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会員の近況より 

＊今回は 2018 年度に退職された伊東一郎先生に近況についてご寄稿頂きました。また、大

学院修士の 1 年生（德永智紀さん、西角美咲さん）、2 年生（飯濱碧輝さん）には大学院露

文コースの授業の様子やオンライン授業の感想などについてご寄稿頂きました。 

 

退職後二年が経って（上） 

伊東 一郎 

 

 退職してから 2 年が過ぎたので、その間何をしていたのか書いて欲しい、という Вести

紙からの依頼があった。改めて振り返ってみるが、何もしないうちに瞬く間に時が過ぎて

しまった、というのが実感で、お恥ずかしい限りである。退職直前はご想像のように研究

室を埋め尽くしていた本の整理と処理に追われた。この本を一体どうしよう、という危機

感だけは持っていたので、在職最後の一年間はこれからの余生の間に読みそうもないもの

で早大図書館に所蔵されていない書籍を図書館に次々と寄贈していった。若い研究者たち

に譲った本も少なくないが、しかしそんな焼石に水のような作業によってバベルの塔のよ

うな研究室の風景に変化が見えるはずもなかった。次第に退職の日が近づいていき、焦り

つつ段ボールに本を詰める毎日が続いた。その際に本の整理を手伝って下さった若い皆さ
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んには心からお礼を申し上げたい。 

