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第 237回　2008年 6月 25日
「生きることと語ること
―自閉症の視点から見た自己と世界」

川本玲子

　文学批評においては構造主義の衰退とと
もに周縁化されてしまった感のある物

ナラトロジー

語論
研究だが，八十年代以降，心理学，哲学，
精神医学，脳神経学などの分野において学
際的に再考されてきている。ジェローム・
ブルーナー，オリバー・サックス，ダニエ
ル・デネットらは，特に人間の経験や記憶
における語りの重要性に着目し，我々は自
己や経験について語るのではなく，語りを
通じて経験を構築し，自己を形成すると考
える。本稿では，こうした新たな物語論の
可能性を考える契機として自閉症の症状に
注目することで，いわゆる定型発達の現実
認識を支える情報処理プロセスが，あらゆ
る段階で言語的な物語化を目指しているこ
とを示した。
　自閉症と定型発達の認知パターンの決定
的な違いを示す興味深い例として，四十年
代に行われたフリッツとハイダーによる心
理実験が挙げられる。一辺の一部が開いた
長方形の内外を三角形と円形がくるくると
動き回るという単純なアニメを見せられた
被験者のうち，大多数はそこに男女の三角
関係（！）の物語を見い出したのに対し，
自閉症とおぼしき一名だけは，幾何学形の
動きにそのような物語を「読み込む」こと
をしなかった。これについてサイモン・バ
ロン＝コーエンは，「 心

マインド

の 盲
ブラインドネス

目 」とい

う概念を用い，自閉症者は他人の心の動き
を読む能力に欠けていると説明している。
実際のところ，上記のアニメに物語を読み
込んだ多数派の被験者は，幾何学形の動き
に物理的因果律と心理的因果律を区別しつ
つ見てとっていたが，残る一人の被験者に
は，後者が「見えて」いなかったと考えら
れる。
　自閉症は社会的交流を不得手とし，想像
力に欠しいことが特徴であるとされるが，
テンプル・グランディンの知覚過敏や優れ
た視覚記憶が示唆するように，これは情報
の処理および蓄積が自閉症では必ずしも
言語的思考を介さずに行われるからだと
仮定できる。一方，言語隠蔽効果（verbal 
overshadowing）や不注意型盲目（inatten-
tional blindness）の例が端的に示すように，
定型発達においては，言語的思考が知覚さ
れた情報を「編集」し，時には改ざんさえ
するという逆転が見られる。また，複雑多
岐にわたる情報をカテゴリー化あるいは抽
象化することによって整理し，「効率的」
に解釈することは，言語化と並んで，物語
化に先立つ必要条件である。
　さらにバロン＝コーエンらは，自閉症児
がごっこ遊びや「ふり」を苦手とするのは，
「心の理論」（theory of mind），すなわち
信条，意図，欲望といった心的状態を他者
の言動に読みこむ能力を欠いているからだ
とする。ごっこ遊びや「ふり」，そして噓
をつくことは，現実の物語と虚構・架空の
物語を意識のなかで並行させることを意味
する。自閉症の研究は，事実と虚構は常に
重なりあい，混じり合うものであるという
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意識が，社会における多数派である定型発
達の他者理解，そして社会生活を支えてい
るということを教えてくれる。だからこそ，
子供はままごとなどでその準備をするので
ある。
　自閉症者が自認するところの他者への共
感の欠如，そしてそれに起因する社会性の
欠如は，かれらの脳内情報処理の方法に深
く結びついている。同時に，定型発達が自
らの経験を認識あるいは構築する方法は，
まさに他人と感情的に共振する能力，自分
以外の誰かが感じる喜びや苦痛を想像し，
自らのなかに再現する能力と不可分である。
しかしこれは同時に，定型発達の知覚は言
語的に形作られており，その経験は物語化
されることなしには認識されえないという
ことをも表している。こうして自閉症の研
究は，定型発達に，物語的思考が生みだす
束縛や歪曲を暴きだしもする。このような
洞察は，今後の物語研究を根本的に考え直
す上で有用なものとなるだろう。

