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荘子の曲がりくねった木 

 
 
恵施は荘子に言った。「この老木はあまりに曲がりく

ねっているしごつごつしているから材木としては利

用できない。同様に貴公の教えというのも全く実用に

はならないものだ。」 
 
荘子は答えた。「この木は材木としては役に立たないものかもしれない。しかしその大きな

枝の作る優しい木陰に憩うことができその荒削りな風格を愛でることはできる。貴公はそ

の木を何か別のものに変えたいと思うだけであるがままの姿を鑑賞するということを知ら

ないから役に立たないものにしか見えないのだよ。私の教えはこれと同じようなものさ。」 
 
 
 
荘子は道教の思想家で 2300 年以上も前に中国に住んでいた。彼は「道」というものを教え

た。それは苦労を伴わない自己の本質に調和した生き方のことである。彼は現実的である

とともに皮肉っぽいユーモア感覚を持った人物で、形式や教義やもったいぶった道徳的説

教を揶揄した。彼の警句やたとえ話は心の欲するままにたゆみなく技能を磨いて専門的腕

前に達した人を褒め称えている。彼は小難しい説明や理論を軽蔑した。 
 
私はこの荘子の曲がりくねった木にまつわる話には色々な意味で感銘を受ける。森林産業

に携わる者として私は曲がった木が標準の木材製品には利用できないことを知っている。

しかしそういう木はその自然な美しさや個性を生かした質の高い装飾品になり得るのであ

る。 
 
そのような木は環境に順応しながら熟年に達してきたのである。栽培林で育てられた商品

用の木はまっすぐでみな同じように見えるが、曲がりくねった木は孤立して、或いは異な

る時代や種に属する他の木々に混じって成長してきたのである。このような木は栽培林で

育ったより均一な樹木よりもはるかに風や病気に対する耐性を持っている。 
 
自分の本質に従って自分で外国語学習の道を切り開いていく人々は、他人が用意した目標

を目指している学習者より幸福で、もっとうまくいくものである。真の外国語学習者はこ

の荘子の曲がりくねった木のようでなければならない。 形式の完璧さを追うのではなく、



 

身の回りにある手段を利用して成功していくことである。曲がりくねった木の事を考えな

さい。 どうかこの本を読んで、あなたの周りに豊富に存在する言語に関する様々な手段、

意思疎通の機会を利用することを学習して下さい。 そして何よりも楽しむことです！ 
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半神半人ではなく神を崇めよ 
ただの人よりも英雄を崇め、 
人の中ではまず両親を尊敬せよ 

だが何者より一番尊敬すべきは自分自身である 
 

―ピュタゴラス、紀元前６世紀 
 

序文 

 
 

あなたはリングイストだろうか？ 

 
私の考えでは、誰もがリングイストになれる可能性を秘めている。これは誰もが母国語以

外の言葉を流暢に話すことができるという意味である。インテリだったり学究的であった

りする必要はない。ともかく、リングイストという言葉はコンサイスオックスフォード辞

典をひもとけばまことに簡単に定義されている。 
 

Linguist :（名詞）外国語に堪能な人 
 

一つしか外国語を話せなくてもその人はリングイストと呼ばれる資格がある。外国語に堪

能になろうとするのは選択の問題であり、ある種の心構えを必要とすることである。リン

グイストとは外国語を楽しみ異なる文化の下では思考方法や表現方法も異なるということ

を理解している人である。そういう人は他の言語を話す人々と一緒にいても気楽であり新

しい言葉を学ぶにあたっても自信が持てるのである。リングイストにとっては新しい言語

を学ぶことは自然で楽しいことである。 
 
リングイストになること、即ち第二言語を学ぶこと、へのはじめの一歩は成功のカギは教

師ではなく学習者自身にあるということを自覚することである。学習者は徐々にそして自

分自身のやり方で言葉を発見していかなければならない。教師のできることは刺激を与え

励ますことだけである。外国語学校に入学したり外国語講座を受講しても流暢になるとは

限らない。学習者がこの単純な事実を承知していなければ学習プログラムに時間もお金も
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無駄に費やすことになるだろう。外国語学校や学習システムはたしかに教えることはでき

るだろうが、学ぶことができるのは学習者自身にほかならないのである。 
 
フランス語を話す人の数が圧倒的に多い都市であるモントリオールの英語圏で育った私が

覚えているのは自分が 17 才までフランス語で会話をすることができなかったことだ。小

学２年の時から学校でフランス語を教わりフランス語に取り囲まれていたにも拘わらず私

は他の言語を学ぶことになんの興味も持てなかった。しかし今では９カ国語を話すことが

でき、北京官話（標準中国語）、フランス語、日本語、スペイン語、ドイツ語、スウェーデ

ン語、広東語、及びイタリア語を話せることによってどれだけ大きな満足と恩恵を享受し

てきたかはかりしれない。 
 
なぜ自分の身にこのような事が起きたのかを理解するために私は自分の外国語習得の歴史

を書いてみることにした。そうすると人と交流したいとか何か意味ある事柄を学びたいと

心から思った時にしか自分が新しい言葉を学ぶことができなかったということに気付いた

のである。学ぶ内容がその言葉自体のこまごまとしたことだった場合には私は反発した。

先生が抽象的な文法の規則を無理やり覚えさせようとして私を試そうとすると私は消極的

になってしまった。しかしいったんその言語が現実の人間や新しい文化を知る上で絶対必

要だと思ったら私はいつも情熱と積極性を持って言葉の学習に身を投じたものだった。そ

れに私にとって言葉の学習はとても大変な作業だったから情熱がどうしても必要だったの

だ。 
 
外国語の学習がずっと楽になっていることに気付いたのは 55 才で広東語を学んでいた時

のことだった。現代の電子技術とインターネットが外国語の学習に革命を起こしたのであ

る。まず、インターネットはオーディオや電子的メディアのテキストの中から学習者が自

由に選べる広範囲に亘る面白くて信頼性のある第二言語の内容を提供してくれる。次に、

電子的メディアの内容に関しては読者はすぐに辞書のソフトウェアにアクセスでき学習シ

ステムに基づいた新しい文脈にリンクすることができるようになっている。最終的にはイ

ンターネットは学習者とネイティブスピーカーから成るグループの中軸として働くことが

できるのである。 
 
自分史を書いているうちに私は自分にとって効果のあった原則に基づく新しい外国語学習

へのアプローチを開拓してみようと意を決したのであるが、新世代の学習者には現代のテ

クノロジーを利用して自分がしてきたよりももっと楽に学べる事を保証した方がいいので

はないかと考えるようになった。私の指示の下で外国語学習者とコンピュータープログラ

マーから成る小さなグループがすぐこの私の考えを新しい総合的言語学習システムに発展

させる作業に取りかかった。このプロジェクトを進めていけばいくほど私達は外国語の学
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習を手軽に楽しく効果的にすることによって世界中に本物のリングイストの数を増やして

