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はじめに 音簿.表現.心理

r文学理論家バフチンは言ったo言葉を取り去ると,人間の心理は極限までに締小するo

さらに身振りなどによる表現を-切,取り去ったとき.心理は完全に殺されてしまう,とJ

詩のワ-クショップの準備をしていたときの.こと,発達心理学者ヴェスナ.オグニェノヴィッ

チがそう語った.バフチンのこの音葉は,現代の言語教育にかかわる私たちにとって,ひと

つの警告ではないだろうかo ここでは詩のワ-クショップが,青簿教育にもたらす豊かな可
能性について述べてみたい.

詩のワ-クシヨップとは何か

言語は社会のなかで習得されるo それならば外国語を習得する場である教童は-言葉と思

考を分かちあえるような共同体であるべきはずだ.しかし現実には,そうした人間関係を築

くことは容易ではないo

その理由のひとつ臥 初級,中級の日本帯の教科書にとりあげられるテキストの性格にあ

ると思われるo テキストの大半は,言語の指示機能の強いもので,内容は生活場面分析など

による実用的なもの,または説明文などが多いo この段階では,文学テキストはほとんど用

いられないし,詩のテキストは皆無であるといっていいい.

実用的な内容のテキストは,その意味が明確で分かりやすい印象を与える.記号とそれが

指示するものに.安定した関係があるからである.しかし,こうした実用的なテキストは,

心理的,感情的な価値をほとんど含まないo そうしたテキストを教室活動に用いる場合,発

話や会話は明確な論理の流れに沿って行われるかもしれないが.人の内的な世界に触れるよ

うな深い思考,芸術的な感動やインスピレ-ションはほとんど感じられないだろう.会話の

練習も,心理的な動機付けを欠いたものとならざるをえないo

-見,矛盾するようだが,こうした美的機能,詩的機能がほとんど感じられない非文学テ

キストは,現実の生活,実際の言菓のやりとりから,かえって私達を遠ざけている.なぜな

ら,現実生活における人間の言菓は,感情によって色づけられているからだo 詩的な表現と

はかけ離れていると思っている私たちの日常生活の会話にも,必ずといっていいほど.指示

機能のほかに,暗示機能の強い文学テキストの要素が含まれている.くPetkovii2006ニ6J

たとえば日本語では,春に降る冷たい雨を r花冷えJというが,象徴言語が用いられた詩

的な表現である.またセルビア誇では, r涙のように締麓なJという表現があるが,ここに

も文学的な要素をみることができるo また実用的な内容,たとえばr傘がないJという文章

でも,発話の状況によっては,深い感情に裏づけされ詩的な響きをもつことになるし, r君

の傘に入りたいJなど,何か別の意味を暗示することにもなる.私たちは,日常生活でも,

暗愉や直愉など言語の詩的機能を用いた表現を使ってVlるのであり.逆にそうした詩的言語

が全く含まれない日常言語のテキストは,.むしろ不自然なテキストであるといえるだろうo

教室に自然な会話をとりもどすためには,文学テキストを時折,導入することが有効であ

るo 文学テキストには,大きく分けて韻文と散文があるが,詩は,散文以上に,指示機能よ

りも暗示機能が強く,また音楽的な機能が発達した複雑な舌静システムから成り立っていて,

r言語のもつあらゆる可能性をもつJくPetkovi62006二6Iテキストで,ゆえに教室括動に無限の

可能性をもたらすo
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それでは.詩的言語の基本的な働きはとは何だろうかo それは言菓では表せぬ世界を言菓