 やっとのことで本を送り出すと、当然のことながら今度は我が家が研究室から送られた

段ボールの山となった。今度は改めて家での蔵書整理が始まった。我が家から歩いて 5 分

のところにある吉川市立図書館が蔵書に優れていることに遅ればせながら気づき、そこで

読める和書は手放すことにした。露文関係のものは後ほどまとめて露文コースに寄付する

つもりでいる。整理の作業は続いているが、やっと先が見えてきた。 

 退職前から退職後にかけての仕事が一つあった。『ガリツィアの森 ロシア東欧比較文

化論集』の出版である。定年まで本らしい本も出していなかった私のために早大比較文学

研究室が企画を立てて下さり、同研究室の小林路易基金を受けて出していただけることに

なったものである。編集は私のゼミでイワシキェヴィチで修論を書いた水声社の板垣賢太

君が引き受けてくれることになり、比較文学研究室室長の源貴志先生にもたいへんお世話

になった。この本は、2019 年 10 月の日本ロシア文学会全国大会までには出したかったのだ

が、出版はそれに間に合わず 11 月になってしまった。懇切丁寧な行き届いた書評を八木君

人さんに『ロシア文化研究』に書いていただけたのは、嬉しいことだった。小林路易基金

には実は柳富子先生からのご寄付も含まれているので、お礼方々、先生にもこの本をお届

けした。改めて私が色々な先生方に物心両面でお世話になっていることに思いを馳せたこ

とだった。 

 この著書をまとめながら見えてきたのは、私にとってのスラヴ学、文芸学、音楽学、言

語学、文化人類学、記号論といった人文科学の複数の領域の相互関係である。自分が今ま

で書いてきたものをどうお互いに関連づけるか、ということをこれからゆっくりと考えな

がら、次の本の目次を組み立てていきたいと考えている。これは私のこれからの課題であ

る。 

 さて、退職後の私に残されたもう一つの大きな懸案がある。バフチンの『ドストエフス

キーの詩学の諸問題』の改訳の仕事である。もう遥か昔のことになるが、1995 年の秋に亡

くなられる直前、ホスピスに入られていた故新谷敬三郎先生から私に電話があり、新しい

水声社版の『ミハイル・バフチン全著作』に入れるために新しい訳を作って欲しい、と直々

の依頼があった。日本におけるバフチン紹介の先鞭をつけられたのが新谷先生だったが、

1968 年に新谷先生の訳『ドストエフスキイ論 創作方法の諸問題』を出版した冬樹社は 1986

年に廃業しており、この訳はもはや手に入らない状態だった。佐々木寛さんの協力もいた

だきながら忙しさにかまけて改訳の仕事が遅々として進まないうちに四半世紀が過ぎ、私

もいつかその時の新谷先生の年になっていた。振り返って見れば、1929 年の『ドストエフ

スキーの創作の諸問題』の増補改訂版として『ドストエフスキーの詩学の諸問題』が刊行

されたのは 1963 年のことで、そこには彼の画期的なラブレー研究や、1930 年代の小説論の

成果が反映されている。しかし彼のラブレー論が刊行されたのは、この増補改訂版の出版

の後の 1965 年、彼の小説論がまとまって刊行されたのは更に遅れて 1975 年であり、新谷

先生はそれらの著作を参照できぬまま、いわば手探りでこの翻訳を完成されたのだった。

それだけにやむを得ないことではあるが、新谷先生の訳にはやはり手を入れねばならぬ箇

所が多々ある。特にバフチン独特の文体論が展開されている第 5 章「ドストエフスキーの

言葉」の訳に問題があり、先生の訳では、『小説の言葉』でのバフチンの小説言語論との

関連が見えてこない。しかしそのことに気づかせて下さったのも実は新谷先生だった。新



3 

 

時代社版の「ミハイル・バフチン著作集」の一冊として『小説の言葉』の翻訳をするよう

に私に勧めて下さったのが新谷先生だったのである。それ故にこの改訳の仕事は新谷先生

からの宿題であるだけでなく、完成させることが先生に対する私のお礼になるだろう、と

私は考えている。 

 さて振り返ってみれば、退職した 2019 年は何事もなく過ぎ、秋に早稲田で開催された日

本ロシア文学会全国大会には私も顔を出した。初夏の文学部の露文合宿にも参加していた

のだが、年が明け 2020 年になると世界的なコロナの感染拡大が始まり、直に人と会う機会

がなくなってしまった。藤沼敦子先生の「ヘラルドの会」の主催によるロシア文学読書感

想文コンクール「私のトルストイ」には今年も引き続き審査員として参加したが、コンク

ールはオンライン開催となってしまった。地元で毎年開催していた「音楽玉手箱」という

手作り音楽会はなんとか開くことができたのだが、私が関わっていた幾つかのイベントも

中止になってしまった。この二年間で私が海外に赴いたのは一度、グリークラブ現会長の

長崎先生が同行できず前会長の私が引率のために団長として同行した 2019 年 8 月のグリー

クラブ上海演奏旅行だけであった。その時には中国からまもなくコロナウィルスがやって

くるとは思いもしていなかった。2020 年 5 月に音楽家 3 人とザグレブを訪れる計画があっ

たが、それも中止となった。 

 そのようなこともあったが、私の退職後の日常はもともと在宅の仕事に明け暮れていた

ので、基本的にコロナ感染拡大後も変わることなく、蔵書の整理をしながら毎日読み、書

くのが日課だった。かねて左眼の視力が極単に悪かったのだが、昨 2020 年度末に白内障の

手術をしてから、頭はともかく目の調子だけはすこぶるよい。よくなった目で見回すと、

いまさらながら如何に積んどくだけになっていた本の多いことかを痛感する日々である。

通勤がなくなっただけ運動量は確実に減り、ほっておくと家に篭り気味になってしまうの

で、なるべく歩くようにしている。また授業からも会議からも解放され、時間だけはある

ので、在職中に気になっていたが、忙しくて手がつけられなくなったテーマにもぼちぼち

取り組み始めた。それについてはまた改めて次号に書かせていただく。 

（早稲田大学名誉教授） 

 

 

オンライン授業による生活の変化 

飯濱 碧輝 

 

修士課程 1 年目、2020 年度に履修した授業の殆どは、ビデオ通話サービスを通じて行わ

れた。毎回の授業にあたって教員の方々は多くのことに気を配られていることと推察し、

敬服の念に堪えない。一方で、私はノート PC の前に座っているだけで、特別な工夫はして

いなかった。ただ、PC の画面と向かい合って授業を受けることは、私にとっては新しい習

慣であり、それまでの学業生活を一新した。 

一言でいえば、PC が身近な道具になったのだ。まず、論文や詩を画面上で読むことに慣

れ、次第にワープロソフトで要約や整理を行うようになった。学部生の時は、鉛筆を紙に

当てなければ、まともに思考することができないと思い込んでいた。研究ノートではなく、

多様な種類の裏紙や画用紙に書き込んでいたため、当時の記録は非常にかさばるばかりで、
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振り返って参考にすることは困難だった。ただ、画面を見ながらの長時間の作業に身体は