いける可能性が大になるとわくわくしてしまった。 
 
「グローバリゼーション（世界化）」という言葉は我々が今日経験している国際間の交流の 
激化を表現する時によく使われる。グローバリゼーションに賛成だと言う人もいれば反対

だと言う人もいる。私はグローバリゼーションというのは逆らうことのできない流れであ

り我々の世界の進化にとって必然的な方向であると思う。必然的なことに対して「賛成」

とか「反対」とか言うのは些か的外れではないだろうか。外国語に堪能な人になってグロ

ーバリゼーションを楽しみそこから利益を得ることができるように時間とエネルギーを注

ぐ方がずっと有意義だと思う。 
 
私はグローバリゼーションのために一つの言語、即ち英語、が優勢になるよう導く必要は

ないと考えている。英語を母国語とする人々も含めてあらゆる人々が他の文化を知る機会

を得るのはよいことだと思う。逆説的ではあるが、世界がこんなにも狭くなりつつある今

こそ地域的な言葉やアイデンティティへの関心を総合的に見直すべきなのではないだろう

か。いまや英語のように優勢な地位にある言語ばかりでなく少数の人々の間で話されてい

る言語の効果的な学習方法に対する要望が増えてきている。このような言語の学習材料を

揃える費用や学習に要する努力は飛躍的に削減することができる。現代技術が自然な生き

ている言語そのものを効果的な学習手段と変えることを可能としたのである。 
 
私はこの本とここで述べる方法が、きっと、人々をリングイストとなることの手助けとな

るだろうと思っている。 
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英語の学習について   

 
英語は最も利用価値のある世界語としてよく確立されている。第二言語教育の需要が世界

で最も多いのは英語である。好むと好まざるとに拘わらず英語はビジネス、科学、旅行、

流行文化の分野で優勢を占めている。インターネットでは言うまでもない。英語はどちら

かというとぎこちない言語で、それは古代英語やラテン語やノルマンフランス語の影響に

加えて自然な進化が入り混じってしまったからである。その結果、英語は文法からスペリ

ングに至るまであらゆる点で統一性というものがなくそれが学習者を悩ませる。にも拘わ

らず英語はやはり優位に立っており、エスペラント語のような人工的に作られた世界語は

決してそこまで普及することはなかったのである。 
 
2000 年前には、いや 500 年前であっても、北大西洋の小さな湿地の島で話されていた言

葉がいつの日か世界で最も広く利用される言語になるだろうなどと想像する人がいたらな

んと馬鹿げていることかと思われただろう。確かに歴史上様々な時代で中国語、ラテン語、

ギリシャ語、アラビア語、更にはモンゴル語などの方がよほど世界語の候補になり得ると

思われただろう。今から 500 年後には何語が話されているか誰にもわからない。スペンサ

ー･ウェルズがその著書『人類の旅路 遺伝子のオデッセイ』(“The Journey of Man, A 
Genetic Odyssey”)（プリンストン大学出版会）で述べているように「英語が今日商取引

に使われているのと同じように、ソグディアナ語はかつてシルクロードで共通語であった。

しかし 20 世紀ではソグディアナ語は一つの方言しか残っていない」のである。 
 
たとえあなたが英語を母国語とする人でないとしてもこの本は是非英語で読んで頂きたい。

あなたにとってこの本が英語で読む最初の本であるかもしれないけれど、大丈夫。あなた

がここまで読んできた英語の内容の殆どが短文でできている筈だから。英語で本を通読す

るなんて考えるだけでも怖気づくかもしれないが、恐れることは全然ない。 
 
この本は 4000 語ちょっとの最も普通に使われている英単語で書かれている。最も楽で親

しみのある、紙に印刷されている。本は持ち運びができ便利なものである。しかしまた、

この内容をＣＤにも録音したので、聞くことによって話された言葉に反応する脳の神経回

路を刺激することができる。最終的にこの本は電子的メディアで利用できるため辞書のソ

フトウェアを使って単語を調べることもできるしたくさんある電子テキストの対話式の機

能を利用することもできる。 
 
できればまず母国語でこの本を読み内容や外国語学習の原理になじんでおくことをお勧め

する。そして文節ごとに英語で聴き、聴いたことを理解しているかどうか確認するために
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対応する電子テキストを読んでもらいたい。電子テキストでは簡単に新しい単語やフレー

ズを調べたり、定期的に復習するために保存したりすることができる。こうすることで、

自分で方向づけした統合的な方法で学習する習慣が身についてくるのである。 
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この本について 

 
この本は三部から成っておりどんな順序で読んでもいいようになっている。 
 
「言葉の冒険の旅」には様々な環境の下でそして様々な人生の時点で私が８カ国語を習得

していった経験が記されている。ここには私の文化や歴史に対する好奇心を反映した個人

的な意見が含まれている。そんな意見は外国語の学習に何の関係もないと思うかもしれな

いが実はそうではない。リングイストは好奇心溢れる冒険者でなければならないのだ。 
 
「リングイストの姿勢について」では外国語の学習に成功するために絶対必要とされる態

度について述べている。他のどの要素よりもあなた自身の態度が外国語習得の成功のカギ

となるからだ。この態度に関する記述は自伝的な部分を読んでいるうちに観察力の鋭い読

者なら引き出すであろう決意を強固にすることと思う。 
 
「外国語の学習方法」では外国語を習得するためのコツについて述べている。もしかする

とあなたはせっかちでこの部分を真っ先に読むかもしれないが、それでもリングイストに

なるに必要な事柄を完全に理解するためにはこの本を全部読み通すことをお勧めする。 
 
完璧であることが目標ではないと気がつきさえすれば、どの言語の学習も楽しむことがで

きる。使いながら新しい言葉を常に学習し、上達させているのである。したがってできる

だけ早く学習過程も本物の、楽しむことのできる意思疎通を元にたてられるべきである。

新しい言葉を学習したり、新しい言葉で意思疎通をすることが楽しいのなら、この本は目

標を達成する手助けとなるだろう。     
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ユリシーズのように、すばらしい航海をし 

「金の羊毛」を手に入れ 
経験と知識を積んで帰り 

残りの人生を家族と共に過ごした人は 
何と幸せな人だろう！ 

 
―ジョアシム・ドゥ・ベレー（1522－60） 

フランスの詩人 
 

言葉の冒険の旅 

 
 