第 238回　2008年 7月 16日
「植民地台湾におけるファションの政治学」

洪 郁 如

　台湾の代表的な映画監督として知られる
候孝賢の「悲情城市」のなかに，戦後の引
揚直前，日本人女性の静子から台湾人の寛
美に，風呂敷に包まれた一枚の〈着物〉が
手渡されるシーンがある。一枚の服を通じ
て監督は何を伝えようとしたのか。日本統
治時代の台湾人の写真をみると，人々は伝
統服，和服，洋服といった多様な姿で登場
する。自己と他者との境界において作用す
る衣服は，個人と社会との接触を意味し，

私的なものと公的なものが交錯する領域を
も意味する。衣服を着ることは，性向，嗜
好などに関わる個人的な経験であると同時
に，社会的な行為でもある。ただし，服飾
と社会の関係は，植民地台湾においては一
層複雑な様相を呈していた。
　この服装の着用／選択の問題について，
本報告は二つの軸を通して考察する。
　一つは，「近代性」と「植民地性」の問
題である。まず「近代性」については，フ
ァッションの持つ美の追求，モダン性の追
求を基準とした選択が見られる。つまり，
場面や相手を意識し，「この服を着ればオ
シャレで，先進的，モダンだ」という選び
方であり，もう一方には，植民地性にから
んだ軸があり，植民地体制におけるアイデ
ンティティや政治的意味を服装に込めると
いう側面がある。
　もう一つの軸は，帝国日本の植民地空間
における「近似性」と「差異性」の政治的
操作とせめぎあいである。まず「同化」の
文脈においては，「近似性」を前面に打ち
出し，和服着用を奨励する。しかし他方で
は，植民側としての支配の正統性を保つた
めには，あえて「差異性」を残さなければ
ならない側面もあった。とくに在台日本人
社会においては，こうした態度がつねに表
明されていた。逆に，植民される側から言
えば，植民者と「対等」で「平等」な地位
への期待を，常に服装を通して表現しつつ
（例えば，台湾人弁護士達の和服・背広着
用），上からの強制的な「和」への「同化」
に対しては，別種の服装表現で抵抗を示し
た。
　二つの軸が交錯しており，どちらか一つ
だけでは捉えられないのが，植民地台湾に
おける服装選択のおかれた位置である。つ
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まり，どうやったらきれいに，モダンに見
えるか，だけでもなく，また政治的立場の
みでもなく，場面や状況によって，服装の
選択は，非常に可変的でありえた。「中，
洋，和」三色の服装の混合現象を，単なる
多文化の共存というふうに，平面的に捉え
ることは，植民地という権力構造のもとで
は無理がある。してみれば，女性たちは，
どのような服をどのような考慮のもとに選
択したのかを明らかにする必要がある。
　第一に，近代的な衣服概念の影響を受け
て，ツーピース式の伝統服から旗袍に流行
が移り変わった。衣服の機能から言えば，
正装として着用できる上に，西洋のワンピ
ースに類似した，特殊な着付けを要しない
合理性を持っているため，正式の場では台
湾人女性の旗袍姿は洋服と同じくらいよく
見られた。ここで留意したいのは，女性の
ファッションとして台湾に登場した長衫は，
従来台湾人が着用していた伝統衣装ではな
いにもかかわらず，日本人の目に映ったと
きには，衣服のモダン性よりも，「支那人」
や「本島人」といった民族識別の記号とし
てのインパクトが前面に出ていたことであ
る。植民地社会に生きる台湾人女性にとっ
て，日本，中国の都会で流行の先端だった
長衫を取り入れることは，単なるファッシ
ョンの嗜好以上の問題を孕まざるを得なか
った。ここに，「モダン」や「美」など普
遍的価値を持ち出しても越えられなかった
植民地的構造の本質が現れている。
　第二に，和服の着用は，最大限に「日
本」に近づくことにより，日本人と台湾人
の間の，支配―被支配構造の境界を「曖昧
化」する機能を持っていたと考えられる。
しかし，和服には「着こなし」という重要
な要素が内包される。さらに，和服という

