
第 2 回 日 本 言吾 教 育 連 絡 会 議 事艮 告

Ⅰ 開催 Ej 1989年 6月18･19･20日

Ⅱ 開催地 ポー ラン ド クラコフ

Ⅲ 会場 土屋講師宅 AL_Kasztanova47/B KRAK'0甘

Ⅳ 参加者 ポー ラン ド国内

土屋千尋 クラコフ ヤ ギ ェウ才大学

岩田美保 クラコフ ヤギ ェウォ大学留学生､

ヤ ギ ェウ才大学 日本語学科講 師

オルガ ｡ロ レンツカ クラコフ ヤギ ェウォ大学

エ ヴ ァ ｡キェウビンスカ クラコフ ヤギ ェウォ大学

アンジェィ ｡コヴ ァルナス クラコフ ヤギ ェウォ大学 ､国際書籍 クラブ

吉田勝一

ジ ョンデクなぎさ

深井千枝

国分和彦

太田明子

石川一郎

ウッジ ポ E]協会

ポズナニ ミツキ ェ･-ヴ ィチ大学

ポズナニ ミツキ ェ- ヴ ィチ大学

外務省研修生

クラコフ ヤ ギ ェウォ大学留学生

クラコフ ヤ ギ ェウォ大学留学生

ポー ラン ド国外

佐 々田誠之助 ルーマニ ア ブカ レス ト大学

堀誉子美 ブルガ リア ソフ ィア大学

アン ドレイ ｡ベケ シュ スロヴェニ ア東方学会､ リュプ リャー ナ大学

三原龍志 エ ジプ ト カイ ロ大学

レジ ュメ参加

飯田恵己子 フ ィンラン ド ヘル シンキ大学

小野雅之 モ ンゴル国立大学

講演

ミコワイ ･メ ラノヴ ィチ ワルシャワ大学

講義

岡崎恒夫 ワルシャワ大学
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V 議事

6円18日 開会の辞

主催地 代表 の辞

各機 関報菖

堀華子美

土屋千尋

REi-qFj 三普遍

｢ポー-ラ ン ドにおける臣]赤文字 一国際化 に際 して -

こ-Irlノ ( J L,=, ∫ rLl , 二L~ヽ J / 司 ノ､ / / / 1 ′

テーマ別研究発表

｢カイ ロ大学 における聴解訓練gj試み｣ ~~:_原龍志

トスロヴェエ ア 申初級 Ej本語 における誤 弼 一-述語 を執 心として~｣

アン ドレ 1 八､ケ シコi

｢ブカ レス ト 仏日底語副専攻の撃墜の ためQjE∃泰地理 テ キス を-推蟻｣

紅 q拝呈義之助

rブルガ リア e軒を∃本譜初歩i蔓副読本 と享ヨ太事情 テネ ス ト作成｣

堀警子葉

｢日本 語初 歩語意索 引 プ]iノガ ijア語板 ､ポー ラ 1,!ド語板作成｣

土屋耳尋

全体 デ ィスカ ッション

｢非漢字画の漢字教育 について 】

開会の辞 監 々提議三助

6月2日日 ワル シャワ大学凝察

特別講義 ｢ワ鬼シャgプ太字 百藩学科 カ リキ ュラム｣ 岡崎恒夫

-駐 ポー ラン ド秋保光孝 日本犬健主催 懇親 会 於大使公邸 -
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Ⅵ 謹清内:容

