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Random Reflections on Christmas 
 
 

                   英語英米文学科専任講師   杉村 使乃 
 

  
く、より便利な場所へ大学が移転するため、キャン

パスも他へ売却されたらしい。あの立派なチャペル

はどうなるのであろうか。 

銀杏並木の葉も落ち始め、背の高い研究室棟の間

をビル風が通り抜けるようになると私が大学院の修

士課程まで過ごした大学では、クリスマス･ツリー

の点火祭が催される。私の大学は 1、2 年を東京の

郊外（電車で 50 分、そこからさらにバスで 30 分!!!）
のキャンパスに、そして 3、4 年、及び大学院は都

心にあるキャンパスに通う。大学一年生の頃、初め

てその点火祭なるものに参加してみた。郊外にある

キャンパスは、「森の里」という地名どおり山の中

にあり、周りには新しく誘致された企業の研究所が

あるだけだった。そのキャンパスが建てられた頃に

周りにも住宅地が開発され、点火祭には、そこから

やってきたらしい参加者の姿も見受けられた。クリ

スマス・ツリーやリースでいつもよりちょっとおしゃ

れしたチャペルの中には、パイプオルガンが鳴り響

き、おごそかにキャンドル･サービスが行われる。

クリスマス･ツリーの点火そのものは、スイッチ･オ

ンで電球が「ぱっ」とつき、「あっ」という間に終

わる。しかし、そこに至るまでの雰囲気作りがクリ

スマス気分を盛り上げてくれる。まだ新しいそのキャ

ンパスの樅の木はそんなに大きくなかったが、今で

はかなり大きくなったことだろう。しかし、この極

めて交通の便が悪いキャンパスの評判はすこぶる悪 

なんといっても盛大なのは、３、４年生が過ごす

都心のキャンパスにおける点火祭である。幼稚園か

ら大学院までが同じ敷地内にあるので、様々な年齢

層の人々が参加する。「カレシ」と「カノジョ」で

点火祭のキャンドル・サービスに参加することが「お

約束」だったらしいが、その季節はちょうど卒業論

文、そして大学院に入ってからは修士論文の仕上げ

に追いまくられる時期とも重なり、一度も参加した

ことがない。ハンドベルの音や聖歌隊の歌声、キャ

ンドル・サービスの華やかさと参加者の数は、山の

中にあったキャンパスで行われる点火祭の規模をは

るかにしのぐものであった。しかしながら私は、そ

の賑やかで楽しそうな眺めを横目に、さっさとクリ

スマス・ツリーのある植え込みの奥にたたずむ図書

館へと急ぐのであった。この古くからあるキャンパ

スにある樅の木はかなり大きい。この樅の木がある

植え込みはもともとは大学構内にある広場であった

が、何でも学生運動が盛んだった頃、学生が集まる

場所を無くすために大学側が作ったとか。点火祭の

後、クリスマスが終わるまでの少しの間、この樅の
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木は色とりどりの電球で飾り付けられ、学生たちだ

けではなく、キャンパスの前の通りを行き交う人々

の目を楽しませる。都市部では土地の有効活用が求

められ、この古いキャンパスにある「蔦のからまる

チャペル」も最近壊されて、見上げるような背の高

いビルに建て替えられ、真新しいチャペルが一階部

分に据えられている。 
今年（2002 年）の夏休み中、このキャンパスに立

ち寄り、大学図書館に向かった。見慣れない新しい

ビルの存在に違和感と、ちょっと寂しい気持ちを感

じたが、学生の頃のように図書館に入り、特に洋書

や雑誌のバックナンバーのある地下書庫にこもると

にわかに懐かしい感じがよみがえってくる。古い本

の匂いにつつまれて、ふと学生時代に考えていたこ

とや感じていたことを思いだした。自分の研究分野

の文献が並んでいる地下書庫は特にお気に入りの場

所で、あまり学部の学生がこないその場所で、立ち

並ぶ書棚の間を自由に散策し、新しい文献を発見す

るのは今でもちょっとした冒険である。昔のように

明り取りの窓のそばにある机に陣取り、その日発見

した文献
え も の

に目を通す。そんな風に一人になれる時間

が今ではとても貴重だけれども、学生時代は点火祭

のクリスマス･キャロルをここで一人、ちょっぴり

うらやましく聞いていたこともあったんだろうな

あ･･･。古い本の匂いのたちこめる、ぎっしりと本

のつまった地下書庫にいると、自分が本当にちっぽ

けに感じられ、まだまだ私の「冒険」は、この大い

なる知の海の中に乗り出したばっかりなのだと思い

知らされる。図書館は実用的な情報収集の場所であ

ると共に、私にとっては象徴的な場所でもあるのだ。 
 実際に経験するよりも、本を通して経験すること

の方が多かった気がする。あるいは自分の経験や気

持ちを、ある本を通して思い出したり、「こういう

ことだったのね」と理解したりすることもある。私

のクリスマスに関する思いも、自分の経験よりもむ

しろ活字から入ってくる情報によって作られている

部分が大きいと思う。クリスマスが近づくといつも

思い出す詩がある。 
 
little tree 
little silent Christmas tree 
you are so little 
you are more like a flower 
 