旅の始まり 

 
外国語の学習は一種の旅、発見の旅である。私はごく若い頃に旅をした。旅は私にいつも

刺激を与えてくれた。真のリングイストは冒険者でなければならないし未知のものに対す

る恐れを克服しなければならない。これを説明するために自分の話をしよう。 
 
私は 1945 年スウェーデンに生まれ５才の時に両親、兄のトムと一緒にカナダのモントリ

オールに移民した。私の記憶はカナダから始まる。私にははじめはスウェーデン語を話し

ていたことはわかっているものの子供時代に英語以外の言葉を話した記憶はない。子供の

頃に第二言語を学ばなければならなかったことが大人になってからよい外国語学習者にな

るきっかけを作ってくれたということは充分に考えられる。しかしながら私はカナダに移

民してからもカナダで話される言葉に堪能になれなかった人々を知っている。私が外国語

の習得に成功した理由はそういうことよりも冒険心と学習意欲―それも集中力を最大限傾

けた―にあると考える。それゆえこのわくわくする言葉の発見の旅に出発する用意のでき

ている人には私と同じことができると信じている。 
 
モントリオールでの最初の思い出は 1952 年のできごとである。６才児である我々のグル

ープは野球のバットのよい隠し場所を持っていた。放課後私達はそこにバットを取りに行

き野球を楽しんだ。ある日そのバットがなくなっていた。すぐに私達はバットを盗んだの
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はエストニアから移民してきた少年だと推理した。私達の目から見れば彼であることは明

白だった。彼が英語をうまく喋れなかったからだ。彼はよそ者だったのだ。唯一の問題は

しかし彼がバットを盗っていなかったということだった。おそらく彼はその野球のバット

が何に使うものかということさえ知らなかっただろう。最後にこの問題は平和的に解決し

た。私が推察するに、カナダに渡って１年経った頃私は既にみんなの仲間として受け容れ

られていたのだろう。その事件の後エストニアから来たその少年も我々の仲間となった。

この出来事を思い出すたびいつも人々がいかに無思慮に固まり部外者をのけ者にしようと

するかのいい例だと思うのである。 
 
しかし受容には二律背反がある。内部者は当初新入りを拒むかもしれない。だが外部者も

勇気を奮って受け容れてもらうための努力をするべきなのである。殆どの場合、不安を乗

り越え異なる言語グループに受け容れてもらう努力をすると反応は想像していたよりもず

っと友好的だった。新参者が拒絶される例よりもかれらがためらったり中に入る努力をし

ないために機会を逸する例の方がはるかに多いと思う。外国語の学習者は異なる言語グル

ープからやって来たよそ者と定義づけることができるだろう。受け容れてもらうためには

危険も冒さなければならない。外国語を習得するための基本原理、それは：冒険者であれ。

それが私に効果をもたらしたものであり、最初の言葉の冒険はフランス語であった。 
 
 
モントリオールの 2 つの孤独 

 
私の両親は我々の新しい故郷に対する熱い思いを示すために私と私の兄に英語だけで話す

決心をした。1950 年代のモントリオールの西部で育つ英語を話す市民の生活はこの大陸の

他の地域にいる英語を話す北米人達の生活とたいして違いはなかった。英語を使う学校に

通い、英語を話す友達だけと付き合い、英語のラジオを聞き、英語のテレビを見ていたの

である。その結果、私は実際 1962 年に 17 才になるまで私はフランス語で自己表現するに

はほんの限られた能力しか持っていなかった。 
 
勿論私達は学校でフランス語の授業を受けた。私はいつもフランス語のクラスでいい点を

取っていたが現実の世界ではフランス語を使いこなすことはできなかった。当時英語を話

す 100万人のモントリオール人はフランス語を話す 200万人のモントリオール人との交流

に何の興味も持っていなかった。北米大陸では英語がビジネスの言葉であり優勢な言葉で

あった。この一般的な姿勢は私についても例外ではなかった。私達はこの街の中ではフラ

ンス語を話す人々の方が多いという事実に殆ど気付いていなかった。今ではこのことはす

べて異常に思えるのだが当時のモントリオールでは「孤立した二つのグループ」が存在し

たという話は全く正しいのである。 
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この 40 年の間にモントリオールの現実が変わったことを指摘しなければならない。英語

を話すモントリオール人はいまやカナダで最もバイリンガルな人たちといえる。ケベック

州の政治的変化によってフランス語が重要な言葉になったからである。その結果としてモ

ントリオールも独特の雰囲気を持った活気ある都市になっている。 
 
さて、ここに重要な点がある。外国語学習者にとっては第二言語が話されている環境で暮

らすのは明らかに有利である。しかしながらそれがその言葉を習得することを保証するも

のではない。学習者は自分が学ぼうとしている言語や文化に積極的な態度を持っていなけ

ればならない。試験に通ることだけを主目的とするクラスに頼っていてはコミュニケーシ

ョンの方法など学ぶことはできない。他の文化を分かち合いたいという真の欲求だけが外

国語の習得を保証することができるのである。 
 
1961 年、16 歳の時、私はストックホルムにいる叔父のところでひと夏を過ごした。その

年の 5 月に母は亡くなっていた。フリッツは母の弟で、遠く離れて暮らしていたにもかか

わらず二人の仲はとてもよかった。彼と一緒にいる時間は母を失った私にとって大きな慰

めとなった。叔父とその妻ロアは私にはとても親しい人たちになり、まるで両親のようだ

った。ストックホルムに到着した時私が全然スウェーデン語を喋れなかったことに当時 6
歳だった従弟のトミーはすごくがっかりしたものだ。空港で私を拾って車で帰る途中、ト

ミーはカナダから来た従兄と話ができないのに苛立って泣いた。のちに彼は英語を流暢に

話せるようになり私はスウェーデン語を流暢に話せるようになるのだが、それはずっと後

のことだった。 
 
フリッツは私に 1 ヶ月間のデパートの倉庫でのアルバイトをみつけてくれた。そこで私は

いくつかのスウェーデン語を同僚から吸収した。後年私は社会的にも職業的にもスウェー

デン語を使いこなせるように一生懸命ボキャブラリーを覚えることになる。しかしその夏

の私の目的はスウェーデン語を学ぶことではなかった。私は両親とフリッツの育ったチェ

コスロバキアのプロスティェヨフという小さな町でのかれらの生活を詳しく知りたくて何

時間もフリッツと英語で話し込んだ。 
 
両親は当時のオーストリア-ハンガリー帝国に生まれたがドイツの文化と言語圏のユダヤ

人社会に属していた。ユダヤ人社会の社交場はドイツハウスと呼ばれた地元のカフェが中

心だった。両親の子供時代は文化面ではゲーテ、シラー、ベートーベンが神であり、ウイ

ーンが世界の中心地だった。チェコスロバキアが独立国として誕生すると、両親はチェコ

の学校に入れられ、作曲家のドボルザークやスメタナ、政治的指導者のベネシュやマサリ

クが崇拝の対象となった。こうして二人はドイツ語とチェコ語を話して育ち英語とフラン
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ス語も学んだ。これはその当時そういう地域では普通のことだった。しかし一世代後に生