によって示すという矛盾をはらんだ働きだとl私は考えるo 私たちをとりまく世界は,言菓

の表現では言い尽くせぬものを含んでいる.そもそも世界,そして人間の存在自体は,人間

の言菓を超えたところにあって,音葉が触れることのできるのは,世界という存在の-部に

すぎない.その自覚,限界から詩の言語は出発する.だからこそ指示機能よりも暗示機能が

強い音語なのではないだろうかo

詩的言語が.しばしば非論理的な表現を用いるのは,まさに私達自身の存在,世界そのも

のが論理を超越したところに,多くの真実を孝んでいるからにほかならないo 文学テキスト

の基本的な働きが,私たちをとりまく世界を表現することだとすると,散文的な表現は,世

界の縮図を示そうとするo それに対して詩的表現は,言語の暗示機能を活性化することで,

言菓を超えた世界に私たちを誘v-,その世界の扉を指し示そうとするo論理を超えた世界に

私たちを導こうとするo ゆえに詩のテキストには,論理的な思考よりも,直感的,本能的,

感覚的な表現がとりこまれるo 実はこうした直感的な表現こそ,日本語の教科書にはあまり

見られないが,私たちの日常生活には,頻繁に用いられる表現であるo

それでは教室に詩を招くためには,どうしたらいいのだろうかo単に学生に詩を読ませて,

従来行われてきたやり方で鑑賞させるだけで,詩を教室活動十分に取り入れたといえるだろ

うかo もし教師が r詩人は何を音おうとしたのかJと学生たちに質間すれば, r詩がよくわ

かるJいわゆる優秀な学生だけが答えるだろう.潮流,時代一詩人について調べるという課

潜を出せば.詩作晶を,心から体験することがかえって難しくなってしまうかもしれない.

詩を暗唱するように課居を由せば,多くの学生が苦痛を感じるし,詩の喜びは生まれないだ
ろう.こうした古典的な方法は.かえって詩を私たちから逮ざけてしまうだろう.こうした

仕方で,辞と人が出会うことはできない.

ここでは外国簿の授業への韻文導入に新しい可能性を示すr詩のワ-クシヨップJのモデ

ルを操案してみたいo この基本的なワ-クシヨップの構造は,ヴィゴツキ-の心理学を応用

したべオグラ-ドの心理学者のグル-プ, zdravodasteくズドラヴオ.ダ.ステIによる心理

ワ-クシヨップの基本精神に依拠したものであり.その応用であるo

第-回の詩のワ-クシヨツプは, 1994年9月,ズラテイボル山のゴリエ難民収容センタ-

で,発達心理学者ヴェスナ.オグニエノヴィッチ氏の発案により,谷川俊太郎の詩を用いて行

なわれた.そのときには,今の形にまで変形,変遷,発展していくことは誰も予期していな

かった.大人からこどもまで,難民となった人たちが約百名が参加し,それぞれが思い思い

にどのように辞を体験したかを簿り合い表現したo垂者が届けた谷川俊太郎の詩のセルビア

簿への翻訳に霊感をうけたオグニェノヴィッチ氏が.このワ-クショップの原型を構想,筆
者もその輪に加わることになったo これが私たちの共同作業の出発であったo 日ごろ詩など

とはおよそ縁のない人たちの心にも,文字が読めない高齢の人にさえも,詩はたしかに届く.o

しかもその感動を同じひとつの場所で共有することによって.人と人の繋がりが強められる

という事実を眼のあたりにしたのだo それ以来,筆者はズドラヴォ.ダ.ステのメンバ-と

ともに,日本の現代詩を取り入れた心理ワ-クシヨップを創作してきた.この体験に基づき,

1996年からはベオグラ-ド大学文学部の日本語の授業に,オ-タナテイヴな授業形態として

詩のワ-クショップを導入, 2000年からは大学の教室活動のほかに,べオグラ-ド文化会館

の協力を得て,公開授業として位置づけ,年に-度,詩のワークショップを行っている.

初期の詩のワ-クショ.ップでは,朗読をこつの言語く原語と翻訳1で聞き,小さなグル-プ

に分かれて詩のテキストを何度も読み,それを身振り,パントマイム,音楽.絵などの表現

手段を用いてパフオ-マンスをする形式をとっていた.だが,やがて詩のテキストがしっか

りと体験できないままに,パフオ-マンスに移行するのではないかという印象を私たちは強

くしていった.それは戦争の-番激しかった時期が終鳶し,多くの間題を抱えながらも社会

が落ち着きかけた時期に呼応しているo私たちが熱い感情表現よりも,静かな内的な表現の
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方法を模索したのは自然のことだったo

