೃࡢ≀௦㸦ගࡀᴫᛕࡢᏛᩘ࠺࠸

ࠊࡣᝏ㨱ࡢࢫࣛࣛࠋࡓࡋࡉヰࡢᅉᯝᚊࠊ࡚ࡋ⏝ᘬヰ࠺࠸ᝏ㨱࠘ࡢࢫࣛࣛࠗࡣ⏕ඛࠊࡑࠉ

༑ୡ⣖ࠊᚤศ᪉⛬ᘧ⾜┒ࡀ✲◊ࡢጞࡓ㡭࠺࠸ࢫࣛࣛேࡢ࡚ࡍࡋࠕࠊࡓ࠼⪄ࡀཎᅉ࡞

ࡔࡁ࡛ࡀࡇ▱ᮍ᮶㸦⤖ᯝ㸧ࡢ࡚ࡍࡣ⪅ࡢࡑࠊࡓ࠸ࡀᏑᅾࡢ⬟▱ࡁゎ࡛⌮▐ฟ᮶

ᘏ㛗ࡢࡇ▱ἲ๎ࡢᯝ⤖ཎᅉࡢࡇࠊࡣ୰ࡢ⪅Ꮫ⛉࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ࡇࡢ᪉⮬య࠼⪄ࡢࡑࠊ࠺࠸ࠖ࠺

ሙ❧࠸࡚ࡌಙࠖ᮶࡚ࡗࡀศࡢ࡚ࡍࡢࡑࡣࡘ࠸ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡇ࠸࡞ศࡣࠕࠊୖ⥺

