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IBDP文学コメンタリーの基本思想シリーズ第３弾

教育の現場から～巻頭インタビュー： 

鴎外と文学研究
長谷川泉先生 （再録）

「維氏美学」の意味 
「̶美学の影響を受けた日本文学理論の体系とその展開」という
のが先生の卒論ということですが。 

長谷川　それは西周のことからはじまっている。西周が自然科学
だろうがおよそすべての学問の体系を日本に入れた最初の人、
そういう啓蒙的な百科全書家だったわけで、そこから「百学連環」
そして「美妙学説」というふうに発展してくる。
明治１７年にフランスのウェロンの『維氏美学』を中江兆民が訳出
した。「これが日本に美学を体系として伝えたはじめてのものです
ね。フランスにおいて自然主義が頭をもたげてきた、つまりエミー
ル・ソラが主要な作品をまだ出さない時代。けれど『維氏美学』に
はゾラの名がすでに出ている。
鷗外が明治２１年に帰ってきて、２２年にゴットシャルの「小説論」
を祖述して「読売新聞」に発表しているわけだけど、この中でゾラ
批判をやっている。まだ前期自然主義さえ起こっていない。ゾラの
ことをまだ誰も知らない時代ですから、この『維氏美学』と、鷗外
のソラ批判は画期的なことですよ。 

̶それでは修辞学や美学とともに、同時にゾラも入ってきたという
ことでしょうか。 

長谷川　『維氏美学』の意味は二つある。一つは体系的な美学
をまさに体系として日本に紹介したということ。もう一つはね、文
芸思潮を正しいカタチで日本に伝えたということ。どちらも画期的
な出来事ですよ。そこでロマンチズムもクラシシズムも自然主義も、
思潮として伝えている。ただ残念なのは原文のナチュラリスムを
自然主義と訳出しなかった。
坪内逍遥が「小説神髄」を発表するのはその後なのですけど、追
遥は英文学の知識でやったから『維氏美学』のことをとり入れな
かった。もし読んでいたら「小説神髄」の体系は変わったろうとい
われている。ここのあたりから鷗外の一部まで卒業論文でやった
わけだね。

鷗外と硯友社

「̶舞姫」というのは一種の美文なのでしょうか。 

長谷川　雅文体といわれる擬古文体で書かれているのは「舞姫」
「うたかたの記」「文づかひ」というドイツに留学していたときの素
材をもとにした三つの作品、それと「そめちがへ」という花柳界に
材をとった作品。これ以後の作品は言文一致体で、文体も素材も
まったく変わってしまっている。 

̶やはり一種の美文と考えていいとしますと、他の硯友社などの
美文とどう区別されるものなのでしょうか。 

長谷川　硯友社は雅俗折表の擬古文体であるけれども、そこで
のものの把握の仕方はまだ戯作の調子、近世文学の伝統という
殻を背中にしょって文壇で活躍していた。それに比べて鷗外の場
合はまったく西欧文学の基準でものを考えているから、留学みや
げの三作にしても西欧における近代文学の発想なりものの考え
方が基本になって書かれている。 
その当時の一般の批評では、鷗外の文学活動に対しては蟹小説
(横文字のように蟹は横バイするから)といっている。 バタ臭い小
説家というふうに見られていた。 

̶今でいうフォニーみたいなものですか。 

長谷川　まあ、そうでしょうね。 

「̶いわゆる美文というものを批判する場合に、思想がないとい
う言われ方をよくするんですが。 

長谷川　鷗外がドイツに留学している時に厭世哲学の思想を身
につけたわけなんです。ショウペンハウエルとかその系統をひく
マックス・スティルネルだとかハルトマンの哲学をね。日本に帰っ
てからは、いわゆる逍鴎論争でハルトマンの美学を基にしてやり
あった。そういうものの考え方が下地にあったから、もちろん思想
性や体系的な構築は強靭なものがある。
それから文学とは何ぞやということを体系的に近代的に考える。
それだけの眼をもって当時の文壇の日本の作品を見ると、歯が
ゆくって仕方がない。逍遥でさえ『書生気質』を見てもわかるよう
に、戯作の要素が非常に残っているから。
鷗外はね、内面的にいえば、ものの考え方が哲学から出発してい
るから、ものをとことんまでつきつめて考える。いちばん根元的な
問題から考えるということですね。いろんな素材をとりあげるにし
ても、表面に現れた外形だけではなくてもっとその背景までつき
つめてものを考えるという原理的な思考法を持っている。小説で
もそういうことがいえるわけですね。 