慣れていないため、相変わらず、PC を開く前に鉛筆とノートで書く内容を準備しなければ

ならない。 

ただ、現在までに身につけた記録方法は結局のところ我流であって、研究に役立つもの

としては、近しい院生にも紹介できない。それぞれの研究の対象や方法によって、最適な

研究記録の方法は異なると思われるが、無駄な骨折りを続けるわけにはいかない。特に研

究活動を始めたばかりの学部生や院生は、月に一度、研究への臨み方を考え直し、先達に

アドバイスを乞うてみるべきなのかもしれない。 

研究活動の準備について愚見を述べるのはここで止めにして、最後に、ビデオ通話サー

ビスを利用して授業や研究発表を拝聴してきた感想を述べさせていただきたい。特に院生

や学部生の間では、背景やプロフィールに画像を設定することが積極的に行われていない。

設定の必要性をこれまで感じてこなかったのだが、よく考えると、設定しないことで画面

が単調になっている。直接会って話す時には認識できるが、画面上では均質化されてしま

う差異が多くあるのではないか。ビデオ通話流の簡素化された作法に慣れきってしまわな

いよう、意識的に自分自身の画面への見せ方を変革していくべきなのかもしれない。 

（大学院修士 2 年） 

 

 

大学院に進学して 

德永 智紀 

 

 大学院に進学しておよそ１ヶ月が過ぎ去ったところだ。たった１ヶ月しか経っていない

といえども、自分の学部生時代の生活と比べれば（昨今の感染症の流行を無視しても）大

きく違いを感じるものである。 

というのも自分の学部時代の生活と言えば、露文とは全く関係のない社会科の教職課程

をとっていたものだから、ロシア関係の授業もそこそこにほとんどが教育や社会科に関す

る授業ばかり受講する５年間であった。しかも社会科というのは他教科に比べて必要な単

位数が多く、毎年、毎学期、朝から大学に行って晩まで授業を受け、帰れば課題をこなし

て寝る生活。ただそれだけの繰り返しと言えば繰り返しで、あまりにも自分が露文で何を

しているのか分からなくなっていたこともあり、途中１年間モスクワに留学するなどもし

てみた。そんな中で学部最終年にもなって大学に通うこともできない情勢になってみると、

自分が大学で何をしているのかよく分からない感覚、やる気のなさとも言うべきものが輪

をかけて強くなったもので、なんだか流されるままに卒業してしまった。 

 何かをしようというわけでもなく、ただ学部時代に特に何もしてこなかった反動とでも

言おうか、教職課程から解放されているのだから何かはできる可能性はあるだろうと思い、

なんとなくで大学院に進学してみた。この頃になると一応大学には通ってもよいというこ

とになっていた。するとこれが不思議なもので、実際に大学へ通うようになってみるとな

かなかどうしてやる気がわいてくるものである。やはり周囲の環境というのは案外ばかに

ならない影響があるものなのかもしれないと実感する今年度の始まりであった。さらには

今までのように授業詰めでもなく、院生たるものこの時間を活用して研究を進めよという
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ことだろうが、自分のために使える空いた時間の多いことと言ったら、本当にこれでいい

のかと疑ってしまうである。 

 とりとめのない文章となってしまったが、つまり大学（あるいは大学院）で何ができる

か、何をすべきか考える院進学であったと思う。          （大学院修士 1 年） 

 

 

これまでとこれから 

西角 美咲 

 