まれ北米で育った私にとっては英語しか話さないのはごく普通のことだった。だが私は変

わることになる。 
 
スウェーデンは両親が 1939 年に結婚してから 1951 年までの 12 年間を過ごした土地で兄

と私はそこで生まれた。私の父は塗料化学者で、ストックホルム郊外の快適な地、リンデ

ィンゴにあるニス工場の生産部長としての職を得た。スウェーデンにいたお蔭で私の両親

は 1939 年のドイツ侵攻後チェコスロバキアのユダヤ人社会が待ち受けていた運命から逃

れることができた。私の叔父のフリッツは戦時中英国軍にいたため 1946 年スウェーデン

で両親と合流することができた。そんなわけで私はスウェーデンに特別な愛着を持ってい

る。しかし私がスウェーデンとスウェーデン人の間に特別に恵まれた楽しい関係を築くこ

とができたのはのちに私がスウェーデン語を勉強してうまく話せるようになったからであ

る。 
 
私の父がスウェーデンからカナダに移民したのはソ連がヨーロッパの殆どを支配するので

はないかと恐れたからだった。移民にはよくあることだが父はカナダで自分の専門職に就

くことができなかった。代わりに父はヨーロッパから衣服を輸入する小さな商売を始めた。

スウェーデンでの夏休みの終わり、カナダへ戻る前に私は父のイタリアとフランスへの仕

事を兼ねた旅に同行した。 
 
私たちはストックホルムからミラノへ飛び、そこから列車と小さな船を乗り継いでコモ湖

畔の美しい小さなホテルに泊まって週末を過ごした。それから父が仕入れ業者と会う予定

のあったフィレンツェにもついていった。別荘や背の高い優雅な糸杉の立ち並ぶ丘に囲ま

れたこの賑やかなルネッサンス時代の町はまるで歴史書の中から抜け出した一風景のよう

に見えた。それから私たちはニースに飛んだ。帰国前日の夜、私は父とフレンチリビエラ

の海辺のホテルで夕食を食べた。灯りの列が見渡す限りぎざぎざした地中海の海岸線に沿

って両方向に連なっていた。その光はまるであともう一つだけ湾を、あともう一つだけ町

を探検してごらん、と私を誘っているようだった。モントリオールに帰った時私は別人に

なっていた。わくわくするような広い世界を発見することができるんだ、と突然気付いた

ことが私を啓発したのである。 
 

「啓蒙は自ら課した未熟性に対する人間の勝利である」 
                   （インマヌエル・カント、1783） 
 
その秋、17 歳で私はマックギル大学に入学した。私の取った課程の一つにフランス文明が

あったが、それはモーリス・ラボタンという名の皮肉っぽいが刺激的な教授による授業だ
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った。この人が私の人生を変えたのである。私は突然フランス文化やフランスの舞台芸術

に興味を持つようになった。それは更にフランスの歌手やフランスの食べ物やフランス文

化の醸し出す“雰囲気”への興味を掻き立てた。私は突然本物の言葉と本物の人間に関わ

りを持つようになっていた。高校時代のように英語を話す教師がフランス語を教えるので

はなく、フランス人が教師だった。私達の読む教科書は本物のフランス語の本でフランス

語学習者のために特別に作られた教科書ではなかった。 
 
多分私には初めての経験だったからだろう、フランス文化は自分が育ってきた英語を話す

北米文化に比べてもっと自由でのびのびしたものに見えた。それはエキゾチックな新しい

世界だった。私は急にフランス語が覚えたくなった。フランス劇場に行きフランス語を話

す人々と友達になりフランス語の新聞を読みフランス語のラジオを聞くようになった。フ

ランス語を話す同じ市民が関心を持つ問題に気付くようになり、会合や議論に参加するこ

とによって私のフランス語は自然に上達していった。そしてまたフランス語を話すケベッ

ク人の抱負や慨嘆を理解するようになっていった。 
 

 
600 万人ほどいるフランス語を話すケベック人は 17 世紀にやってきた

2~30 万人のフランス移民の子孫で、増加する北米の英語圏の影響に対

する自己防衛手段として保守的で内向的な社会を築き上げていった。か

れらのアイデンティティの支柱となったのはフランス語とカソリックの

信仰だった。 
 
かれらの教育と近代的社会に対する保守的な態度は自分達の生活圏であ

るケベック州の中にあっても英語を話すカナダ人と競合することを不利

にしていった。当然ケベックの英語を話す少数派はあらゆる経済活動の場

でこの弱点をおおいに利用して優位に立った。フランス語を話す人々は政

治を支配してはいたが彼ら自身の社会においては「２級市民」であった。 
 
かれらの癪の種はフランス語の低い地位だった。だが 1960 年に始まった

フランス語権を下地にした民族的運動の盛り上がりと分離化、近代化、及

び政治的行動主義の建設的プログラムがこの地方に重大な変化をもたら

した。フランス語を守ることに対して行き過ぎた例もあるがこの変化は概

ね建設的なものであった。カナダのフランス語社会、特にケベックは独自

の特色を持っている。かれらの文化的アイデンティティを守るための努力

は正当化されている。新しい移民がこのフランス語社会に入ってきており

かれらはこの社会の特質が進化し続けるように新鮮な影響をもたらして
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いる。それはちょうど英語を話すカナダに移民が入りそれを定義し直して