̶同じ美文とはいっても、鷗外には強靭な思想がある。対して硯
友社の美文は価値としての思想性が稀薄だということでしょうか。
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鷗外文学の思想性 

長谷川　硯友社ということになると尾崎紅葉が中心になります
ね。その『金色夜叉』などを見ると思想性がないとはいえない。当
時としてはかなり新しい考え方をもり込んでいる。けれどね、モリ
エールとかツルゲーネフの下敷があっての考え方であって、紅
葉の独自のものではない。ところが鷗外の場合はつちかわれて
きた独自の教養から出てきている。だから現代小説を書いても、
最後は非常に危険な思想小説にいってしまう。例えば『沈黙の
塔』だとか「ル・パルナス、アンビュラン」『灰嘘』だとか秀魔もの
などの現代小説の比較的最後に出てきたものは、その当時の国
による文化統制に対する反発反対の立場をはっきり出している。
軍医総監であり医務局長という立場の人がそういう内容のもの
を思想小説として書くことは非常に危険なんで、鷗外はそこで方
針を変更して歴史小説の方に行っている。いにしえに材をとって
そこに現代的な課題をもり込むということで一種の船聴をしてい
る。鷗外の根本にあるのは、作品にふくらみがない、豊かさ抒情
性がない、といわれるくらいカリカリした思想性ですね。『青年』
や『妄想』なんかまさしくそうですね。

三契機説 

̶そういった思想性という場合、日本では制作主体にばかり重
きを置いて考えられているようですが、作品そのものに限定した
うえでの思想性というものは考えられないものでしょうか。といい
ますのは、いま言語論や文体論がプームといえる状態で、その中
で特に研究の重点が先生の三契機説ではBの6つまり作品の 
記述に置かれているように 思えるのですが。 

長谷川　これはね、作品に形成する素材の問題と、それが作品
に形成される場合の様式の問題と二つにあると思いますね。
長谷川　これはね、作品に形成する素材の問題と、それが作品
に形成される場合の様式の問題と二つにあると思いますね。い
ま言った作品世界として造形する対象が思想的な主題をとりあ
げるという場合と、それをどのように文学作品に様式化するかと
いう場合に。
鷗外が小説はどういうふうに書いてもいいんだといっているが、
かれの基本的な教養の中に芸術学があり、美学があり哲学が
ある。従って常識論として、小説の書き方とか構成の仕方じたい
に理論を実は持っているんでね。鷗外はハルトマン美学の祖述
をしたほか、自分の理屈はあまり言わなかったけど結果的に作
品は理論に基づいて書かれているね。

̶ふつう思想の有無がいわれる場合、創作主体ばかり見て作
品の様式などを無視するような傾向があったと思うのですが、こ
のごろその反動もあってかいわゆる国文学者以外にも
宇波彰さんや蓮実重彦さんなど美学や哲学の方も含めて文学
作品そのものの研究に手をのばしてきつつあるようなのですが、
先生の三契機説というのは創作主体のみでなく作品さらには、