今臥私たちが用いている詩のワ-クシヨツプの基本構造は, 2002年秋,ヴェスナ.オグ

ニェノヴィッチ,ダリンかテンジェルコヴィッチ,ボヤナ.シュコルツと筆者が,詩を読む

とは本来,どんな行為なのかを語り合い,四人による小さな朗読の実験をもとに生れたもの

を原型としているoまず,詩を読む行為とは深く個人的な行臥内的な世界の行為である,

だが同時に共同体の中で,ともに読むことも可能であり,個人的な読み方の個性を殺さない

まま,ひとつに溶かし合わせていくことも可能ではないか,そのなかに創造の可能性がある

のではないか.と私たちは考えた.さらにベオグラ-ドの芸術大学の演劇科で教鞭をとるア

ンドリアナ.ヴィデノヴィッチ氏の助音もとに考案されたのが,以下の基本形式であるo学習

者の母語が複数である場合は,日本語だけで行うこともできるo

導入部

ひとつの大きな輪を作る-参加者は,それぞれ名前を発音o く自己紹介1

進行係は,最初に日本語.つぎに学習者の母静で同じ詩を朗読するo

大きな幹のなかの活軌

I各自が-人で諌む く自分自身が辞と出会うための薪み方J

l.詩くA4の左に原語,右に翻訳1を書いた紙を配布

進行係はr今,聞いた詩をみなさんにとどけますo最初に,黙読してください.そして声

に出したいな,と感じたら静かに声を出して読みはじめてください. Jと指示する.
2.黙読から音読-,ふたたび黙読-く沈黙から声-,声から沈黙-I

各自が好きな瞬間に,好きな声の大きさ,好きな速さ,好きな青簿く言静か翻釈かいずれ

を選択Jで音読をはじめるoそして最後に.ふたたびゆっくりと黙読に還っていく.

3一 黙読から音読-.声からふたたび沈黙-くヴァリエ-ションJ

進行係はr今度は,詩を少し変わった方法で読んでみましょう.ふたたび静けさから出発

しますo けれども今度は,あなたが好きな簡所からはじめてください.読みながら,好きな

箇所にきたら何度も同じところを読んでもいいo 自由に辞句の僻序を変えて読んでみましょ

うo先ほどと同じように,声に出したいなと思ったときに,静かに音読に移りますo Jと,
指示するo

l lペアを作り.互いに読みきかせあう く詩を押かせるため.開きあうための諌み方I

隣の人とペアをつくる. -人が相手に読み聞かせ, -人が聴くo次に役割を変える.くペ
アの活動は全体で同時進行Iまず作晶全体を読み,つぎにIの3の方法で,読みあう.

進行係は, rまた声に出して読んでみます.でも今度は,二人で辞みあうことにしますo

これまでは,自分自身のために詩を読みました.でも詩には,他の人に聞かせるための読み

方があります.ひとりが読む臥 もうひとりはその声に耳を傾けます.聴くことも,読むこ

とと同じように,大切なのです. Jと指示する.

この部分の後半では, -人が好きな詩句を読み聞かせたら,もうひとりはそれに答えるよ
うに,やはり自分が選んだ詩句を読み聞きあうo この掛け合いによって,詩句による対話が
うまれることになるo

小さなグル-プの清動

1工 王

1.小さなグル-プに分かれる8 まず各自がIの3の方法で読み.つぎに,1 I Iの方法でペ

アで読むo グル-プは, 10人程度が好ましいo まず,ペアの読み合いをするo

2.つぎに,それぞれが-番好きな箇所を遷び,ひとりひとり声を出して読み,連歌のよう

につなげていく.この方法で発話することによって,詩のテキストにはこ さらに新しい秩序
が与えられるo

3.自由に詩について話し合うo音葉で表現してもよいし,身振りや声で表してもよい.
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4.小グル-プで,どのような方法で群読するか話し合う.ただ諌むだけではなく1身振り,

声などを自由に用いてよい.リズム,メロディ-を用いていいし,音を加えてもいい.空間

を自由に移動してもいい.こうして言簿以外の手段を加えることで.表現を解放する.