who found you in the green forest 
and were you very sorry to come away? 
see  I will comfort you 
because you smell so sweetly 
 
i will kiss your cool bark 
and hug you safe and tight 
just as your mother would, 
only don’t be afraid 
 
この e.e.カミングスの詩に初めて出会ったのは、学

部の「アメリカ現代詩」の授業だった。ウッディ・

アレンの映画の中にでてきたカミングスの詩が印象

的だったので、4 月の履修登録の時、シラバスでカ

ミングスを取り上げる授業をみつけ、履修した。こ

の詩を読むと、キーンと張り詰めた冬の森の匂いが

思い出される。赤レンガで囲われたキャンパスの中

は都心であっても木々が多かったが、この都会の「森」

とはあきらかに違う本当の森の匂いが無性に懐かし

く思い出されたものである。この詩で面白いのは、

森で切り倒され、運ばれてきた樅の木がまるで人間

のように、特に女性のように喩えられていることで

ある。女性がアクセサリーやドレスを身につけるよ

うにその樅の木は飾り付けをほどこされる。 
 
put up your little arms 
and i’ll give them all to you to hold 
every finger shall have its ring 
and there won’t be a single place dark or un-
happy 
 
then when you’re quite dressed 
you’ll stand in the window for everyone to see 
and how they’ll stare! 
oh but you’ll be very proud 
 
美しく飾り付けられたクリスマス･ツリーは窓辺に

飾られ、窓の外を行き交う人々の目に触れる。この

クリスマス･ツリーの「窓辺に立つ、着飾った女性」

のイメージから、「飾り窓の女たち」つまり「娼婦」

をイメージするのは難しくないだろう。「クリスマ

ス･ツリーとはすなわち、イエス･キリストの側にい

たもう一人のマリア、マグダラのマリアなのだよ･･･」

とは私のアメリカ現代詩の先生の解釈である。作者

のカミングス自身はパリのキャバレーに足繁く通い、

そこで出会う女たちを愛した人物である。そして彼

は華やかな女たちの中に、なにかしら“sacred”なも

のを見いだしたのであろう。カミングスの詩の表記

は、大文字を使わないことで有名であるが、「大文

字の『私』（“Ｉ”）ではなく、小文字の『わたし』(“ｉ”)
の方が僕のようなちっぽけな男にはぴったりだ」と

いうカミングスの言葉は、色んな事物を、自分を中

心に位置付ける『私』（“Ｉ”）の目線からではなく、

自分をマージナルな立場に置く『わたし』(“ｉ”)の目

線から見ることの大切さを私に教えてくれた。 
この詩を私に教えてくれた人はもうこの世にはい

ない。前期の授業の終わりに「これからヒマラヤへ

行く」と言って先生は元気に旅立った。山と詩とオー

ディオをこよなく愛するその先生は、登山中に患っ

た病気が元で帰らぬ人になってしまった。後期に入っ

て、先生の授業は代講になり、私はその授業に行か

なくなった。病気と聞き、お見舞いのお手紙を書い

たが返事はこなかった。そしてある日、先生の息子

さんから黒枠のはがきを貰った。 
クリスマスが近づくと我が家でもプラスチックの

クリスマス･ツリーを出す。一年の間、暗い箱の中

で眠っていたオーナメントを取り出すと、私のよう

な世俗的な人間でも、普段は忘れかけている何かし
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 ら自分にとって“sacred”なものが思い出される。そ

して身の周りの変化もめまぐるしいものがあった一

年だったけれども、変わらないものや変わらない気

持ちもあることに気づく。ましてや雪が降れば、そ

の思いはなおさら強くなるのである。 
 

… the snow falling faintly through the universe 
and faintly falling, like the descent of their last 
end, upon all the living and the dead. 