｢ポーラン ドにおける日本文学 -国際化に際して｣ ミコワイ 4メラノヴィチ

は じめか ら終わ りまで とい う形ではなく､最後に出た本 とか事件か ら始めてみたい と思

ってお ります｡87年には､遠藤周作の ｢侍｣が 3万部出て､すべて売 り切れ､評論家 に高

く評価されました｡ポーラン ドでは安部公房や谷崎潤一郎の書 いたものが日本文学 だ とい

う日本文学評が定着 しているわけです｡ですから大衆小説が出せないくらいですO ｢侍｣

の場合は純文学で もない､大衆文学でもない､ス ト- リ-がお もしろいのでよく読 まれ た

わけですO評論家 にはヨーロッパと日本 との文化衝突､日本人がヨーロッパ文化 を理解す

ることの難 しさ､そ ういう問題が興味深かったようです｡

日本人はキ リス ト教を理解 しようと努めたが､結局理解できず､日本的なキ リス ト教 に

変容させた､とい う遠藤のE]本文化論はよく知 られています｡ポーラン ドの読者 は､ E3本

文化にエキゾチズムをもちろん求めていますが､ ｢侍 ‡にはそれ もないわけじゃないです

ね｡日本的な日本文化論を論 じたところもあ ります し､前には ｢沈黙｣も評判がよかった

んですね｡ 日本学科の卒業生の翻訳なんですが､その ｢沈黙｣ も評判がよく､遠藤 はキ リ

ス ト関係の出版を扱 うパ ックスという出版社の文学賞 も受賞 したわけです｡

ポーラン ドには､御承知の通 りキ リス ト教信者が 7､ 8割 いるようですねOだか らその

点ではヨーロッパ-で しょう｡一番深 くキ リス ト教 とキ リス ト文化 を理解 している ともい

えますO西 ヨーロッパの思想や文学は､どの系統も流れ も割合に早 くはいっているわけで

す｡だか ら､読者は深い教養 を持っていますから､日本的な日本文学､難 しい小説 で もよ

く評価されて読まれることになったわけですOポ-ラン ドで､西 ヨ-ロッパの文学 ､米英

文学の他にラテンアメ リカの文学が大評判になったのは､20年 ぐらい前になるわけですが

｢100年の孤独｣ も日本 よりずっと早 く出ているわけですね｡

遠藤文学が紹介されたのはキ リス ト教に関係あるか らとは言えないですね｡出版社 は宗

教 と関係のある哲学や文学 を取 り扱っているところですか ら､遠藤は宗教 と関係の ある作

家で､それをとりあげて出版 したということは､宗教 はある程度働 いたわけです｡ しか し

読者には宗教が出ているから読まれているというわけではないんです｡文学 として高 く評

価 されているし､文学 として優れた価値のある作品 しか出せない時代が 日本の場合 あ りま

したし､遠藤の場合でも､読者はキ リス ト教的なものをさが しているのではなく､ 日本的

なものを､普遍的なものをさが しているようですね｡そ して､去年 とお ととしに翻訳 した

｢侍｣と川端の ｢千羽鶴｣｢眠れる美女｣が同じ年に出たわけですね｡｢侍｣は後 に翻訳

しましたが､この出版社は早 く仕事 したので｡

川端 と関連 して この話をしたいと思っています｡ポーラン ドにはだいぶん昔の ことです

が､ ｢伊豆の踊 り子｣や ｢眠れる美女｣は雑誌に出たことがあ りまして､コタンスキ先生

が ｢雪国｣を翻訳 したのは60年代ですね｡わたしは長い間川端の文章や文学を勉強 して き

ましたが､短いもの以外はなかなか翻訳 しませんで した｡評判はいいが､その内容 がいい

か どうか､わたしも最初あま り好 きではなかったような気が します｡その間､わ た しの学

生で､川端康成論や若い時の作品についての川端論を書 いた学生 も､翻訳 した学生 もいま

したo結局わたしは ｢千羽鶴｣を翻訳することになって､ ｢眠れる美女｣を同じ本 に入れ

ることになったのは80年代ですね｡割合に遅いんです｡その前に したことについて は後 に
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i,三圭!卓二す～PLlヽノ亡⊃■..･ノ O

川端･QJl小説がよいかよくないかずっ と迷ってお りまして､帝訳 してみないと文章を深 (.