5.最後に自分たちめ群読に,名前をつけるoくたとえば, r森のささやきJなど. 1

最終部

1.それぞれのグル-プは.群読のパフオ-マンスをするo 他のグル-プは観衆になるo

2.ふたたび大きな輪に戻る.ひとりひとり順番に,それぞれが詩から選んだ言菓を発話し,

繋げていくoくこれによって-つの新しい詩がうまれるといっていいo I

3. Iの2の方法で,ふたたび自分にかえり黙読から音読-,音読から沈黙-.

進行係は,自分の感想をおりまぜ.あいさつをして締めくくるo

共同の評価

個人個人の活動を個別には評価はしないo なるべく早い時期にアンケ-トをするo以下の

質間を用意するo使用音語は,日本番か母語のいずれかを自由に選択できるようにする.

1.今日のワ-クショップは,あなたにとってどのような体験でしたかoどんな意味がありま
したかo

2.つぎのワ-クショップがよりよい集まりとなるために,どんなことをしたらいいでしょう
かo

以上がワ-クシヨップの基本構造であるが,その基本精神は,発達心理学者ヴェスナ.オグ

ニェノヴィッチが難民の心理的な支援を目的に立ち上げたzdravodasteのプログラムのため
に考案した心理ワ-クショップくOgrtjenovic 1996ニ22Iに依拠しているQ ワ-クショップの活

動は,次の要素を優先するという基本精神 くOgnjenovic1996ニ23Jを柱としているo

.結果ではなく,経過を優先するo

.選ばれた個人の活動ではなく,共同の括動を優先するo

.活動の制御ではなく,活動の方向を示すことを優先する.

.はっきり決められた唯-の結果ではなく,結果の多様性.開かれた結果を優先するo

また基本構造は.やはり心理ワ-クショップから以下の形式を受け継いでいる.

.円環的で連鎖的な相互関係く大きな輸で各自が順番をまもって発言J

.円衆を構成するペアによる連鏡的な相互関係く大きな輪を構成するペアの活動と連鎖I

.交差的で連鎖的な活動 く大きな輪の中の活動I

.円環のなかにおける自由な相互関係

.小さな円環における相互関係く小グル-プの括動J

.小さな円環と円衆の間の相互関係く小さなグル-プのパフオ-マンスI

.小さな円環と円環の自由な相互関係くパフオ-マンスのあとの自由な交流I

詩のワ-クシヨップの特徴は,参加するひとりひとりの体験とその表現の個性を革重にす
ることにあるo この基本構造は,ごく単純な方法で,参加者と詩のテキストによい関係を生

みだすと同時に,参加者と参加者の間にも自然な人間関係を集く.数人の選ばれたr優秀な

人Jを際立たせるのではなく,またグル-プ内の競争心をあおりたてるのでもないo ワ-ク

ショップという共同体のなかで発話されたすべての発言,すべての表現が尊重され,受け入
れられるo すべての参加者はひとりの人間として自由に自分の感情と考えを表現することが

できるばかりでなく,他者の言菓に注意深く耳を候け.それをじっくり味わうことができる.

この基本構造によって,参加者の心の底にひそむ表現カー とりわけ象徴表現が引き出され

るo 詩のテキストには,暗喰や比喰表現が複雑に織り込まれている.参加者は.この詩のワ

-クショップによって,詩的言語を r読むJという活動によって体験し,身につけることが
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できる.またこの活動は参加者の間に信頼感や近親感を生み出し,教蛮に円滑な人間関係を

もたらすo 言語習得に欠かすことのできない社会的な環境が生れるのであるo オグニェノヴ

イツチ氏は,この詩のワ-クシヨップについてr参加者の間によい人閤関係が生れることと,
詩のテキストと参加者によい関係が生れることには,深vl関連があるo Jと述べた.