いるのと同じである。 
 
 
フランス語は私が真剣に学ぼうと思った最初の言葉だった。どこまで流暢に話せるように

なるか自信はなかった。殆どネイティブスピーカーのようにうまく話せるまで上達すると

は思ってもいなかった。自信が持てるようになったのはのちのことだ。ずっと後になって

から、他の言葉を習い出した時、いつも私は自分の望むレベルまで流暢に話せるようにな

ると確信を持った。一つ新しい外国語をマスターすると他の言語をマスターするに必要な

自信が持てるようになるものだ。学ぶにつれて自信がついてくるものなのである。 
 
私は文法を完璧に覚えようとする従来のアプローチを捨てることでフランス語に堪能にな

ることができた。完璧であることなどもはや問題ではなかった。問題はコミュニケーショ

ンだけだった。もう私は外国語を学ぶことがいやでなくなった。全部理解できなくても自

分の好きなものを読んだ。自分が心惹かれる人々と話した、なんとかしてかれらの話をわ

かろうとし、自分の言うことをわかってもらおうとした。私の最も大きな興味は文化にあ

った。また、新しい言葉の響きや構造を楽しみ理解し始めた。ある言語に対する抵抗感や

違和感といった態度からその独特の表現方法や言葉の言い回しを味わう態度へと変わって

いった時、あなたは自分なりのリングイストへの道を進み始めたことになる。 
 
 
自ら学ぶ姿勢の大切さ 

 
私は自己の責任において学習を始めた。教師に頼るのはやめた。モントリオールのような

都市では教師は私が手に入れることのできる様々な手段の一つにすぎなかった。試験が無

くなり、先生の質問が無くなり、文法演習が無くなったとたんに、私のフランス語の能力

は飛躍的に伸びていった！やっとはじめて外国語の習得に成功したのだ。流暢さも理解力

も発音もよくなっているのを感じることができた。そしてこのことが言葉の学習を面白く

させた。私は自分の興味を引く状況の下でしかフランス語を話したり聞いたりしなかった。

できるだけ正しい発音で自分自身にフランス語で話しかけた。相手の話の内容が理解でき

なかったり自分の言いたいことをうまく言えなかったりしても挫けなかった。私は熱心だ

ったしコミュニケーションそのものを楽しんでいた。もう後戻りはできなかった。 
 
教室を出て外国語を学んだことで私はそれを現実のものにすることができたのである。私

は次のような基本原則を理念としてきた：現実の場面で学ぶことの方が練習問題やドリル

や学習者用に特別に作成された人工的な内容よりはるかに優れている。正式な教室の授業
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よりも本物の面白い会話に費やす時間の方がよりよい学習環境といえる。外国語の学習に

関して私はまたもう一つ重要な原則を発見した。それは学習者自らが言葉を、相手を、そ

して内容を選ばなければならない、ということである。学習者自身である私がこれから必

要とするであろう単語やフレーズをみつけていかなければならないのだ。 
 



リングイスト(外国語に堪能な人) 

14 

ヨーロッパへ 

 
冒険の始まり 

 
モントリオールでの努力の成果はますますフランス語習得への情熱を掻き立て遂に私はフ

ランスへ行く決心をした。情熱は成功を導き成功は情熱を高めるのだ。 
 
1962 年６月、夏休みのバイトだった建設工事の仕事をやめ、モントリオールの波止場にヨ

ーロッパへ働きながら旅をする方法を探しに行った。三日間、外洋航行の貨物船に乗り込

んでは船長に会わせてくれと頼みヨーロッパへの渡航と交換に働くことを申し出た。三日

目にとうとう幸運を掴んだ。フレンスブルクから来た小さなドイツの不定期貨物船「ゲル

ダシェル」がケベック市で水夫を一人失ったため帰途の航海に乗組員を必要としていたの

である。私は道をみつけた。 
 
北大西洋上の小さな不定期船でのきつい仕事と間断ない縦揺れは別として、その航海は文

化的な固定観念がいかに不正確なものであるかということを思い知らされるよい機会だっ

た。乗組員はドイツ人とスペイン人が半々であった。私の思い込みに反して、働き者であ

る筈のドイツ人がのんびりしていてしょっちゅう酔っ払っていたり、気まぐれな筈のスペ

イン人がものすごく働き者で真面目だったりした。 
 
およそ 10 日間の航海の後私達はロンドンに到着した。翌日食べる必要がなければ金を節

約できると思って私は船で出るただの食事をできる限り腹に詰め込んだ。実際には、これ

は愚かな作戦で結局気分が悪くなってしまったのだった。 
 
ロンドンは奇妙でエキゾチックな場所に思えた。それはみんな英語を話しているのにこの

場所は自分の故郷とはとても違って見えたのである。 ハイドパークのスピーカーズコーナ

ーはずっと心に残っており、シリング、ペンス、ソブリン、ヘイペニー、クイド、ボブ、

ギニーなどという古い貨幣制度のことも思い出に残っている。もう一つ思い出すのはある

晩、ローレンス・オリビエ主演、シェークスピアの「オセロ」のチケットを買うために歩

道で寝たのはいいがいざ芝居が始まると目を開けているのが辛かったことだ。ロンドンに

一週間滞在したあと、急ぎヨーロッパ大陸へと向かった。 
 
イギリスのドーバーからフェリーに乗りベルギーのオーステンデに着いた時はもう日も暮

れていた。フラマン語を話すベルギー人が中世の都市、ブルージュまでバイクに同乗させ

て連れていってくれた。私はまだ若く無知だったので中世フランドル地方の栄光の時代に
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ついては何も聞いたことがなかった。また、ケベックと同様の言語を巡る緊張状態がベル