理解することがで きない場合 もあ りますOだから､ ｢千羽鶴｣を翻訳することになってか

らずいぶん時間がかか りましたO何回も何回もや り直 した りしたわけです O 時々ロシア語

の鱒訳があ りましたし､全訳ではないですが英語の翻訳 もあ りましたが､難 しいところを

比較 してみてみたら､だいたい削っていますね｡特 に uシア語の#_訳辻まったく違 う作品

になっているんですOイギ リスやアメ リカにもいい翻訳があ りますけど､フランスの場合

追.,よく削った り省略 したりする傾向が強いですぬ Cその間蕪娃谷崎 と関連しています｡

谷崎をいつ翻訳 しだ したか､どういうきっかけで したか､それはフランスの翻訳のや り

方 と関係 しています｡ある出版社､この本を出した出版社ですが､直訳すれば r琵立法板

研究所｣で､-淀の出版社ですが､いつで したかLT7O年代の娃じめだったと記憶 して!,J＼ま

すOこの出版社か ら電話がかかってきて､谷崎辻優れた作家 だと聞いてますをづど､翻訳 し

てもらった短編を読んでもどうして頚っ谷崎は優れた作家であるとは信 じられない､とても

子供 っぽい､よくないと喜い､わたしはびっくりして..ちょうどその とき谷崎を研究 する

ことになっていて前か ら谷崎をだいぶ読んでいまして､作家論の後で博士号をとL?,-てから

小説を研究す ること右こな りまして､谷崎をずっと勉強 してまして､ち ょうどそのときにこ

の変な電話がかか って きたんです(,

琴抄 ｣の話で したがt_フランスから誰か出 して契約 も結 ばれ たというものでしたが､読ん

でみてぴっ く{)しました｡わたしの翻訳 L,たところがない､そこにをま全然ないんですOな

い部分 というoT:'辻､は じめの文化論の部分なfl'_,です告非常に読者に隼 しいと思われる部費

です｡ 日本的な和歌の零細気 とか人間関係､それ全部 フランス語の覇訳にはなかったんで

すQ全部削ってあったんですOだから子供向けのようなやさ しいス ト- lj-になっている

んですぬ Oでも ｢葦刈｣の場合､文化論的なところがなければ､その後の人物や事件の意

味が変わってきますo文化論の光を人物に当てない と､浅いものになって しまうわけです

ねO谷崎の場合 よくそれがあ りますO

出版社が この二編翻訳 して くれますか と､じゃあや りましょうとな り､ ｢葦刈j と ｢春

琴抄｣が一冊にな りましたO もともとフランス語の題で出たわけです｡ポーランド語のよ

うにやさ しい題 も谷崎の小説の題ではないんですO出版するとなるとわたしもだいぶ心配

しまして､7i年で したOここにいらっしゃる方が生 まれたぽか りのころだったかもしれま

せん｡71年 にポー ラン ド読者 は削 られていないまじめに訳されたものをどう受け取るか､

わたしもだいぶ心配 しましたOでも､わか りにくい日本的なス トー リーなのに絶賛された

のは､微妙な人間関係や 自然 と日本文化の描写が読者を感動 させたか らかもしれません｡

また､その特殊な味のある文章もその理由だったと思 います｡ラジオやテレビでとり上げ

られて話題になったんですO何回かわたし出なければならな くなったんです｡小さな本で

すけど､できごととしては､谷崎はその場で日本の一番優れ た作家の一人であるというこ

とになったわけですね｡ もし､その とき､削られたものが出ていたら､その後､もう谷崎

の ものは出なかったん じゃないか と思 うんです｡翻訳 とい うのは重大 なものである､まず

い翻訳を出すより､出さない方がいいか もしれません｡その頃学位を取 るための論文を書

いていましたか ら､谷崎文学 と日本の伝統ですね､博士号の次の､ポーラン ドでは2つあ
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りますが､教授資格みたいな､ハ ビリクツイアとい うんですが､同じ時期に ｢蓉食 う虫｣