詩のワ-クシヨップのもうひとつの特徴は,個人および共同体が,活動を通して.自身の

新しい可能性を発見することにあるoすでに示した方法で,同じひとつの詩の読み方を変化

させることで.参加者は自然に自分自身の詩の体験を深めることができると同時に,ゆっく

りと美的体敦を通して詩のプロソディ-を習得できる.これはワ-クショップの課題,ある

いは目的として参加者にあらかじめ魂せられてはいないoが-多くの場合.従来の教塞活動

では難しV-はずの複雑な詩のテキストを,参加者は楽しみながら記憶してしまうo詩を全編,

覚えてしまう人も出てくる.課題としては与えていない複雑な言語の技能が,自然に身に付

くのである.ワ-クショップによって参加者に隠されていた才能が,活性化されたのだo

学生の多くは,ワ-クシヨップのアンケ-トに答え,積極的な発音をする.その回答には,

数多くの建設的な擾秦をみることができたo たとえば.暗唱や分析が極めて難しい古典の詩

をワ-クショップで取り上げてほしいという意見がみられた.またワ-クショップのあとで,

必ずといっていいほど, r詩について話し合いたかったのに,時間が足りなかったJ . rも

つと頻繁にやってほしかったJという意見をきくo それはこのワ-クショップによって学生

たちが詩を鑑賞し,しかも意見交換をしたいと望んだこと,動機付けられたことを意味して

いるのだo ワ-クシヨップのよい点としては, r寛いだ雰囲気Jを挙げる者が多かったo

詩のワ-クシヨップの実践Fやさしさの耕A

ここで取り上げる詩のワ-クシヨツプ軒やさしさの樹ilは,前述の基本構造によって2004
年に行われた詩のワ-クシヨップ折海の響きiIのあと,アンケ-トに答えた学生たちの提秦

がなかったら.おそらく生れることはなかった. F海の響きAでは,白石かずこのF鯨と話

したことある7jl
,池滞夏樹の肝梅神遥,谷川俊太郎の折きんのさかなdをとりあげた.左に

原詩,右にセルビア語の翻釈をかかげた教材を準備したo このワ-クシヨツプは,辞を思い

思いに静かに朗読する人々の声がさざめきあって.やがてゆっくりとしずまって終わり,ま

るで,たゆとう海の波に漂うような気持ちだったと.助手のダリボル.クリチコヴィッチ氏は

印象を記しているo最後に,思い思いの速さと声の大きさで,各自が自分の選んだ詩の箇所

を読み始めたときの声は.音楽といってよかったo 詩のテキストは,閉じられたテキストで

はなく読まれることによって開かれていくことを,私は教えられたのだった.

そのあとのアンケ-トで-人の学生が,セルビア語の詩も,日本簿の翻訳と並行して同じ

ような形で読んだらどうか,と提案したo この提案は,私自身が詩について,詩の翻訳の意

味について,根本的に考え直すきっかけとなったo 母語の現代辞と日本の現代詩を平等に取

り上げることo これはまず,その準備に高度な翻訳のカを求められる.どちらの言語の朗読

にも耐えなくてはならないo 原文と翻訳テキストが,どちらの言番でもおなじように息づく

こと.読むものの魂にとどくこと,それが要求されるのだ.また日本語とセルビア語から,

どのような詩を選びとって組み合わせるかも,重要な仕事となったo

約-年をかけて,ゆったりと準備したのが,詩のワ-クショップ折やさしさの樹Bである.

選んだのは高橋睦郎の作晶r無いという樹Jと,セルビアの詩人ヴオイスラヴ.カラノヴイツ

チの作晶 r見るということJのふたつである.いずれも私が深く感動し,何度も手を加えて

訳した作晶であるD存在と非存在をめぐる形而上的な主題に.私は二作晶の接点を見出したo

このワ-クショップの形式は.基本構造を応用したものだが.新たな特徴をもっているo

多言語性く二言語を平等にあつかうI.多文化性という新たなコンセプションである.音語と

言語,文化と文化が詩を通して出会い,そこに人と人の出会いがあり,そこから共同で新し

い意味を読み取る,という新たな意義であった.すべてのステップは,参加者が自由に言語
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を選択していい.セルビア語で読みたかったらセルビア語,日本語で読みたくなったら日本