ギーでもフラマン語を話す人々とフランス語を話す人々の間でくすぶっていることを知ら

なかった。後に機会があってこの中世の雰囲気がよく保存された町ブルージュを探訪する

事ができた。しかし当時まだ若かった私は気が急いて翌日にはもうフランスへとヒッチハ

イクを始めた。 
 
フランス人は無礼だという評判があるが私が会ったフランス人は友好的だったし心からも

てなしてくれた。北フランスのリールの郊外では二人の教師が私を拾ってくれてちょうど

夏休みだったためその夜は教室に泊まることを許してくれた。それから二人は夕食に連れ

ていってくれ、そこで会った人々が翌日パリまで車に乗せてくれた。私は今でもグラン・

アルメ通りを凱旋門に向かって走っていた時の感動をまるで映画の一場面のように思い出

すことができる。自分が本当にそこにいるなんて信じられなかった。 
 
フランス人の友人達が第 20 区 ―そこはパリの労働者階級の居住区だったが― にある質

素な公共団地に２週間泊めてあげると言ってくれた。旅行代理店で短期の翻訳のアルバイ

トもみつけた。この友人達と２週間楽しく暮らし食事を共にした。市内を徒歩やメトロ（地

下鉄）で探索した。新しくできた友人達は私をパリ郊外の別荘やその他の交際の場に招待

してくれた。とうとう南に移動しようと決心した時は心残りだった。 
 
フランス滞在の初期の時点で完璧といえない私のフランス語でも友達をつくったりくつろ

いだ雰囲気で人と対応したりする事ができると実感した。自分がどのように聞こえるかを

過剰に気にしたり心配したりすることなく、ただ交流できる事を楽しんでいた。勿論時に

はあまりフレンドリーでないフランス人に会った。公務員の多くが「いいえ！」と言うこ

とに格別喜びを見出すというのは真実である。しばしばあるサービスが受けられるかどう

か尋ねると長たらしい拒絶の言葉が返ってくる。「ああ、いいえ、つまり駄目ということで

す。」 
 
しかし外国でそしてその文化の中で生き延びる為のコツは不快なことはなるべく軽く考え

積極性を持つことである。私のフランス語は決して完璧とは言えなかったから時々もっと

横柄で短気なフランス人のお役人や店のあるじを相手に一方的な闘いをする破目になった。

しかし今振り返るとそのようなことをあまり重要視しなかったせいかそれほど多くの不快

な出来事があったようには思えない。それよりも自分のフランス語の能力不足からトラブ

ルになったことの方をよく覚えている。 
 
フランスでの最初の１年の間にアメリカ人のガールフレンドができたのだが彼女の両親は

スペインのアリカンテで働いていた。そこで二人はイースターホリデイにヒッチハイクを
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してそこまで行こうと決めた。私は人気のあるフランス人シャンソン歌手、ジョルジュ・

ブラッサンスのレコードをプレゼントとして持っていった。すっかりフランス贔屓になっ

ていた私はいつも歌詞の意味がわかっていたわけではないが彼の歌を聞くのがとても好き

だった。不運なことに、私は彼の歌詞があからさまに猥褻というのではないがかなりきわ

どいものであることに気が付いていなかった。私を迎えた両親は持っていったレコードを

聞いてショックを受けてしまった。さぞかしかれらは娘の付き合っている男のことを心配

しただろうと思う。 
 
私はフランスに３年いた。最初の年はフランスアルプスの産業都市グルノーブルにいた。

残念なことにそこで１回もスキーをするチャンスが持てなかった。勉強していなければい

つも働いていたからだ。仕事は様々で、排紙の山をプレスして配達用のバンを運転して印

刷所に運んだり、パークホテルのバス係をしたり、市内の主要な広場やカフェで夕刊紙「フ

ランス・ソワール」を売り歩いたり、英語を教えたりしていた。それでもグルノーブル大

学のホッケーチームでなんとかホッケーをすることができた。グルノーブルの魅力の一つ

は大勢のスウェーデン人の女の子達がグループでフランス語を学びにきていたことだ。私

はまた少しばかりスウェーデン語を覚えることができた。 
 
 
「シアンスポ（パリ政治学院）」で学ぶ 

 
私は滞在２年目で運よくフランス政府の奨学金を得ることができパリに移って政治学院に

入学した。この学校は「シアンスポ」と呼ばれているが、パリの中世の面影を残す中心部、

カルチェ・ラタンと呼ばれる学生街からちょっと離れたサンジェルマン礼拝堂の近くにあ

る。シアンスポは著名人を輩出してきたことで有名で、その中には前カナダ首相のピエー

ル・トルードーもいる。 
 
シアンスポでの教え方は北米とは違っていた。事実から学ぶこととそれを直ちに伝統的な

公式に当てはめる能力に重点を置いていた。今でも法律学の教授が「内容よりも形式の方

がより重要だ！」と言ったのを覚えている。 
 
「シアンスポ」における思考のまとめ方は簡単である。言いたいことを次の公式に当ては

めればよいのである：序文、第一部、第二部、結論。大事なのは第一部と第二部の長さが

ほぼ同じであること。理想は、第一部ではある一つの理論を提示し、第二部ではそれに対

する逆の考え方または反論を提示し、結論ではその解明または総論を提示すること。これ

で終わり！ 
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この論理的かつバランスの取れた情報提示の強調はどの言語でのコミュニケーションにも

有効な訓練になる。このテクニックはフランス語でエッセイを書いたり口で説明する時に

おおいに役立った。外国語でものを書いたり喋ったりする時には自分の考えをまとめるの

にある基本的な公式を利用することがとても重要になってくる。そうでないと新しい言葉

をコントロールできずどうしてもとりとめがなくなってしまう。 
 
明らかに、ビジネスレポートを書く、哲学に関するエッセイを書く、または学究的論文を

書くには、違うように情報をまとめる事が要求される。カジュアルな会話をする時よりも

きちんとして体系的である事が求められる。 このような文章に好まれる体系は文化によっ

てさえ異なる。しかし、外国語で文章を書く際は、フランス語が最初であったが、私が書

いているそれぞれの文章は私が話す言葉と同じであると感じていた。私の中では書き言葉

と話し言葉の違いはなかった。常にどちらもシンプルである事を心がけていた。 書き言葉

と話し言葉両方の正確性を向上させるために、すべての外国語学習者にこの方法をお勧め

する。 
 
ある外国語を分野別にしてそれぞれ違う技能として学ばせるのは役に立たないと私は思う。

今日ではビジネス用語、学術用語、技術用語、などのようなコースが存在する。私にとっ

て言語は一つのものである。新しい言語で効果的に説得力を持つにはスピーキングとライ

ティングで楽に使いこなせる鍵となるフレーズや単語の基礎をしっかり築き上げるべきだ。

この基礎を築き上げれば技術用語など簡単に覚えられる。また明確に論理的に自己表現す

ることができればビジネスレポートや学術論文の書き方も簡単に覚えられる。 
 
シアンスポでの講義はとても刺激的だった。ジャン・バプティースト・デュロセイユ教授

のように最高に面白い講義をする先生の教室は聴講生が溢れんばかりだった。学生達は多

くの事実を教わり教授達は持論に自信を持っておりしばしば皮肉を飛ばした。教授達は学

生の考えなどに興味を持ってはいなかった。にも拘わらずそういう雰囲気はマックギル大

学で体験したものよりずっと刺激的だった。カナダの英語を話す知識人達のサークルはフ

ランス人よりも真の独創性に対して寛容でない。これは今のポリティカリー・コレクトの

時代において特にそうである。その理由は、私が思うに、フランス人の学問に対するより

深い伝統やより大きな知的自信に帰するのではなかろうか。 
 
フランス人はいかに優雅さと正確さを持って自己表現できるかを重視する。シアンスポの

学生達にとって最も重要な試験は口頭試問、即ち口語のエッセイであった。学生達は任意

に選んだ主題について古参の教授陣の前で 15 分間の発表をする準備に数分が与えられる。

学生達に対する評価は現実の内容や情報を提供できる能力と同じ位に自分の意見をバラン

スの取れた論理的な方法で表現できる能力に対してなされるのだった。 
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今日、話し言葉は書き言葉とは違うものとして教える傾向がある。私はこのアプローチに