筆者は本年 4 月、某国立大学から早稲田大学に進学した。新型コロナウイルスの影響に

より、昨年度（学部 4 年次）は全ての授業をオンラインで受けることになった。また、居

住地の事情により通学に際して県境を越えざるを得ないこともあって、図書館等へ行く回

数も極力減らした。 

大学院に進学すると、学校の方針によって久々に対面授業を受けることになった。書籍

や論集が雑多にあるコース専用の部屋、廊下から学生たちの声が聞こえる教室、先生の研

究室、何よりも他人がいる環境下で机やパソコンに向かうのが新鮮だった。頑丈なアクリ

ル板や点在するアルコール消毒液が疫病の流行を示しているし、新入生歓迎会もオンライ

ンでの開催となったが、良い収穫を得ることができたと感じている。ただし、友人が感染

者の濃厚接触者になったり、アルバイト先の営業時間が変化したり等、身の回りでもコロ

ナ禍に伴う変化があり、現状が継続するかどうかは未知数である。 

筆者の現在の研究テーマは、中世ロシアの旅（主に巡礼）の記録である。そして、特に

注目しているのは旅における人間関係である。例えば巡礼に際して、ロシアで最初の巡礼

記録を残した修道院長ダニイルは、当時のエルサレム王国の国王の援助を得ており、また

彼には腕の良い案内人が付き添っていた。巡礼において、自己完結的な内心の変化や成熟

はもちろん重要なものではあるが、旅は決して一人では成し得ず、多方面からの助力や協

力関係が必須である。まして彼の生きた時代ではなおさらである。まずは巡礼記を読み、

書き手を取り巻く人間関係を把握し、他の記録とも比較したい。ゆくゆくは先行研究を踏

まえたうえで、巡礼記、旅行記というジャンルを文学上での理解にとどまらず、「巡礼」

「旅」といった行為側の三次元的な観点からとらえたい。「旅」を時代や分野にとらわれ

ず、多角的に分析できるようになることが最終的な目標である。   （大学院修士 1 年） 

 

 

2021年上半期会員の新刊情報（2021年 5月 10日調べ） 

 

五木寛之著『こころの散歩』新潮社 (2021/3) 

五木寛之ほか著『Day to Day』講談社 (2021/3) 

五木寛之著『心が挫けそうになった日に』新潮社 (2021/2) 

岩浅武久訳、レスコフ著『左利き』(レスコフ作品集 1) 群像社 (2020/2) 

海野弘著『366 日物語のある絵画』パイインターナショナル (2021/4) 

海野弘著『ロンドンの誘惑 1970's ロンドン・カルチャーの世界』パイインターナショナル
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(2021/2) 

海野弘著『武蔵野マイウェイ』冬青社 (2021/2) 

海野弘著『366 日風景画をめぐる旅』パイインターナショナル (2021/1) 

岡田和也訳、ミハイール・プリーシヴィン著『朝鮮人蔘』未知谷 (2019/12) 

沓掛良彦著『オルフェウス変幻』京都大学学術出版会 (2021/1) 

東海林さだお著『大衆食堂に行こう』大和書房 (2021/4) 

東海林さだお著『バナナの丸かじり』文藝春秋 (2021/4) 

関千枝子ほか著『ヒロシマ対話随想 続(2018-2020)』西田書店 (2021/3) 

多和田葉子著『オオカミ県』論創社 (2021/4) 

多和田葉子ほか著『多和田葉子の〈演劇〉を読む：切り拓かれる未踏の地平』論創社 (2021/1) 

村山久美子監修、Cuvie 著『絢爛たるグランドセーヌ 17』秋田書店(チャンピオン RED コ

ミックス) (2021/2) 

松本妙子訳、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著『チェルノブイリの祈り：未来の物

語 完全版』岩波書店(2021/2) 

三浦清美訳・解説『キエフ洞窟修道院聖者列伝』松籟社 (2021/3) 

三木卓訳、アーノルド・ローベル著『ふたりはずっと：かしこいちえのことばしゅう』文

化学園文化出版局 (2021/3) 

三木卓訳、アーノルド・ローベル著『かえるの哲学』ブルーシープ (2021/2) 

 

＊著書を上梓された会員の方は、ぜひ編集部までご一報ください＊ 

 

『ロシア文化研究』第 28号のご案内 

 

 2020 年度の早稲田大学ロシア文学会会誌『ロシア文化研究』第 28 号が 2021 年 3 月末に

刊行されました。本号をご希望の方は、「早大ロシア文学会維持会員制度についてのお願

い」をご覧の上、同封の払込用紙の通信欄に「第 28 号希望」と記し、維持会費としてお振

込みください（原則として、本誌は維持会員の方々にお分けしております）。 

 

『ロシア文化研究』第 28 号目次 

【論文】 

三浦清美  ノヴゴロド点景そのほか 

坂庭淳史  「考える葦」をめぐって――チュッチェフとパスカル 

粕谷典子  チェーホフにおける信仰と身体 

東出 朋  許可求めマーカーとしての можно の発達 

――副詞的用法と助詞的用法の語用論的分析―― 

【特別寄稿】 

諸星和夫  シメオン・ポーロツキイ研究の歴史と課題 

―古典化の経緯と『韻文詩篇』の取り扱いをめぐる問題点について 

【回想――露文 100 周年に寄せて】 

笠間啓治  思い出すことども 
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川崎 浹  パルタイ 夢幻の人びと 