ジャンルにおいて，「美」を極める「着こ
なし」を獲得するためには，台湾人である
自分が，その伝統の根源である「日本」に
限りなく接近していかねばならないという
問題が存在する。
　台湾人女性のキモノ受容の様式というの
は，日常着ではなく式服の一つの選択にす
ぎない。あくまでも非日常的なものであり，
あるときには儀式性を，あるときには祝祭
性を帯びる。女子教育における衣服と身体
の相互関係は，1920年代からの女子教育
の現場で強化された。第三高女や彰化高女
などでは台湾人娘たちの国語教育，礼儀作
法に力を入れると同時に，卒業式などの式
典における和服の着用が積極的に推進され
るようになった。こうして「日本的」な身
体経験を学校現場で与えることは，文化の
序列化，つまり台湾の在地文化に対する差
別的な心理を植え付けることにもなった。
制度化された文化的暴力は，台湾人知識層
からの批判を受けながらも，日本植民統治
の終焉まで台湾人女子教育の核心的な部分
を占めた。
　第三に，洋服の着用については，支配関
係の「超克」（超えること）が見出される。
和服や長衫を着用する際に伴ってくる精神
的重荷に比べれば，洋服を選択するのはい
かにも「気楽な」ことであった。洋服の美
の基準は，日本にはないからである。日本
人，台湾人の双方にとって「外来」のもの
で，洋装した女性は，日本人か台湾人かも
分らない。両者からともに「進歩的」と見
做された洋服の着用によって初めて，台湾
人が支配関係を「超える」可能性が生まれ
てくる。台湾人が意識していたか否かは別
として，洋装の合理主義的な側面以外，こ
の洋装による「超克」という要素が洋服現
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象の根底に潜んでいたことが指摘できる。

第 239回　2008年 10月 29日
「教材作成プロジェクト報告」

中島由美・小関武史

1．作成の動機・計画
　2006年 4月，CALLシステムが本学 LL
教室に導入され，語学教育の環境は大きく
変化した。本学が導入した CALLシステ
ムは，どの語学の，どんな形の授業でも，
必要に応じて多様な教材が活用できるよう
にとのコンセプトに従って設計されている。
テキストは勿論のこと，画像，音声，映像
等さまざまな素材をデジタル化することに
よって，教室で提示したり，システムを用
いて学生に配布したりできる。しかも作成
に際しては特に高度な設備を必要とせず，
標準的な PCや周辺機器，一般的な市販ソ
フトで，我々にも充分対応が可能である。
また，教室でのインターネット接続が可能
になったことで，WebClassのような
e-learningシステムや，Web上のさまざま
な素材を教材として活用する道も開けた。
　とはいえ，教材には良質のコンテンツが
望まれる。語学学習に相応しく，本学学生
のレベルにマッチするもので，かつコスト
も低ければ理想的であるが，そうした素材
の入手は非常に困難である。といって我々
自らコンテンツの作成に挑戦するのは，さ
らに容易なことではない。
　LL委員として CALL導入の仕様策定に
加わった我々は，導入の準備段階より，新
しいシステムに相応しく，その利点を充分
に生かせるような教材が必要になることを
認識していた。そこで導入後ただちに準備

を開始し，2007年度，CALL環境整備事
業の一環に組み入れ，大学戦略推進経費を
得て始動することとなった次第である。
　プロジェクトの実施に際して我々が立て
た方針は以下のとおりである。

1）　対象語学：本学がクラス語学として
定める 4つの初修外国語から選ぶ。

2）　レベルの想定：本学初修外国語初級
後半～中級程度。

3）　使用方法：教室・自主学習いずれに
も対応。

4）　内容：CALLシステム有効活用の
ため，マルチメディア教材を目指す。

　CALL環境整備のための予算は，東 2
号館 3階自習コーナーの整備や PCの増設，
e-learning教材導入などを含んでいるが，
うち本プロジェクトに予定された額はおよ
そ 100万円で，決して潤沢とは言えない。
予算の有効活用のためには，作成に際し最
も我々に手の届きにくい部分に重点的に配
分すべきと考えた。それが質の高いコンテ
ンツの作成である。
　マルチメディア教材を目指すからには映
像が欠かせないわけだが，上述のように質
の高い映像素材の作成には設備や技術，経
験などが要求される。そこで撮影・録音を
専門業者に依頼し，その代わり出演は本学
に在籍する留学生などの協力を仰いでコス
ト抑制を図ることにした。当然ながら彼ら
は専門の演技者ではない。そこで内容を，
高度な演技を要せず自然な会話が可能な，
「キャンパス案内」「自己紹介」のふたつに
絞った。
　対象語学を初修外国語に限ったのは，英
語と較べ圧倒的に市販教材の供給量が少な
いからである。ただし今回は時間的制約も
あり，既に小規模ながら試験的に自主教材
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作成に取り組んでいたフランス語とロシア
語の 2言語のみとすることにした。