は賛成できない。効果的な話し言葉は効果的な書き言葉と同じである：即ち、はっきりし

ていること、単純であること、そして優雅であること。ネイティブスピーカーは少しくら

いだらしない話し言葉で喋ってもいいというのは本当だが、それを新しくその言語を習お

うとしている人達のモデルとして教えるべきではないと思う。スラングやあまりにもぞん

ざいな会話的表現を使うのは学習者が本当にその言語に慣れるまでは似つかわしくない。

少なくとも学習者は書いた通りに話すべきである。私はいつも外国語を話す時も書く時も

同じように簡単ではっきりとした文やフレーズを使うようにしてきた。カジュアル過ぎる

話し方やあまりにも複雑な文体は避ける。 
 
 
旅と文化 

 
フランス人は論理的であることに誇りを持つ。論理的に間違っていればとことん追求され

容赦無く攻撃される。そのためかれらは時々非友好的で横柄に見える。しかし私にとって

フランスは刺激的な国であるだけでなく大変友好的な国であった。私は奨学金を貰ってフ

ランスでの最後の２年間を楽しませてもらった。人生のあらゆる場面でフランス人から 
親切にそして寛大に扱ってもらった。田舎でヒッチハイクをしているとよく食事に招かれ

たり泊めてもらったりしたものだ。 
 
私のフランス語とフランス文化への熱心な取り組みは人々との間の架け橋を作ってくれた。

もし私が英語を話す北米人のままでいたらこのようなことは起こり得なかったと思う。英

語を話す北米人の中にも新しく他の言語を学び成功する人達はたくさんいる。しかしなが

ら、英語を話さない人々が英語を学ぶ努力をする方がより一般的である。英語の持つ独特

の国際的利用価値を考えるとこれは避けられないことであるが、英語を話す人々の中に新

しい言葉を学んで豊かな個人的経験を得るということをしたことがない人がいるのはまこ

とにもったいないことである。 
 
私は田舎に行ったり、歴史的な村や町を見たり、フランス語で人々と会話をするのを楽し

んだ。殆どの国がそうだが、フランスにも地方によってなまりがある。外国語を話す時に

はネイティブスピーカーの真似をしてかれらのアクセントを自分のものにしなければいけ

ない。パリにいる時はパリジャンのアクセントで、地中海地方では南部のアクセントで、

という風に話していた。これは少なくとも初期の段階では避けることのできないことであ

る。しかしこれはよい徴候である。ネイティブスピーカーの発音を注意深く聞いている証

拠なのだから。 
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それにも拘わらず、いつも感じるのはネイティブスピーカーでない者はある地域のアクセ

ントよりもその言語の最も標準的なアクセントを真似るのが一番良いということだ。どこ

の国にも標準語というものがある。例えばトゥールで話されているフランス語、北京で話

されている中国語、東京で話されている日本語がそうだ。外国人が方言を話すのを聞くの

はいつでも面白いものだが、標準的な発音の中立的感覚を選ぶ方が普通は賢い道である。

カナダで話される英語はそういう標準的、または中立的な英語である。 
 
同様に、外国語学習者はイディオムやスラングや罵り言葉を使うのは避けるのが一番賢い。

フランス語にはアルゴ(argot)と呼ばれるスラングがいっぱいあるが、私は今でもわからな

い。けれどもそんなことは気にならない。普通何か読んでいる時にそんなものにでくわす

ことはないし、私が話す時にそれを使えることを期待する人は誰もいない。外国語の学習

者の中にはまだその使い方も知らないのに早くスラングで表現したがる人がいる。ネイテ

ィブスピーカーでない人は正しい標準的な言葉で話すのが聞く人にとって一番耳に心地よ

いと思う。 
 
 
 

フランスの歴史はヨーロッパを形成した様々な人々の歴史である。人類

最古の絵画と彫刻のいくつかは南西フランスの洞窟の中にあり、それは

２万年もの昔のものだ。2000 年以上前のローマ征服時代には、フランス

は南部にはギリシャの植民地があり、北部には他の様々な部族がおり、

南西部には古代バスク人がいたが、ケルト語を話すガリア人が優勢を占め

ていた。ローマ人はその文明を持ち込み、特にフランス南部には今日でも

観光客が目にすることができその痕跡を留める円形劇場や道路や水道橋

などの土木施設を建造した。ローマ人はまた地中海の主要な伝統的食材を

持ち込んだ：パン、オリーブオイル、ワイン、である。 
 
遡れば殆どの国がそうであるようにフランスは人種のるつぼであった。こ

のことはフランス人の祖先に関する異なる神話に反映されている。ある時

はガリア人が祖先であると強調する。またある時はラテン民族のルーツを

誇り北部ヨーロッパ人よりも地中海地方の人々に共感を寄せる。かれらの

文学は確かにローマやギリシャの古典の影響を強く受けているが、クロー

ビス一世、ピピン三世、カール・マルテル、カール大帝といったフランス

の初期の英雄はゲルマン語を話すフランク族であった。 
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近代フランス文化の顕著な特徴は食べ物や飲み物への関心であるが、これはどんな社会階