静で読むという自由が許された.またセルビア語を知らない日本人も,ロ-マ字表記を頼り

に発音を体験することもできたo この選択の自由は,多分に緊張感を和らげたo

詩のワ-クシヨップFやさしさの樹jl臥2005年2月28日に,ベオグラ-ド文化センタ

このアルトゲットを会場に,べオグラ-ド大学日本学科の三年生と四年生を対象に行われたo

高橋睦郎

無いという樹

無いという樹について言うなら

地中に自い繊毛をひろげる根が無い

天心にむかって立つ蓮しい幹がない

小鳥の群れを休ませるたくさんの枝が無い

木漏れ陽をこぼす葉ごもりが無い

人を見上げさせる菓越しの空が無い

土の上に投げる樹の形の影が無い

だが こう否定形を並べることで

心は いっぽんの樹を思い描いてしま.う

無いという樹は 無いということで

在るという樹の在るということと

等しい重さで均りあうということ

無いという樹について言うなら

ヴオイスラヴ.カラノヴィッチ

見えるということ

やっと今

はっきり見える

裸の枝は

雪におおわれ

脊鼠こ

似ていて

雪を

地に

ふりおとす

風には

優しい手のひらがあるのが

その手に撫ぜられたら

ふるえてしまうだろう

どこか高いところで
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こうがい

口蓋から蘭る
甘いしずくのように

雲がとけていく

蜜で甘みをつけた

凍てつく朝に

爪がオレンジの

皮を裂くあいだ

熱いお茶といっしょに

その果てまで

はっきり

世界が見える

そのひと房,ひと房が

このワ-クシヨップの所要時間は90分で,前述の基本棉造に沿っている.当日は韓人のカ

ラノヴィッチ氏にも参加をお顧いしたので.ワ-クシヨップにおける彼の r無名性Jを確保

するために,名前による自己紹介は,最後におこなった. r無名性Jを確保することは.詩

人が本質的にこの輪の活動に加わるためには必要だった.日本静学科の学生約40名のほかに,

6名の日本人,ドイツ人の学生ひとりが参加したo このワ-クショップは,筆者とともに女

優アンTfリアナ.ヴイデノヴイツチが進行役をつとめたo準備したのは.ニケ国帯によるこつ

の詩であるo日本語のテキストは日本簿表記の下にロ-マ字表記して,二つの詩はいずれも.

ロ-マ字がわかれば,参加者がどちらも発音できるように配慮してあるo

二言語的な状況は,二音語がかさなりあう嶺域に存在しているということを,学生に意執

させることになったo また翻訳をたよりに,好きな言静コ-ドを自由に往復できるので,ち

ょうど二言語生活の家族のような状況を作ることができたo そのときの気分や自分の静学力

に応じた行動が可能になったo 実際,現代の杜会では,マスメディアを通じて英語が流れて

いたり,印刷物を通して外国語が眼に入ってくる複数言簿的な状況が少なくないo またワ-

クショップの様々な活動の場面で,学生たちは,通訳としての役割を自然に担うことになっ

たoこれは素晴らしい体験だったと思う.だが,体験の意味の深さはそれ以上のものだったo

詩を通して,人と人が出会いl文化と文化,言語と言語が出会うこと.それを私たちは体験

したのだが,それは外国簿を学ぶ私たちの本当の理由,その本質を確藩することでもあったo

最後にひとつひとつ,心に残った音菓を繋げていくと,それぞれの詩から-つずつ言菓が

えらばれて,ふたつの詩はゆったりとひとつに溶け合っていた.

詩人カラノヴィッチ氏は,この体験について次のように記しているo

r本の表紙と裏表紙に挟まれているうちは.詩の音菓にはまだ命がないo まだ詩は死んで

いて,何かに遮られているo まるで鳥龍の鳥のようにo 読み手,聞き手として詩を真に体験

する人に出会うとき,詩の言菓ははじめて息を吹き返し.魂のなかで揺れ動くのだから.