2．コンテンツの作成（2008年 3月）
　撮影・録音を 2008年 3月に予定し，業
者を決定して早速準備に取りかかった。必
要な作業は概略以下のとおりである。

1）　撮影用シナリオの作成：「キャンパ
ス案内」に盛り込む場所，ストーリー，
動作，台詞等のだいたいを決め．同時
に各場面で使われる文型と使用語彙を
チェック（参照：115p．シナリオ例）。

2）　文型と語彙のチェック：上と並行し
て，各言語の基本文型を 100個選択し，
上記と照合する。語彙についても，お
よそ 200の基礎語彙を選び，同じく照
合して調整。表現・語彙ともに，本学
学生の生活にとって必要，という観点
から選んだ。

3）　出演者によるネイティヴ・チェッ
ク：助言を得て実際の場面に即しなが
ら調整。出演者は露仏各男女 1名ずつ
のペア。ロシア語については男女 2名
の留学生に依頼したが，フランス語は
女子学生ではなく本学非常勤講師にお
願いした。そのため，ロシア語とフラ
ンス語の表現には多少異なるところが
生じた。

4）　撮影場所の決定と打ち合わせ：キャ
ンパス内では屋外のほか，図書館，西
生協ショップ・食堂を選んだ。撮影許
可ならびに撮影時間の調整が必須。い
ずれも好意的に受け入れられ，協力が
得られた。

5）　業者との打ち合わせ：内容の確認，
必要機材の検討，その他を詳細に打ち
合わせ，ロケハンを実施した。

　撮影・録音は 2008年 3月 3日～ 6日の
間に実施された。幸いにも晴天に恵まれ，
「キャンパス案内」「自己紹介」用の素材撮
影，追加の映像素材撮影，及びスタジオ
（東キャンパス 2号館）での撮影と録音，
データのチェック等を完了した。

3．教材作成の試み
　コスト抑制のため，素材は簡単な切り分
け程度の処理を施した生データで納入して
もらった。従って編集作業にはある程度の
時間を要し，これと並行して教材としてど
のような形が適当か，試行錯誤が続いた。
映像，音声ともに切り分けて簡単な編集を
施した上で，そのまま教室で提示したほか，
パワーポイントによるスライドショーでド
リルに編集したり，WebClass上でドリル
を作成して掲載するなど，いくつか試し，
実際に教室で使用して学生の反応を確認し
た。学生の反応は概ね好評で，親しみのあ
るキャンパスが舞台として登場し，また話
題も身近であったことから，通常の教材よ
り関心をもって受け入れられた。またレベ
ルも無理せず段階的に理解できる程度で，
特に何回か繰り返して視聴し，応用ドリル
の学習を経た後は，聴き取り能力が格段に
向上し，大きな達成感が得られた，との感
想が寄せられている。
　編集・教材作成に際しては，なるべく汎
用性の高いソフトの活用を心がけた。
CALL導入の際，語学ラボラトリー教材
準備室にさまざまな素材を扱うための機器，
ソフトを設置したので，実際にこれらをフ
ルに活用する機会が得られたことは，貴重
な経験になった。
　教材の形にするには，さまざまな方式が
考えられる。ただ，学生の便宜のためには，
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一般的な PC環境に配慮する必要がある。
プレゼンテーション・ソフトで作成するス
ライドショーはその点手軽に作成でき，解
説的な教材に利用するには便利であった。
解説とドリルとの併用という点ではWeb-
Classが利用価値が高い。インターネット
接続環境であれば教室・学内・自宅のいず
れでも利用できるので，利便性にも優れて
いる。とはいえ，映像素材の活用には制約
も多く，課題が残った。ほかに HTMLや
FLASH上に組み込む方式も試みたが，
我々の時間的制約や経験不足もあり，やは
り現段階ではなかなか敷居が高い。

4．今後の課題
　独自教材の作成とその活用は我々にとっ
て大きな夢であり，一歩でも踏み出せたこ
とは貴重な経験といえる。何より，CALL
システム活用の可能性が拡がることは，導
入に参画した我々の喜びでもある。とはい
え，課題はまだまだ多い。
　まず何といっても作成には多大な時間と
労力を要する。素材の撮影・録音は短期間
で完了したが，準備作業は慎重の上に慎重
を要する。幸いにして図書館，生協ともに
大変協力的に対応して頂いたが，通常の開
館，営業時にまたがっての撮影となったた
め，スタッフの皆さんにも利用者の方々に
もご迷惑をおかけしたかと思う。
　専門の業者による撮影によって，技術だ
けでなく設備面でも，我々にはとうてい到
達できないレベルの高さがあることを実感
させられた。スタッフはプロデューサー，
カメラ，照明，音声とそれぞれ専門に担当
し，撮影に要する機材，照明，動きのある