ศࠕࠊ㸧ࡀࡍ࠸ᛮࡔࡢࡓ࠸࡚ࡉヰ࡚ࡋ⌮☜ᐃᛶཎࡢ㸦㔞ᏊຊᏛࠊࡣ⏕ᒣᓮඛࠊ࡛ࡇࡑࠋࡍ࠶ࡀ

ࠋࡓࡋࡉ᪨࡛ヰ࡞࠺ࡢḟࠊ࡚ࡗ❧๓ᥦ࠺࠸ᮏ㉁ⓗࠖࡀࡇ࠺࠸࠸࡞

࣮ࢡࡣ୰ᛶᏊ㝧Ꮚࠊ୰ᛶᏊ㝧ᏊࡣཎᏊ᰾ࠊ㟁ᏊཎᏊ᰾ࡣཎᏊࠊཎᏊࡣศᏊࠊศᏊࡣ㉁≀ࠕࠉ

ࡡᑜඛࡢࡑࠊ͐͐⣲⢏Ꮚ࠺࠸ࢡ࣮ࢡࢧࡓࡣ⣲⢏Ꮚ࠺࠸ࢡ࣮ࢡࠊ⣲⢏Ꮚ࠺࠸ࢡ

࠺࠸࠘ศࠗᮏᙜࠊࡀඛࡓ࠸╔ࡁ⾜࡚ࡋ࠺ࡑࠊ࡚ࡗ⾜࡚

㸽�ࠗ࠺ࡔࡢ࡞ࡇ ᭱ᑠ༢ࡣఱ ࠊࡀດຊࡍ࠺᥈࠘

ᚋࡁ⾜ࡋワぢࠊࡤ࡞ࡍ࠶ࡀࡇ࡞࠺ࡏ

᭱ࠊ࠺࠸࠘ఱࡣᑠ༢᭱ࠗࠊࡣࡢࡑ ᪉࡚࠘❧ࡢ࠸ၥࠗࡢึ

ࠊࡣ୰㌟ࡢཎᏊࡣ࠸࠶ࠊᏱᐂࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗᝏࡋࡀ

࡚ࡋጼ࡞Ỵᐃㄽⓗ࠺࠸࠘࡞࠺ࡇࠊࡤࡍ࠺ࡇࠗࡑࡑ

ࡍฟⓎ࠘࠸࡞ศࠗ࡞࠺ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸

࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡚ࡉ㞃ࡀⱆࡢぢ᪉࠸ࡋ᪂ࡋࠊࡣࡇ

ࠋࠖ

㔜ࡢࠖࡇ࡚❧࠸ၥ࠸Ⰻࠕࠊࡣ⏕ᒣᓮඛࠊ࠺ࡢ௨ୖࠉ

せࡉ༳㇟῝ࡃ㏙ࠕࠊࡀ࡞ᮏᙜࡗࠊࡣࡇ࠺࠸▱

ࡢࡓࡗࡉࡔࡃࡋヰ࠾ࡌࠊࡇ࠺࠸ࠖࡔࡢ࡞ࡇ࠸῝

ࠋࡍ࠸ᛮࡔ

ࠋࡓࡋ࠸࡚ࡗ௮࠺ࡇࠊࡣ㝿ࡓࡗᚋ࡛ఛࡢࠊࡓࠉ

ࡋᕠࠎ୰࡛ᇽࡢࡑࠊ࡚ࡋࡓࡁ࡚ࡗᣢᐇ㦂タഛィ ᶵ࠸Ⰻ࡞࡛࠶ࠊ࠸ᝏࡀ᪉࡚❧ࡢ࠸ၥࠕࠉ

ࡀ⾡ᢏ࡚ࡂࡍ᪩ࡀࡑࠊ࡚ࡋࡓࡗⰋࡀ᪉࡚❧ࡢ࠸ၥࠊࡋࡋࠋࡍ࠸ࡋ࡚ࡗ࡞ࡇ࠸࡞ࡀࡁࠊ࡚

㏣࠸ࠊ࠸࡞࠸࡚࠸⤖ᒁࡢࡑࡣၥࡓࡀ࠸ᇙࡋࠋࡍ࡞ࡇ࠺ࡋ࡚༑ୡ⣖ࡢኳᡯゝࡓ

௦ࡢࡑࠋ࠺ࠊࡓࡁ࡛ࡀ࡞࠺ࡌྠ࡚ࡋࡓᯝࠊࡤࡍࡓ࠸࡚ࡁ⏕༑ୡ⣖ࡀࣥࢱࣗࢩࣥ

ࠋࠖࡍ࡛ࡢ࡞㔜せࡇ࠸࡚ࡗᥞࡀ࡚❧㐨ලࡢ

ࠋࡓࡋᛮ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠼ኚ྾ຊࡢࡇࡪᏛᰯ࡛Ꮫࠊࡀࡇࡘ❧┬࡞୧⩏ⓗ࡞࠺ࡢࡑࠉ

ᛮ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔࠖࡅ࠸ၥࠕ࡞࠺ࡢ௨ୗࠊࡣෆᐜࡢ๓ᚋࡢࠊࡍ࡚ࡗ㏉࠺ࡢ௨ୖࠉ

ؐࠋࡍ࠸ ࠸࡚ࡆ㐙ࡋᡂࡀ࡞࠸㐼ᅔ㞴࡞࠺ࡢࠊࡉ࡞ཎືຊ࡛࡞࠺ࡢࠊࡣࡇ࠺࠸▱ؐࠕ

⾜࡛⮫ែᗘ࡛࡞࠺ࡢ࡚ࡗྥࡑࠊࡤࡍࡔࡢ࡞ࡢࡃ⥆ᚋࡀᅔ㞴ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡢ࡞ࡇࡃ

ࠊࡕࡓ⏕ᑠ࣭୰Ꮫࠊࡣ⏕ᒣᓮඛࠊ࡚ࡗࠖࡂࠕࡍᑐࡇࠖ▱ࠕ࡞࠺ࡢࡑࠋࠖࡢ࠸ࡤࡅ

ࠋࡓࡋ࠼ぬ⩏ព࠸῝య⮬ࡇࡢࡑࠋࡓࡋࡌឤࡔࡢࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋ࠺ࡑບࡕࡓேࡢᚋ㐍ࡕࡓ⚾

ࠋࡓࡋ༳㇟ⓗ࡛ࡀゝⴥࡢḟࡓࡗ௮ࡀ⏕ᒣᓮඛࠊࡣ࡚ࡋ㌟⮬⚾ࠊᚋ᭱ࠉ

ࡍࡑࠊࡋࡋࠋࡍ࠶ࡉࡃࡓࡀࡇ࠺ᛮࡓࡗࡤࡅ࠾࡚ࡋ࠺ࡇࡢ࠶ࠊࡋㄡࠊ㏉ࠕࠉ

ᒁ⤖ࠊࡣࡢ࡞࠺ࠊࡢ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ࠸࠸࡚ࡗ࡞ࡀࡑࠊ࡚ࡗ࠸ࡓࡋ࠺ࡑ࡚ࡗᡠࡢ࠶࡚
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『将棋道場』 座主　百木 漠
月例イベント ັ

௲

　本日の山崎先生の「割り切れるか？」についての追加考察です。
7で割れるか：
　１）1,000,000 ごとに区切って数字を足しあわせていく。
　　注：ただし、和が 7桁を越えた場合には、１）の作業を繰り返す。
　２）1001が 7で割れることから、「下 3桁」から「上 3桁」を引く。 
　３）このMAX3桁の数が 7で割れるなら割り切れる。
4で割れるか：
　　下 2桁で判定するのですが、下 2桁をまず 20で割って（要は 10の　   
　位を偶奇により 0か 1にする）、その余りで判定します。
8で割れるか：
　　下 3桁で判定するのですが、下 3桁をまず 200で割って（要は 100　
　の位を偶奇により 0か 1にする）、さらに 40で割って（10の位を 0か
　ら 3にする）その余りで判定します。　　　　　　　　　　（H.Y. さん）
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山の学校代表　山下 太郎