だがここで間題なのは,詩が内なる世界に入ろうとするのを僕たちはしばしば拒んでしま

うということo 様々な偏見や.障害,禁止,誤った期待が,僕らと詩の言葉のあいだに立ち

はだかっているo 詩の言葉を真に体験するためには,心が開かれていること,新しい体験を

受け入れる準備ができていること,互いの倍頼,心の寛ぎが必要だが,僕らにはいつもそれ

が欠けている.日ごろ,僕らは意識してはいないが, -番必要なのは.寛いだ心なのだ.
こうした障害物をとりのぞき,新しい印象を受け入れるために心を開き.詩にむかった者
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の心が寛ぐために,様々な詩のワ-クシヨップを通して詩を示すという方法がよく試みられ

るが,そうしたワ-クシヨップには,本来の目的にかなったものもあれば,そうでないもの

もあるo 日的にかなっていない場合,詩はワ-クシヨップで出会う前と同じように.遠いも

の,冷たいもののままで終わってし事うo
僕が同席し,また参加することができたこの詩のワ-クシヨツプは,人々と詩の言兼との

出会いを可能にするワ-クショップだったoべオグラ-ド文化センタ-でのFやさしさの樹A

は,僕に貴重な体験を与えてくれたoこのワ-クシヨツプでは,高橋睦郎のr無いという軌

と.僕のr見えるということJがとりあげられた.こうした公の場のワ-クシヨップで詩が

読み解かれるとき,詩人自身が同席すると-たいていの場合,人はなかなか詩に心を開くこ

とができず,詩を読みこむことが難しくなるものだoが,この度は巧みに準備され,確かな

手で進行されて,その心配はいらなかったo詩の言葉はまずl内なる静けさの空間から捉え

られたo参加者はまず,自分自身のために黙読した.それから声を出して読み,つぎに隣の

人のために読んだ.最後には,互いに読みあったが.それぞれが心を惹かれた箇所を遵び,

それによって自分自身-.自分自身の詩の体験-と遼っていったo こうして輪はひとつにな

ったが,詩は静けさという内なる空間から,暖かで霊感にみちた,声に発せられた言葉,触
れ合い,静り合いのプロセスをとおりぬけて,ふたたび静けさという内なる空間-と還って

いったのだ.

この詩の公開授業が素晴らしかったのは.まず帝を蓋感あふれる声で朗読した女優のアン

ドリアナ.ヴイデノヴイツチ氏がこのワ-クショップに新たなる側面を与えたことによる.ま

た発達心理学者のヴェスナ.オグニエノヴイツチ氏がワ-クシヨップの基本構造の創作に加

わった意味も大きい.山崎佳代子氏のワ-クシヨツプの准行は精気に溢れ七いたo巧みに異

なったエネルギ-を結び合わせ,それをよい方向-と導き,詩と人が出会うための妨げとな

るもの,それを困美削こするものすべてを取り除いていったoすなわち,内な卑静けさの空間

から動きだした詩の言菓が,人と人の触れ合いや番り合いの簡域をとおして,今度は,もう

ひとつの静けさに遼していったのであるo辞をつつんでいるあの静けさ-と還したのであるo

詩のワ-クシヨップFやさしさの樹jlは,ここで出会った僕たちすべてを,ほとんどあり

えないような貴重な出来事の目撃者としたo これまで,あちらこちら-,ひらひらと飛び交

っていた詩の音菓が,静かに枝にとまり,そして詩という
F在るiIという樹にとまった,そ

の出来事の目撃者としたのだo JくYamasaki 20061

詩のワ-クショップ肝やさしさの樹過は, 2006年4月8日にベオグラ-ド大学で行われた

シンポジウムF言静と文学教育における現代の僚向jlにおいて,研究者たちのために45分の

短締ヴァ-ジョンで公開された.筆者のほかに,ワ-クショップの協力者,助手のダニエラ.