非常に新しいと思いますのは、読者の契機まで入れて考えられ
ていますね。外山滋比古氏の読者論にまで発展するようなことが
すでに提出されていると思うのですが。

長谷川　岩波から出たヤウスの「挑発としての文学史」の訳書
がありますね。この原書よりぼくの三契機説の方が早いんだけど、
ヤウスも読者という契機を非常に重要視していますね。作品は作
者の手を離れた瞬間から一人歩きをする。その場合に、作品が
客観的に固定した段階では確かに自然科学的にいえば改変で
きない。しかし、人文科学と自然科学は主・客体の結びつき方に
価値が関与するわけで考え方がちがう。自然科学の世界は認識
されれば主体と客体との関係が成立するわけだけれど、人文科
学においては単に認識だけではなく、主体と客体との間に価値
概念がどうしても入ってくる。哲学でいう価値論に支えられるその
価値を含めてものを考えるのは読者なんですね。もちろん作品は
厳然として在る。作家が死んでも著作者人格権のために改変は
許されない。作品としては固定する。けれどもそれが受容されて
生かされるのは読者の主体性の中においてなんですね。人文科
学では価値が問題となる。だからどうしても読者という契機を入
れて考えなければ文学は理解できない。
創作主体の追求を無視することはむろんできない。けれど最後
は必ず作品にもどってこないといけない。その作品の記述という
中心の位相を支えるのはあとの八つの位相であるわけなんだ。
それを分析批評などは無視してしまう。それでは困るんだ。 

ー読者の契機まで入れて考えられていますね。外山滋比古氏の
読者論にまで発展するようなことがすでに提出されていると思う
のですが。

長谷川　岩波から出たヤウスの「挑発としての文学史」の訳書
がありますね。この原書よりぼくの三契機説の方が早いんだけ
ど、ヤウスも読者という契機を非常に重要視していますね。作品
は作者の手を離れた瞬間から一人歩きをする。その場合に、作
品が客観的に固定した段階では確かに自然科学的にいえば改
変できない。しかし、人文科学と自然科学は主・客体の結びつき
方に価値が関与するわけで考え方がちがう。自然科学の世界は
認識されれば主体と客体との関係が成立するわけだけれど、人
文科学においては単に認識だけではなく、主体と客体との間に
価値概念がどうしても入ってくる。哲学でいう価値論に支えられる
その価値を含めてものを考えるのは読者なんですね。もちろん作
品は厳然として在る。作家が死んでも著作者人格権のために改
変は許されない。作品としては固定する。けれどもそれが受容さ
れて生かされるのは読者の主体性の中においてなんですね。
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長谷川泉 
大正七年千葉県生れ。東大国文卒。 学習院大学講師。 医学書院編集
長兼社長。元東大新聞編集局長。 研究書『近
代日本文学評論史』 『近代日本文学の位相』
『森鷗外論考』等鷗外論研究書。 『第五版・近
代名作鑑賞̶三契機説鑑法七十則の実例』 
詩集『心象風景』『不感彷徨』
他、著者はきわめて多数。

人文科学では価値が問題となる。だからどうしても読者という契
機を入れて考えなければ文学は理解できない。
創作主体の追求を無視することはむろんできない。けれど最後
は必ず作品にもどってこないといけない。その作品の記述という
中心の位相を支えるのはあとの八つの位相であるわけなんだ。
それを分析批評などは無視してしまう。それでは困るんだ。 

̶あくまでも三契機、九つの位相を片寄らせないで考えていか
ないと、文学作品の総合的な理解は不可能ということですね。

文芸学と方法論
 
̶ところでヤコプソンに、文学研究が科学であろうとするならば
＜手法＞を唯一の研究対象としなければならない。あるいは、文
学研究というのは文学作品を素材としての心理学・社会学・思
想史などではなくて文学性そのものの研究におもむかねばなら
ない、というような発言があるのですが。 