撮影における音取り，スタジオ撮影時の工
夫など，勉強にはなったが，我々自身でそ
こまで行うことは不可能である。そのため
には今後同様のプロジェクトを実施しよう
という場合，まずは予算の獲得が必須とな
ろう。
　このようにして作成が可能となった優れ
たコンテンツを，どのように，どんな教材
に作り上げるかについても，まだまだ課題
が多いのは先にも述べたとおりである。し
かし，それでもなお我々自身のできる範囲
で挑戦する意味は充分にある。第一に本学
学生のレベルや関心に応じやすい，第二に
授業の進行や学生の反応に応じて臨機応変
に対応できる。素材は本学の所有になるも
のであるから，自由に加工編集ができ，繰
り返し使用できるのも大きい。
　このような教材作成が可能となったのも，
PC自体やソフトの能力が向上し，かつ
我々にも手の届くものとなったおかげであ
る。とはいえ，紙媒体と違って，素材の再
生や教材の活用は利用者の PC環境に左右
される。一定の環境の整った教室だけでな
く，学生の自習に対応するためには，その
点も考慮し，動作確認などの手間が必要と
なる。時間は無限大に必要，というのが実
感である。
　我々の教材作成は，あくまでも手の届く
範囲の技術・経験の活用であり，他大学の
事例や市販の教材と比べても高度なプログ
ラムとは言えないが，身近な教材にはメリ
ットも大きく，今後も挑戦していく意味は
充分にあると考えている。
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参考：フランス語シナリオ例

No. 場所 ジュリアン
（日本語）

Julien
（français）

Dominique
（français）

ドミニク
（日本語）

1 大学西門 NA 皆さん，こんに
ちは。

Bonjour !

2 ここは国立の一
橋大学です。

Ici, c’est l’Univer-
sité Hitotsubashi, 
à Kunitachi.

3 西キャンパスと
東キャンパスが
あります。

Nous avons deux 
campus ; le cam-
pus est et le cam-
pus ouest.

4 私はここで勉強
しています。

C’est ici que j’étu-
die.

5 C すみません，あ
なたは一橋大学
の学生ですか？

Bonjour.
Vous êtes étu-
diante à l’Uni-
versité Hitotsu-
bashi ?

6 Non, je ne suis 
pas étudiante.
Je travaille ici.

いいえ，私は学
生ではありませ
ん。私はここで
働いています。

7 失礼しました。 Oh, excusez-moi.

8 Ce n’est rien. どういたしまし
て。

9 Si vous voulez, je 
vous guide dans 
le campus ouest.

よろしかったら
西キャンパスを
案内しますよ。

10 ありがとうござ
います。助かり
ま す（ご 親 切
に）。

Merci beaucoup. 
C’est très gentil.

撮影風景　左：ロシア語ペアが歩きながら会話する様子を撮影中。左手前は音声担当スタッフ。野外ではマイ
クはピンマイクを使用し，無線でスタッフのモニターに送られる。
右：フランス語の撮影。手前右がロケ用カメラ。スムースなアングル移動が可能で，360度回転できる。



116　言語文化　Vol. 46

第 240回　2008年 12月 17日
「アリストテレス『詩学』カタルシス
再考」

古澤ゆう子

　悲劇とは「あわれみと恐れを通じてカタ
ルシスに到る」とのアリストテレスの定義
は古今さまざまに解釈されてきた。
　感情を高まらせ排出することで感情から
の解放を目指すという理解，または感情を
高めて浄化するという説などである。2008
年刊行の最新注釈書を参考に解釈史をたど
り，原意の再考を試みた。
　報告内容をまとめ，本巻の論説として掲
載した。