を､論文のために重大な小説であ りまして､それを翻訳 して､それに ｢痩癒老人 日記｣ も

一緒に して一冊になって出ました｡その後だいぶ評判になって､谷崎の位置付けがポー ラ

ン ドでは決 まったと思います0

70年代に､わた しは一年に一冊 ぐらい翻訳を出した りしていました｡その頃､大学の仕

事 も通訳の仕事 もしていましたから､頭の中が混乱 してちゃん とした文が書けな くな りま

した. 日本文学 というと谷崎 と安部公房 と､ポーラン ドの評論家 はそのように思 っていま

す｡その レベル以下の ものを出そ うと思 うのは非常に難 しい､出 して もたたかれるんです

ね｡映画関係でもそ うです｡ 日本の映画は黒沢 と大島 ぐらい じゃない と評論家を説得で き

ない､日本には人気の高いよい映画がたくさんありますが､それをただで見せて も評論家

はただだか ら悪いもの､それを見せても意味があるかどうか と疑 うんです｡

谷崎の ｢痘痕老人 日記｣｢蓉食 う虫｣のことをイワシケ ピッチが､ポーラン ドの谷崎 と

似たような小説家が評論を書 いたんです｡72年だったんですが､ ｢ワルシャワ生活｣ とい

う新聞で ｢略図や輪郭 を記すような､動 きのある技巧で書かれていて､読者が自分 自身で

輪郭の中身を入れなければならないという書き方だ｣ と書いています0｢日本の小説は､

日本画､特に墨絵 に見 られるような暗示にとんだ点線で現実 を表現する特性が内在 してい

る｡ ｣ と指摘 しています｡イワシケ ピッチは広 く世界文学 を読んでいましたし､特 に 日本

の絵画はよく世界を回った し､西 ヨーロッパでよく見ていました｡彼 は評論家でもあって

-番優れた作品について評論 を書いていたわけですO｢鹿療老人 日記｣は老人について書

いたものの中で山番いいん じゃないか といっていました｡非常に高 く評価されています｡

ち ょうど日本へ行 って帰 った時で､スキャンダルのような話を聞いたんですね｡ある評論

家は ｢療癒老人 日記｣はポルノグラフィーだと言っていましたが､それに同感な人がいた

か どうかは知 りません｡

ここまで､遠藤､川端､谷崎について話 してきましたが､安部公房 までいこうと思 って

います｡翻訳された文学の中で､原爆文学がどう評価 されているか ということにつ いてお

話 します｡原爆文学 というと井伏鱒二ですね｡ポーラン ドでは井伏鱒二だけに して もいい

のではないかと思います｡ポーラン ドでは､71年に一番大 きな作品 として出ましたO谷崎

の前にですね｡これは,それ までのように日本的､日本の ものだか ら高 く評価されたわけ

じゃないんです｡｢黒い雨｣は記録小説 として高く評価 されています｡でも､あまり話題

にならなかった｡ どうしてか といいます と､なかなか複雑ですが､ポーラン ドにはアウシ

ュビッツやその中でも非常に強烈な印象を与えるもの もあ ります｡強い感動を受けるとと

もに深 く考えさせ られるところが多いんですね｡アウシュビッツに関 しても､ワル シャワ

蜂起に関 して書かれたものも記録だけではないんです｡道徳的哲学的なところがいろいろ

あ ります｡そのポーラン ドの戦争文学､収容所文学では､ヨーロッパの優れた文明は もう

これで終わ りかという疑問､特にアウシュビッツに関 して書いた小説家がいまして､未来

の文明を信用できるか と､裏 に複雑なものが入っています､記録以外に｡

井伏の場合にはどうなっているか といいますと､部分の描写は非常 に優れています｡広

島の悲劇が火山の爆発や地震 と似たような態度で描かれているように思います｡似 たよう

なものが長 く長 く続いていますから､深 く考えさせ られるところが少 ないん じゃないか と

思いますO もちろん [夏の花｣も短編集の中で出ましたけれ ども､それ もあまり評価 され
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ていない｡