高野雅之  露文にいたころ 

【書評と紹介】 

 石川顯法  岡田和也著『ハバーロフスク断想 承前雪とインク』（未知谷 2020 年） 

 

早大ロシア文学会維持会員制度についてのお願い 

 

 早大ロシア文学会の「維持会員制度」は、すでに多くの方々からのあたたかいご支援を

頂戴しております。おかげさまで、毎年『ロシア文化研究』を発行することができており

ます。『ロシア文化研究』発行の他にも、ニューズレター「ヴェスチ」の発行・送付、春

季公開講演会の諸費用等にも、皆様より寄せられた会費が充てられております。 

 この制度は、会員の方々から広く「維持会員」を募り、維持会員になって頂いた方には、

その年度の『ロシア文化研究』を年度末の発行に際して 1 冊お送りするという制度です。

学会誌・ニューズレターの発行、講演会の諸費用等は大学からの補助だけではまかないき

れません。会員の皆様には、本学会が担い続けている、日本のロシア文化研究の中心的役

割をお察しのうえ、ぜひともご支援をお願い申し上げる次第です。一人でも多くの会員の

方々からご支援を賜りますよう、お願いを申し上げる次第です。維持会員になっていただ

けます方は、以下の要領にてご送金くだされば幸いです。 

 

（1） 年会費は 1 年につき 2,000 円となります。 

（2） 維持会員費納入には、同封の郵便振替用紙をご利用ください（口座番号 

00160-7-87172 加入者名 早稲田大学ロシア文学会）。差出人欄には、住所と氏名

だけでなく、郵便番号と電話番号も必ずお書きください。 

（3） 複数年のお振込みをいただいた方には、自動的にその年度発行分以下、『ロシア文

化研究』を、発行され次第、順次、送本申し上げます。 

（4） 『ロシア文化研究』は、年度末に発行されます。従いまして、前年度の『ロシア文

化研究』をご希望の方は、振込用紙の通信欄に、その旨、お書き添えください。 

少しでも多くの皆様のご協力とご支援を重ねてお願い申し上げます。 

 

 

学会だより 
 

○ 2021 年 3 月に文学部ロシア語ロシア文学コースから 13 名が卒業しました。文学研究科

ロシア語ロシア文化コース修士課程の修了者は 2 名でした。博士後期課程の修了者は

いませんでした。 

○ 2021 年度の文学部ロシア語ロシア文学コースへの進級者は 16 名、学士入学者は 1 名で

した。文学研究科ロシア語ロシア文化コース修士課程への入学者は 3 名、博士後期課

程への入学者は 1 名でした。 

 

＊ヴェスチに情報掲載を希望される方は、編集部まで原稿をお寄せください＊ 
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 2021年度春季公開講演会・総会のお知らせ   

 

早稲田大学ロシア文学会では、6 月 19 日（土）に 2021 年度春季公開講演会・総会を

行います。今回はドストエフスキー生誕 200 年を記念し、翻訳『詳註版 カラマーゾフ

の兄弟』（水声社、2020 年）を上梓された杉里直人氏（ロシア文学研究家・翻訳者）

に「言語芸術家ドストエフスキー：『カラマーゾフ』翻訳後に考えたこと」と題して、

また斎須直人氏（日本学術振興会特別研究員）に『ドストエフスキー生誕 200 年に際し

て：最近の学会、文化イベントなど』と題してご講演いただきます。 

なお、総会は講演会終了後に引き続き執り行います。皆様のご参加を心よりお待ちし

ております。 

 

●講演会 

 

日時  2021 年 6 月 19 日（土） 

    午後 13 時から 15 時 

 

会場  オンライン開催（Zoom） 

＊講演会への参加を希望される方は、6 月 17 日（木）までにメールにて露文コ

ース（robun@list.waseda.jp）へ御氏名・御連絡先をお知らせ下さい。講演会前

日（18 日）に、講演会参加用の Zoom ミーティングの情報をメールにてお知ら

せいたします。 

 

●演題 

 

齋須直人氏（日本学術振興会特別研究員（早稲田大学）） 

「ドストエフスキー生誕 200 年に際して：最近の学会、文化イベントなど」 

 

杉里直人氏（ロシア文学研究家・翻訳者） 

「言語芸術家ドストエフスキー：『カラマーゾフ』翻訳後に考えたこと」 

 

 

●総会 

 

日時・会場  講演会終了後、同じ Zoom ミーティングにて開催します 

 