(from “The Dead” in James Joyce’s Dubliners ) 

 
 

 テスの２つのイメージ 
Tess of the D’Urbervilles by Thomas Hardy 

 
英語英米文学科 4 年 三富 香子 

 
 2001 年のゼミではトマス・ハーディの『テス』を

取り上げました。私はゼミでこの作品と出会う前に

一度映画を観ていましたが、そのときの印象は、｢暗

いなあ、やりきれないなあ…｣というものでした。

貧しさゆえに奉公に出て、奉公先の息子にレイプさ

れ、その過去に起こった出来事によって愛する人に

捨てられてしまう。その後再びレイプした男の手に

落ち、愛する人の元に帰りたい一心でその男を殺す。

そして愛する人との数日間の逃亡の後、絞首刑とな

る。ヒロイン、テスが辿る人生は、ドーセットの郷

愁誘う風景とあいまって、まさに「悲劇」という感

じで、私の心に重苦しくのしかかってきました。そ

んなわけで、ゼミで『テス』を取り上げると聞いて、

一抹の不安（？！）がよぎったのでした。 
 けれども、実際に作品を読んでいくと、ただ暗い

だけの物語でないことに気付きました。確かにテス

は頼りない両親や、貧困や、レイプされた男につき

まとわれるなどのどうしようもない困難を抱えてい

るけれど、彼女は思ったよりも逞しく、自分の困難

な状況に流されてばかりはいないのです。テスは自

分の生活を自らの手で切り開こうとしていきます。

そのテスの生きていこうとする姿勢が印象に残りま

す。そして、この作品を読むのに様々な視点や読み

方があることにも気付きました。「テスはレイプさ

れたのか、それとも誘惑されて彼女の合意が（ある

程度）あった上で男の手に落ちたのか」という問い

は、それまで考えたこともなかったので、目から鱗

という感じでした。『テス』には、個人と社会、人

工的なものと自然、肉体と精神など、19世紀的な様々

な対立が描かれていることも印象深い点です。彼女

が生きる 19 世紀イギリスの社会における「キリス

ト教」や、自分の中にある信仰に疑いを抱く点にも、

この時代の人々の苦悩が見て取れます。また、『テ

ス』では、風景やテスの容姿の描写が豊かです。そ

うした描写が意味を含んでいたり、何かを表したり、

象徴したりして、物語を読み解く上での鍵となった

りします。 
 作品の中に、際立って鮮やかな印象を残す場面が

あります。テスをレイプする男、アレクが果樹園で

テスにたくさんの苺を自らの手で彼女に食べさせ、

彼女をたくさんの薔薇で飾る場面です。苺と薔薇に

よって溢れかえる赤という色彩は強い印象を与えま

す。『テス』にはヒロインの容姿など、赤に関する

描写が多いのが興味深い点です。私はこの場面をは

じめ、テスを描写する上で使われる赤という色に興

味を持ちました。 
 私は、テスを彩る赤はテスの美しさ、そして肉体

的、性的な魅力を表していると感じました。美しさ

や、肉体的な魅力は女性のひとつのイメージでもあ

り、テスにもそのイメージが与えられています。け

れども、そのイメージによってテスはレイプの犠牲

となるのです。こうした赤のイメージを持つ一方で、

テスは白いイメージも持っていることに気付きます。

それは、冒頭に現れるメイデイのダンスにおける白

いフロック姿のテスに象徴されるようなイメージで

す。テスの面影には幼さやあどけなさが残り、その

性質は初々しく控えめであり、献身的な愛情をそな

えています。このテスの純粋な性質は、テスに白い

イメージを与えています。しかし、この白のイメー

ジもまた、テスを悲劇へと導いていくのです。 
 テスをレイプの犠牲としたのは赤のイメージでし

たが、そのテスに無情で不当な裁きを加えるのは、

白の価値観に基づいて女性、そしてテスを見る社会

と、彼女の夫エンジェルでした。ヴィクトリア朝に

は、女性を天使に喩えて理想化し、女性を精神的に

も肉体的にも抑圧するような価値観がありました。

テスはその価値観の犠牲ともなったのです。テスが

持つ赤と白の２つのイメージは、どちらも女性を表

すイメージでもあります。テスのイメージがもたら

す悲劇は、｢女｣という性が抱える問題を提示しても

いるのです。 
 一年かけて『テス』を読み、『テス』が様々な視

点を持って読めること、単に重苦しいだけの悲劇に

とどまらず、読み解き、考える面白さを持っている

ことを知りました。『テス』とともに歩んだ１年は

実りあるものでした。 
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新 着 図 書  
 