長谷川　文芸を科学的に考えようとする文芸学はドイツとソビ
エトで発展したものですが、高橋義孝の言っているように、文芸
を科学的に追究していった場合その科学性の網の目から本当
の文学性はもれ出てしまうんじゃないか。科学でつかまえられた
ものは文芸の形骸だけだったなんていう危険がある。
そこに文芸学が自らの学を否定しかねない前衛性が生じてくる。
ただ方法論なくして結果はありえないんで、文芸学という文芸を
科学的につきつめていこうという考え方は、基本的には肯定しま
す。
日本の文学伝統は「源氏物語」以来、わりあいに思想性がない
といわれる。それから作品の構成の仕方が脆弱であるといわれ
る。連歌でも連想の流れであって、建築のように青写真がちゃん
とあって出来るといったものではない。川端作品でもそう。けれど
三島や安部あたりの世代になると構想も筋書もはっきりしていて、
ノートもちゃんとあってつくられている。文学であってもね、青写
真は必要だと思いますし、その青写真に従って建築がおこなわ
れ、その結果が評価されフィードバックされて手直しされることも
ある。少なくとも職業的作家においてはそうでなければならない
と思う。
作品を受けとる側も理論をもって作品を受容してもらわなくては
いけない。考えてみるとね、鷗外も抱月も棲牛も美学をやってい
る。そういうふうにね、書く方も読む方も理論でもって対して欲し
いと思う。なんとなく読んで「いい」「わるい」ではなく、価値評価
する以上は理論を持って欲しい。今後、日本文学は作品に創作
主体と読者のかかわりを理論的に追求する中で進展していくと
思いますね。

マチネ・ポエティク

̶明治のはじめ文芸と美学との幸福なかかわりがあったと思う
のですが、やはり美学的なものの考え方を基礎にしたマチネ・
ポエティクはどのような成果あるいは問題を見せてくれるのでし
ょうか。 

長谷川　マチネ・ポエティクは戦時中から活動があって、『1946
文学的考察』や『マチネ・ポエティク詩集』が出たのは戦後なん
だけど、あれは戦時中の一種の芸術的抵抗だと思っています。
そしてかれらは理論を持っている。非常にバタ臭い、西欧的すぎ
ると批判されるんだけど、文学的血肉の中には日本の古典の知
識がかなりある。 
マチネ・ポエティクの押韻定型詩の試みは結果的にはあまり成
功したとはいえない。あれなりの意義はあったと思うけど、日本
語を詩的言語として分析していって、内面的な、詩的リズムをあ
のような外面的様式のカタチで生かし得るかというと、否定的
だね。 

̶日本語が音楽的な言語ではないという意味ではなく、外から
のヨーロッパ的な規則でゃっていくことは不可能だということで
すね。 

長谷川　方法論的にね。かれらがもう少し日本語の言語学的
な知識があったら、ああいう方法はとらなかったかもしれない。
一方、立原道造は日本の口語の音楽性を極限まで発揮したよ
うな巧緻な工夫をこらした作品をつくっている。日本語の音楽性
を実作で証明していますね。 

̶これから先、日本語の独自性に思いを及ぼした詩の可能性
が追求されるべきですね。

長谷川　日本語の詩の場合は古典的には音数律という外面
的なリズムに頼ってきたが、今後は内面的リズムがどう生かされ
るかの方が問題だ。まだ実作も理論も出来ていないから、これ
からのみんなの宿題だと思う。 

̶最後に、これからの文学研究についてお聞かせ願えますか。 

長谷川　若い人、特に国文学の人は、外国文学の造詣を持つ
者に対して方法論的に非常に弱いので、これからは文学理論
をやってほしい。学習院でそれをやったのは高橋新太郎、平山
三男氏ぐらいだからね。また、いまの若手の研究者・評論家の
中で、理論を持ってなお実作の実践をしているのは「バネ仕掛
けの夢想」の荻原雄一氏などじゃないかな。こういった人達は
有望だと思う。 

̶そのためには哲学・美学などの関連領域を、もっと勉強して
いかなければならないということですね。 
̶長い時間、どうもありがとうございました。 

…以前、私がインタビューさせていただいた記事ですが、内容
がIBDP文学のコメンタリーの基本思想の理解に役立つのでお
願いして再録いたしました。
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～ オーガニクス ビューティ ～