層にあっても会話の主題となり得るものである。フランス人は何かのテーマについて優雅

にそして熱心に話すことを大きな楽しみとしている。 
 
フランスでの学習を終えてずっと経ってから、木材産業のトップの地位にいる日本人をフ

ランスの木材加工工場訪問ツアーに連れて行く機会があった。私の記憶に残っている出来

事はトゥールーズの近くのモダンなドアと窓の工場に到着した時のことだった。我々派遣

団はフランス人のホスト達が活発な議論をしているので何分も待たされた。日本人のツア

ー客は辛抱強く待っていたが、とうとう一体何の議論をしているのか知りたがったので、

フランス人のホスト達はお昼に何を食べるかという問題について議論をしているのだと説

明した。私は今でも古めかしい地中海風の別荘の外、松の木陰で食べた砂嚢の温サラダと

カスーレ（シチューの一種）の食事を思い出す。けれどもその工場の他のことに関しては

あまりはっきり覚えていないのである。 
 
他の言語でもそうだが、フランス語に関しては食べ物のことをよく知っていることがその

文化と言葉を学ぶ際の重要な部分になってくる。食卓を囲む楽しい雰囲気は最高の学習環

境になる。ローマの政治家であり弁舌家であったキケロは convivium（ラテン語：宴楽）

という言葉を「人生を分かち合うために友人達と食卓につくこと」と定義している。食事

を共にしながら人と交わりたいという欲求はあらゆる言語、文化で共通のことで、先史時

代に狩りの獲物を分け合ったことに源を発しているのは疑いの余地がない。それは人々が

互いに助け合っているという気持ちを強めるのである。私は貧しい学生だったからそんな

にしょっちゅう高級な料理を食べる機会はなかったが、南フランスをヒッチハイクしてい

る時、トラックの運転手にワイン付きのフルコースをご馳走してもらったことは何回もあ

る。そのあとかれらがどのように運転を続けたのかはちょっと謎であったが。今ではフラ

ンスでも飲酒運転への規制はずっと厳しくなっていることと思う。 
 
 
ヨーロッパでヒッチハイク 

 
当時の私が何十万マイルもヒッチハイクをしたのは確かだ。スペインからスウェーデンヘ、

ドイツからイタリアやその間に存在するあらゆる国へとヨーロッパ中を渡った。ヒッチハ

イクほど歴史や地理の知識を広げ、人々と出会い、言葉の練習をするよい方法はない。残

念なことにヒッチハイクはもう昔のようにたやすくできなくなっているが。 
 
私の宿泊先は本当に色々だった。大概はユースホステルに泊まったが、これは他の国から

来た旅行者と出会えるすばらしい場所だった。しばしばそれら同じ旅行者が次の目的地ま
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で車に乗せてもらおうと大きなリュックサックをプラタナスの木の陰に隠して親指を突き

出し道路に立っているのにでくわした。 
 
フランスアルプスから地中海へ向かうナポレオン街道の風の吹きすさぶ山側で凍えそうに

なって目を覚ましたことがある。翌日、ニースの海岸に辿り着こうかという頃やっとグラ

ースのラベンダーの咲く野原で暖かい太陽の下で昼寝をして体を温めることができた。私

は公園や排水溝や砂浜や実に様々なホテルで寝た。２回ほど、１回はドイツのボーリンゲ

ンで、もう１回はフランスのペルピニャンで地元の牢獄に宿を求めた。どちらでも快く朝

まで泊めてもらった。別に罪を犯したわけではないが、夜も遅かったし雨が降っていたか

らだ。警官は一緒にいられる人間ができて喜んでいるようだった。どちらの施設でも私が

唯一の客だったが、基本的な設備は整っており清潔だった。 
 
私の好きな行程はミディと呼ばれる南部フランスで、風変わりな石造りの村や、乾燥した

地中海地方の植物や、ローマ時代の遺跡、アブィニョン、ニーム、ア－ルなどの歴史的都

市があり、砂を敷いた町の広場で老人達がブール（鉄球を投げるゲーム）を楽しんでいた。

夏には気温がゆうに 40℃を越す土地である。 
 
そこからフランコ大統領の支配するスペインへ足を伸ばした。1960 年代はじめの私の大好

きな休日のヒッチハイクの目的地だった。スペイン語とフランス語は両方ともラテン語か

ら派生しているからボキャブラリーも文法も同じである。ほんの少しの勉強と読書をした

だけだが、毎日フレンドリーでおしゃべりなスペイン人と話しているうち私のスペイン語

はかなりのレベルに達するようになった。バルセロナに初めて行った時、混んだ市バスに

乗り込んだところ、人々の親切に圧倒されてしまった。私をリュックサックごと引き上げ、

ユースホステルの場所がわかるかどうか確かめ、それから地元のバーで飲み物を奢ってく

れたのである。みんなは腕の長さほどもある飲み口の付いた共用のワインピッチャーから

飲んだ。ワインは長い飲み口をずーっと流れてきて口の中に溢れ出るのだ。 
 
 

歴史と冒険に興味のある私の目にスペインはフランスと同じ位魅惑的な

人と文化の集まりに映った。バスク人、ケルト人、イベリア人、ギリシ

ャ人、ローマ人、西ゴート族、アラブ人、ベルベル人、ユダヤ人、そし

てジプシー（元々はインドから来た）などすべてが遺伝的、文化的、言

語的影響に貢献している。 
 
今日我々は中世ヨーロッパにおける偉大な教師は南スペインのアンダル

シア地方に見られる全世界的なアラブの文化であったということを忘れ



リングイスト(外国語に堪能な人) 

22 

がちである。スペイン北部のキリスト教徒がイスラムの南部を再び征服す

ると、ヨーロッパのあらゆる国からやって来た学者達がトレドその他の中

心部に集まりアラブの科学や哲学の文書を翻訳した。アラブ人はインドか

らスペインにかけての土地を征服するために砂漠から押し寄せてきた。そ

の途中でかれらはインド、ペルシャ、バビロニア、エジプト、ギリシャの

学問に触れ、それらを自分達の文化に吸収していった。かれらはまた唐時

代の中国と重要な商取引があり中国の科学や技術の知識があった。西洋の

科学、数学、医薬、音楽、建築、その他の学問分野はアラブの進んだ文明

との接触により多大な刺激を受けたのである。アンダルシアの優雅な建築

物や庭園を見た時、私はその栄光の頂点にあった「エル・アンダルス」を

頭に描こうとした。 
 
 
現在では、スペインは奇跡的な経済発展と建築ブームを経験し、私が 1960 年代にこの国

を訪れた時とは異なる場所になっているが、最初に出会った古いスペインにはその魅力が

損なわれることなく残っていた。私は７月 7 日のサンフェルミン祭の時にパンプローナを

訪れた。町中が三日間飲めや歌えの歓楽に盛り上がっていた。小さなバーやレストランな

どどこでもスペイン語を練習することができた。飲んだり騒いだりしていてもどこでも安

全だった。私はたいていパーティーには引きつけられたが命がけで雄牛と一緒に走るのは

断った。朝早く起きなければならなかったし。 
 
スペインは―特に南部は―印象の強い国である。強烈な太陽は、ひなたと日陰、木と花の

陰翳の濃さ、白い漆喰の家と乾いた土のオレンジがかった色の明るさ、それぞれのコント

ラストを浮かび上がらせる。当時私はこういう言葉を聞いた。「フランコに我慢できるのは

太陽のお蔭さ」どこでも人々は誇り高くそして友好的だった。私にはスペイン語によるコ

ミュニケーション能力があったからどんな飲み屋や居酒屋にも足を踏み入れることができ、

友達を作ることができたし、言葉のお蔭でかれらの文化をより広く知ることができた。 
 
 
60 年代のパリ 

 
旅を楽しんではいたが、私の主な目的は勉強だった。1960 年代初頭のパリは魔法の世界だ

った。私が住んでいたのはフォーブル・サントノーレ通りにある小さな暖房のない住み心

地の悪いアパートで、そのビルは 1789 年に建てられたものだった。私の部屋は 6 階にあ

りトイレは 3 階にあった。5 階の住人が家にいる時はいつもわかった。なぜなら私は台所

で小さな樽にお湯を入れて入浴していたからだ。お湯をこぼさないようにするなんてどう