今 月 は 、 ド イ ツ ・ フ ラ ン ス 文 学 の 図 書 を 特 集 し て み ま し た 。  
 
ドイツ文学 
◇Buchner, Georg Georg Buchner Samtliche Werke 

◇Grass, Gunter Das Literarische Werke 

◇Kafka, Franz Franz Kafka Kritische Ausgabe 

◇Wolf, Christa Christa Wolf Werke 

◇Ｊ．Ｇ．ヘルダー『ヘルダー旅日記』 

◇Ｊ．Ｐ．へーベル『ドイツ暦物語』 

◇エッカーマン『ゲーテとの会話』 

◇エルフリ－デ・イェリネク『ピアニスト』 

◇ゲルハルト・ロート『ウィーンの内部への旅』 

◇トーマス・ブルスィヒ『ピッチサイドの男』 

◇トラークル『トラークル全集』 

◇トリスタン・ツァラ『ツァラ詩集』 

◇ノヴァーリス『ノヴァーリス全集』 

◇フォルカー・ブラウン『本当の望み』 

◇フランツ・カフカ『夢・アフォリズム・詩』 

◇ヘルダーリン『ヘルダーリン全集』 

◇ベルトルト・ブレヒト『ブレヒトの写針詩』 

◇マルセル・ライヒ＝ラニツキ 

『わがユダヤ・ドイツ・ポーランド』 

◇ムージル『ムージル著作集』 

◇メーリケ『メーリケ詩集』 

◇ロベルト・シュナイダー『眠りの兄弟』 

◇横田忍『赤ん坊殺しのドイツ文学』 

◇鎌田道生編『ムージル思惟する感覚』 

◇山口四郎『ドイツ詩必携』 

◇小黒康正『黙示録を夢みるとき』 

◇野口芳仔『グリム童話と魔女』 

 

フランス文学 
◇アベ・プレヴォ『マノン』 

◇アラン・フルニエ『さすらいの青春』 

◇アレクサンドル・デュマ 

『モンテ＝クリスト伯』・『三銃士』 

◇アロイジウス・ベルトラン『夜のガスパール』 

◇アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグ 

『すべては消えゆく』 

◇アンドレ・ブルトン 

『ナジャ』・『ブルトン詩集』・『処女懐胎』 

◇ヴィクトル・セガレン 

『エグゾティズムに関する試論』・『セガレン著作集』 

◇ジャン・コクトー『おかしな家族』 

◇ジャン・ジオノ『屋根の上の軽騎兵』 

◇ジャン・ジュネ『ジャン・ジュネ詩集』 

◇ジュール・ヴェルヌ『二十世紀のパリ』 

◇ジョルジュ・ベルナノス 

『悪魔の陽のもとに』・『田舎司祭の日記』 

◇テオフィル・ゴーチエ『若きフランスたち』 

◇ピエール・ドリュウ・ラ・ロシェル 

『ドリュウ・ラ・ロシェル日記』 

◇フロベール他『サロメ誕生』 

◇ボリス・ヴィアン『ボリス・ヴィアン全集』 

◇マルグリット・デュラス 

『アウトサイド』・『これで、おしまい』・『愛人(ラマン)』 

◇マルセル・シュウォッブ『少年十字軍』 

◇ミシェル・レリス 

『オランピアの頸のリボン』・『ミシェル・レリスの日記』 

◇モーパッサン『ミス・ハリエット』・『ロックの娘』 

◇ユルスナール『ユルスナール・コレクション』 

◇ラファエル・コンファン『朝まだきの谷間』 

◇ルナアル『にんじん』 

◇ルネ・シャール『ルネ・シャール全詩集』 

◇ルネ・バリバール『フランス文学の歴史』 

◇レーモン・クノー『文体練習』 

◇ロベール・アンテルム『人類』 

◇吉田城『神経症者のいる文学』 
◇出口裕弘『帝政パリと詩人たち』 
◇長谷川富子『モードに見るプルースト』 

 

 

 

事務室から 
 

図書館長 柴沼 晶子 

 
 敬和学園大学のクリスマス･ツリーも先月末に点火

され、１３日には大学の蜀火礼拝を終えたキャロリ

ング隊が新発田の教会や病院に向かって出発するこ

とになります。 
杉村先生のクリスマスの時宜に適ったエッセイに、

それぞれがクリスマス物語の思い出を重ねられるこ

とでしょう。ここに載せられたカミングスの詩に生

誕物語とは縁遠いと思っていたマグダラのマリアの

姿が「新たな愛」の始まりの象徴としてクローズ･

アップされます。 
ところである授業で「英語の１人称主格の“I”が

何故大文字なのか」という問題を毎年問われるそう

ですが、その点でもこのエッセイは興味深く読まれ

ることでしょう。 
 今回はゼミで取り組まれたハーディ－の『テス』

を独特の視点から論じられた卒論の要旨を４年生の

三富さんに書いていただきました。１９世紀英文学

の古典を現代の、そしてまた普遍的なテーマで読み

解いた意欲的な論文に、今年の卒論発表会は他の力

作とともに期待できそうです。 
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