ヴァシッチ氏,ダリボル.クリチコヴィッチ氏が進行の助手をつとめたo二人の理解と協力な

しには,こうしたオ-タナテイヴな形式を授業にとりいれることは不可能だったはずだo

ヴァシツチ氏は,このワ-クショップが大切なのは,参加者の間にとても近しい人間関係

が生じることだと考える. r輪になって坐ることは.すべての参加者が全体のなかの-人で

あることを感じるのに役立つばかりでなく,和やかな気持ちで集中力を保つことを可能にし

ているoく..り臥またはそれぞれが自由に選んだ詩の部分を読むのだが,黙読から,自然に

音読に入る.すると,さざめきが,ゆっくりと意味をもった音菓-と変化していく.それぞ

れの参加者は,それから隣の人に読み聞かせ,また隣の人の朗読に耳を傾けるo こうして個

性的で詩的なモノロ-グとダイアログがはじまり,それによって私たちは,個人的な詩の言

菓は,他者-と伝えられなければならない,という印象をもつことになるのだoそもそも詩

の意味とは.詩の言菓のなかに自分自身を見出すことであったろう.とりわけ,それぞれの

参加者が思い思いに選んだ言葉を繋げていくところは,このワ-クショップでもっとも感動

的な部分であるo ある人には書びが,ある人には哀しみが,身近に感じられるoく...I恐れは

ないo ひとつの典同体に属するという感情はなんと素晴らしいことだろう.ここで出会った
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詩は,もしかして.なにかの詩集だけで出会っていたら,私たちの視線を通り過ぎて行った

だけかも知れない.このワ-クシヨップが,詩を私たちに近しいものとしたのだ. JくYamasaki

20061

クリチコヴイツチ氏は,このワ-クシヨップについて次のように述べた.

rく一.う言静の各技能のより完壁な習得のほかに-詩のテキストの導入は,どの言静システ

ムにおいても.詩のワ-クショップは表現力を高めるのに役に立つo 様々な詩の解釈は,詩

人自身が最初に込めた意味をさらに超えてしまう.新しい意味を詩のテキストに読み取るこ

とによって,僕たちはそこに新しい価値観を発見し,また創造するのだoこうして拝情詩は,

その作者の主観性を超えていき,読み手たちの共通の宝物となるo.外国語の授業で詩を読む

ことは.単に言語教材習得のオ-タナテイヴなモデルにはとどまらず,授業の進行をより円

滑にするためのコミュニケ-ションの新たなる可能性を秘めているのである. JくYamasaki

2006J

この詩のワ-クシヨップFやさしさの樹ilを体験したイタリア衝学科の諦師は1 rこれに

よって自分は癒されたJと評した.このワ-クシヨップの後で,ほんとうに私たちは.優し

い気持ちにつつまれていたのだったo だが,どんな病から外国語教育が r癒されJなくては

ならないのだろうかo 外国語を学ぶ意味の本質が消されていこうとする,その疎外から,で

はなvlだろうか.私はそう思ったo

いわゆる生活場面の分析に基づくテキストで,効率よく語尭,文型パタ-ンを捷示し.客

観評価によって量的に学習者の能力を測ることの意義は否定しないo だが教婁活動の言語が

パタ-ン化されコントロ-ルされ,自然な感情表現,自由な思想の表現を失ったときに,バ

フチンが論じたように.私たちの心理は死んでいくだろう.母静を習得するとき,私たちは

言葉を覚えはじめたばかりの段階で.極めて限られた語秦によってさえ豊かな感情表現を分

かち合ってきた.ごく限られた数の単静をたよりに愛をたしかめ,倍頼関係を築こうとして

きたはずだ.精密に制御され文型を積み重ねる授業のほかに. -年に-度,ないし二度,詩
のワ-クショップを行うことは,単訴になりがちな授業に,いわばr祭りJをもちこむこと

を意味し,教室を生き生きとさせるはずであるo

詩のワ-クシヨップは,私たちが言葉を学ぶことの本質に遭るためのひとつの方法であるo

それは1深く個人的な内なる世界から発しながらも,新しい音静,文化を通して,人と人が

出会うこと,互いの気持ちや思想に耳をかたむけ理解しあうこと-の希望を意味し.社会的

な活動なのであるo

詩を読むこと,それは詩を書くことと同じくらいに創造的なこと,それを私たちは知った.

詩のワ-クシヨップは,私たちひとりひとりに,詩の言菓という豊かな記憶を残してくれるo

それは,内容の伝達が終わったら消えてしまう実用的な言菓とは達って,愛の思い出のよう

に心に刻まれる言葉であった.まだ子供だった私たちが,母帯を学ぶなかで,やはり多くの

素晴らしい出会いを通して言菜の意味を記憶してきたようにo
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