冬

　〈● 巻頭文続き〉ヨーロッパの知的伝統の中に息づい
てきた事実は驚嘆に値します。と同時に、彼我の相違
を思わずにいられません。すなわち、権威への盲従を
当然視する風潮と、権威の言説を徹底的に批判する姿
勢は 180 度異なるでしょう。だからこそ、私たちはあ
えて異なる価値観（洋魂）を正しく知る必要があるの
です。相手を礼賛し己を卑下するという明治風のやり
方でなく、己を照らす確かな鏡を持つために、です。
やるなら根っこから。やるならラテン語から。これを
明治以降日本は怠ったのではないでしょうか。ラテン
語はヨーロッパ社会における漢文です。
　前置きが長くなりましたが、私が山の学校設立当初
からラテン語を看板に掲げた理由は、まさに今述べた
個人的信念によるものです。私は日頃は幼稚園長とし
て、社会の宝というべき子どもたちと接する機会をも
ちます。その将来を思うとき、学校教育、大学教育に
無関心ではいられません。今まで、「山の学校のラテン
語って何なのだ？ 園長の趣味か何かか？」と受け取ら
れてきたかもしれませんが、上で述べたように、（日本
における）ラテン語とは子どもたちの未来を明々と照
らす「教養教育」の鍵となるものであり、「洋魂」を正

しく理解するための手段というべきものなのです。そ
の学習環境を整えることは、ひいてはわが国の教育と
学問の自由を守る道に寄与すると信じますし、同時に
それが世界の未来を照らすものであることを願います。
西洋古典学とは畢竟人間の学（フーマニタース）であり、
それは常に「普遍」を目指すものだと理解できるから
です。
　本来は、大学教育の一環としてラテン語を学ぶ環境
が用意され、講読クラスも含めての充実が期待される
ところですが、日本にはラテン語を学べる大学が数え
るほどしかありません。とすれば、後は山の学校のよ
うな私塾でやるしかないわけです。あるいは個人で独
学する人が一人でも増えることに希望をつなぐのみ。
こうしてラテン語を学ぶ人が一人また二人と増えるほ
ど、あちらに一つ、こちらに一つと闇夜に蛍の灯りが
広がるイメージを私は抱きます。
　山の学校は開校 12 周年を迎えます。もう 12 年、ま
だ 12 年。私に関していえば、これからも幼児教育に軸
足を置きながら、草の根の教養教育、とりわけラテン
語教育の普及に力を入れていくつもりです。

2014
-2015

ラテン語のすすめ
　「ラテン語は日本人にとって親しみの持てる言語です。発音がローマ字読みで簡単だとか、ビデオ（video）やオー
ディオ（audio）といったラテン語のつづりは日本人になじみがある、という取っつきのよさだけでそういうの
ではありません。欧州の伝統的ラテン語教育のスタイルは、文法を学び、構文を分析し、辞書を引きながら丹念
に原典を読み解くというもので、この一連の作業は、（好悪は別として）日本における英語の文法訳読方式を思
わせるでしょう。
　実際、日本の英語教育は欧州のラテン語教育を手本としてきたかのように見受けられます。生きた英語をラテ
ン語のように学ぶのはけしからん、という意見も耳にしますが、他方で日本人が英語学習を通じ、無意識のうち
にラテン語の基本的学習態度を尊重してきた、という歴史的事実にはもっと注目してよいと思います。ラテン語
は欧米社会における漢文です。ラテン語を学ぶメリットをいまさら論評するのは野暮というものでしょう。我が
国にも漢文訓読教育の長きにわたる立派な伝統があるわけですから、東洋の古典と同じく西洋の古典に対しても
相応の関心を抱いてしかるべきです。

　前置きが長くなりましたが、私から申し上げたいことはただ一つ。みなさんにとってラテ
ン語を学ぶ下地は十分できているということです。英語学習で培ったノウハウをぜひラテン
語学習に生かして下さい。じっくり学べば、ラテン語はきっと「わかる！」、「面白い！」言
語だと納得していただけること請け合いです。」
　これは『しっかり学ぶ初級ラテン語』（ベレ出版、2013 年）の「はじめに」に書いた一文です。
この教科書は練習問題に解説と解答をつけ、独習者の便宜をはかっています。今年の 4 月に
は同じ出版社からラテン語のトレーニングブックも出ますので、あわせてご活用下さい。山
の学校の出張講座として、この教科書を用いた講習会を東京で定期的に開催しています（京
都ではキケローの講読を毎月行っています）。関心のある方はお問い合わせ下さい。（山下太郎）