第 241回　2009年 2月 4日
「私の歩んできた道と研究活動」

土岐健治

　私は，一九四五年に名古屋で生まれまし
た。付属の幼稚園のある教会の牧師館で生
まれました。そこにはオルガンとピアノが
ありました。そのため小さな頃から，オル
ガンとピアノに，親しんできました。私は，
両親から，男性差別を受けまして，と言う
のも，両親は，現在プロのパイプオルガン
ニストになっている姉には，東京芸術大学
のピアノ科出身のピアニストについてピア
ノを習わせていたのですが，私は音楽大学
など出ていない普通の家庭の主婦について，
ピアノの手ほどきを受けました。私は，中
学時代から，オーケストラでヴァイオリン
を弾き，合唱部ではピアノ伴奏者を務め，
学校や教会の礼拝で，オルガンを弾きまし

た。同時に作曲も始めました。高校三年の
夏には，東京芸術大学の作曲科の教授につ
いて，作曲の手ほどきを受けました。東京
神学大学へ進み，最初の半年，一橋大学の
すぐ近くの国立教会に出席しました。その
時には，まさか一橋大学で教鞭をとること
になることなど，夢にも思いませんでした。
大学時代に，古典ギリシア語を独習し，大
学が国際基督教大学の敷地の一部を購入し
て，そこへ移転した後，国際基督教大学で
プラトンの原典講読のクラスに参加し，大
学では，新約聖書ギリシア語とヘブル語を
学びました。東京大学の大学院の西洋古典
学科に進学して，初期ユダヤ教の研究を始
めました。
　私が，一橋大学に着任したのは，一九八
〇年四月です。その頃，一橋大学に新しい
学部を作る気運が盛り上がっていまして，
その新しい学部で，ギリシア語，ラテン語
とキリスト教概論，を担当するために，私
が招聘されました。結局その新しい学部構
想は実現せず，当面私は，小平で，ギリシ
ア語とラテン語を担当することになりまし
た。
　それから数年後に，私が発議して，「宗
教」という科目が新設され，それも私が担
当することになりました。それからさらに
数年たって，やはり私が発議して，「西洋
古典の世界」という講義科目が新設され，
これも私が担当することになりました。そ
れより以前から，私は国立においても，ギ
リシア語とラテン語の講義を，担当するこ
とになりました。
　確か，一九九六年だったと思いますが，
「大学院言語社会研究科」が新設されまし
て，そこで，私は「古典思想論」を担当す
ることになりました。さらに，学部や大学
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院のゼミで，希望する学生がいた場合に，
ヘブル語も教えました。
　私の研究者としての歩みは，大学院博士
課程に在籍中に，「聖書外典偽典」という，
教文館が企画していた全集の，責任編集者
となることによって，始まりました。この
全集は，一九七五年から一九八二年の間に，
全九巻として，刊行され，非常によく売れ
ました。私の著書としては，始めに『新約
聖書ギリシア語初歩』という書物が，一九
七九年に，『イエス時代の言語状況』が，
同じ一九七九年に，出版されました。一九
九九年には，『ギリシア語独習』という玉
川という方の古い書物を，私の監修で，出
版しました。それから，二〇〇二年には，
『初期ユダヤ教と聖書』という本を出版し，
同じ二〇〇二年に，岩隈という無教会の指
導者の方と共著で，『新約聖書ギリシア語
構文法』という本を，同じ年に，『楽しい
ラテン語』という本を，一橋大学の非常勤
講師としてラテン語を担当している，井阪
という女性と共著で，出版しました。この

井阪さんは，私が東京女子大学で古典ギリ
シア語を非常勤講師として教えていた頃の
非常に優秀な生徒でした。二〇〇三年には，
『初めての死海写本』という本を，講談社
現代新書の一冊として，出版しました。二
〇〇六年には，『初期ユダヤ教の実像』と
『初期ユダヤ教研究』という書物を，出版
しました。現在，『七十人訳聖書入門』と
『旧約聖書外典偽典概説』という書物の原
稿を，出版社に渡し終えたところです。定
年退職後は，『新約聖書と七十人訳のギリ
シア語日本語辞典』を十年くらいかけて，
完成させる予定です。すでに教文館から，
出版の内諾を得ています。その他に，『総
解説聖書の世界』という単行本と，シリー
ズの一冊として，朝日新聞社から『聖書の
世界』という書物を，私の責任編集で出版
しました。古典語からの翻訳と現代語の欧
米の研究書からの翻訳は，非常に数が多い
ので，省略します。以上が，私が生まれて
からの歩みと，一橋大学で歩んできた道と，
研究者として，歩みです。