その他強調されて話題にされたものは､もちろんいろいろな作家の ものがあ りましたO

その中で､大山.健三郎0)ものがあ りましたo わたしが翻訳 したものは ｢万廷元年のフット

ボール｣ですけれ ども､ これは79年ですぬ Oその前に英語か らの重訳があ ります｡LIIれは

｢個人的な体験｣です｡両方 とも､評論家によって非常に高 く評価されたものですけれど

i-3､ ｢万廷元年の フットボ ji'｣は､轟承知の通 り普通の読み物ではないんですねCワル

シャワでもアメ リカのカ ンサス大学でも経験 したことは､若 い女子学生がいて､義務だっ

たのにそれを最後 まで読んでいない iOペー ブヾタか語 Aノでいねい デJW ,で発さ少簡<-5,

後になって気持ちが悪 くなったというんですぬO特に繊細な道徳的に高い女の子だったか

どうかは別 として､とにか く強烈 な印象を与えるんですぬ､まじめに読んでいくと｡

一部の評論家はE3本文学 をこついてそ ういう人達ぽか り評論 を書いていますぬOみな､わ

たしの知 らない人達ですさりj廷元年の プぅきトポー-1と′▲…をたたくものばか りで したU大江

健三郎は､愛される作家ではないが､ポ-ラン ドの若い小説家に非常に深い影響 を与えた

か もしgiません｡大江健三郎 と ｢額.丸的な紘駿 ｣が芝居にな -,r劇場 でもとり上iTTず られた

わけですぬO大江健三郎の酸に､安部公房が視たような傾向ですけど､尊)ちろんそtSj違 う

ところもだな､ぶあ りますが､谷崎,♭川端とは異なっ モ∴ とい う意味で9大江健三都接着い

が､安部公房邑まどろちか とい.うと巾年､大江摩二郎 よりすっと若い有名な小説家がたくさ

んお りますが｡

ポー-ラン ドにはいろいろな協会があ ります｡そのあるところでは､今 どういうLv/Lとが話

題萎こなっているか､また-山番興味深いも{jjであるか､ とい うことにつt/＼て話し合っていま

す¢今年妄ま北朝鮮 や韓国 D日本を合わせて話 し合 ってbq,＼ます,JLぎ~堅界の文学 j とi_!＼うわた

しの関係 している月刊誌があ !hjますが､そこでアジア文字を担当していますOその月刊誌

でも戯 たような評論､時評､紹弁 もあ りますOちょうど安部公房についてのわたしの評論

とか ｢密会｣の部分蘇訳 とか､坂上弘のちょっとしたもtLnjもあ りますし､ r夕鶴｣もあり

ますO最初に串 しましたように､日本文学で有名 とい うの畳ま､谷崎､川端､大江健三郎､

それに安部公房､ もちろん開高健のものも出ましたけれ どQやさまり､安部公房は一一番有名

ですOポーラン ドでは､ 5月､文学者や評論家がポーラン ドを回って講演会を行っていま

す｡そこで､読者 と会 った り､話 し合ったりします｡前には､わたしも回ったことがあ り

ます｡その ときに､いつ もその地方の-番大きな図書館を訪れ､展示 してあるわたしの葡

訳 した本を見ます｡読 まれた本の中では､安部公房の ｢砂の 女｣が-番ぼろぼろになって

います｡一番読 まれているということですねO｢砂の女｣は 3回出まして､最初は68年に

出て､ 3匝旧 さj:75年､合わせて11万部出て､す ぐ売 り切れ ま したoE3本のものはだいたい

売 り切れるんです｡安部公房 は一番読 まれているんですね｡誰が読んで くれているかとい

うと､だいたい大学生 ぐらいの年代の若者､そ してインテ リです｡

わたしがちょうど最初留学 した時に､映画を見て､その小説を読む ことにして読んで帰

った､そして帰 ったら､わた しの関係 している出版社､デ ビュー作の芥川の ｢河童｣を出

して くれたところへいった時､何かよいものはあ りませんか と聞かれ､ ｢砂の器｣があり

ますと｡ しばらくたって､いろいろな評論家から出版社が意見を集めて､決定 したんです

ね･68年で したか ら｡日本か ら帰 って､ポーラン ドに映画が入って､ しか し､映画 と小説

の関係があるか とい うと､よい映画を見てすぐ本を読 まれるということもありますが､そ
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うでないこともあ ります｡ この場合は うまくマ ッチ していた ようです｡ どうしてポー ラン

ドで ｢砂の女｣のような小説が評判がよかったかとい うのは､長 い話 にな りますが ､部分

的にとりあげて見せてあげたいと思 っています.

ち ょうど ｢侍｣｢千羽鶴 ｣ と逆戻 りしましたが､その前に出 たのは ｢聖産業週 間｣ とい

う題名で､86年 ですねOこれは ｢日本戦後短編小説集｣ですね｡題名 は短編か らと りま し

た｡だいたい今 までにお話 したものだけですね｡その小説 は異議な しに優れて､ たいへん

高 く評価 されたわけです｡だか ら､今 まで大衆小説の翻訳 を しなかったんです｡今年 出 る

ことになっているのは､小松左京の ｢日本沈没｣です｡翻訳す るよ うになったい きさつ に

は､ち ょっとス トー リーがあ ります｡ある翻訳者が､その小説家 と文通 して翻訳 す る権利

を得て､そ してポズナニ出版社のために翻訳することになったんだそ うです｡その翻訳者

は､ロシア語か ら訳すつ もりだったそ うですOでも残念 なが らガ ンで亡 くな りま して､い

ろいろな言葉か ら訳 して きたAで_ポーラン ド語の文章が うまく､モ ンゴル語､カ ンナダ

語 もで きたそ うですO亡 くなってか らどうするか､出版社 はわ た しの ところへ来 て､何 と

か助けて くれ とい うんですね｡その未亡人 も頼んで きたんですね｡翻訳すれば もちろん翻

訳料 をいただけるんですが､▲それよ りずっと多 く未亡人が頂 くわけですね､小説家 よ りQ

だから､誰か翻訳 しない と出版社 も未亡人 も困るんですねOその とき､わたし弱 か ったか

ら､引 き受 けました｡今年出るはずです｡一応全訳 ですO最後の部分はどうして も紙 の事

情があって非常に難 しいです｡だか ら､出版社 も 600ペー ジを越 えたので､それ以上 は出

せないと､それで最後の くり返 しを削ったんです｡ この小説案外お もしろいですね｡そ し

て､太平洋の海底の世界を うまく描いている｡それ に巻 き込 まれてず っと太平洋 に潜 った

ような気持 ちで翻訳 してましたので､楽 しかったです｡ち ょうど2年 前､カンサ ス大学 か

らの帰 りにホノルルに行 って､ハワイの小 さな島々の雰 囲気 を感 じて きたわけですか ら､

なおさら翻訳のエネルギーがあったわけです｡ これ は SF小説 ､大衆小説ですが ､ これが

ポーラン ドで どう評価 され るかまだ何 ともいえません｡
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