ホームページ
電話
SMS
住所

http://www.organics-beauty.com/
6734 2224
9822 7060
402 Orchard RD #04-27 Delfi Orchard
Singapore 2388766
(MRT Orchard 駅 から徒歩 7分 )

※有効期限 ３月末日

※ご予約は〔SMS:98227060〕 もしくは〔Websiteご予約フォーム〕よりお願いいたします。



シンガポールに出来たばかりのミュージックギルドのホームページでは、ステファニースン
とデックリー、Shabir、Eric Wongさんが最初に紹介されています。 

孫 燕姿（ステファニー・スン）さんは、2002年と2003年にシンガポールの建国記念日、
（National Day Parade）のテーマソングを、2007年には東南アジア諸国連合（ASEAN）、
結成40周年記念歌「Rise」を歌ったシンガポールの国民的歌手で中国語圏を代表します。

デックリーさんは1989年に発表したアルバム『マッド・チャイナマン』でメジャーになり、２
００５年には中継で紅白歌合戦にも出場していました。

シンガポールの総合芸能プロダクションとして最大のFLYは、ホテルでのカフェバーのイ
ベントで女性社長が、今後はよりアカデミックにもっていくと語っていました。

日本人はシンガポールからの帰国子女としてデビューするパターンが多いです。三科怜咲さんなど体操やフィギア・スケートからの芸
能界もよくあります。

田中 あさみ、高野志穂、田村翔子、小島 慶子、岡本果奈美、鈴木紫帆里、音羽くるみ、深山あすか、谷中麻里衣さんなど、英語力が強
みとしている方が多いようです。香椎由宇さんはオーチャードにあった沖縄料理屋で見かけたりもします。南野陽子さんのビデオ「へ
んなの」はぜひインターネットでご覧ください。
シンガポールに移住してきた芸能人は松居一代、中野美奈子さん。プロダクションとしては、アミューズ、エイベックスが拠点を作り、
AFAのSOZOさんの関係でアソビシステムも毎年やってきています。活躍中の日本人は、Sachiyo Nakagaki、Aya Sekine、Ryna 
Smileさんです。
まるでシンガポールそのものが芸能界になりそうなのは、シンガポールの次代基幹産業としてバイオ、宇宙産業、コンテンツ産業があ
るからでしょうか。

シンガポールの芸能界シンガポールの芸能界
～シンガポールから世界に展開するアーティストたち～

【リエルさんの出演作品】

2016年公開予定：シンガポール誕生50周
年記念映画『LUCKY BOY』

2016年3月公開：有名写真家・青山裕企先
生撮影『むすめと！ソラリーマン』シンガポ
ール版の娘役

2015年：スーザン・ボイルを発掘した世界
的タレント発掘番組のアジア版『アジアズ・
ゴット・タレント』キャスティング・プロデュ
ーサー 北浜ゆみ氏の自主映画フィルム 主
人公幼少期役

2015年放映：メディアコープ（Chanel5）刑
事ドラマ『Whispers of the Dead』 事件
を目撃する長女役

2014年放映：メディアコープ（Chanel5）刑
事ドラマ『Mata Mata Season 2』 末娘役

シンガポールの子役インタビュー：

シンガポールのドラマ、映画等に出演している、
リエルちゃんに現在の子役事情についてインタビューしてみました！

̶まず、リエルちゃんにお聞きします。なぜ子役をやろうと
思ったのですか？

リエル：友達のお母さんにドラマの女の子役を探してい
ると声をかけてもらって、ちょっとやってみようかな、とい
う気持ちでやってみました。あと私のお母さんから、リエ
ルの人生で一回しかできないかもしれないのよ、と言わ
れたので。

̶なるほど、友達のお母さんから紹介されてやってみたん
ですね。それで初めて演技をするとき、どうでしたか？

リエル：どうすればいいのか…なにをやればいいのかが
わからなかった。でもやっていくうちにどんどん楽しくな
っていきました。

̶リエルさんは色んな役をやっていますが、どんな役が一
番気に入っていますか？

リエル：母親が死んじゃった、かわいそうな娘役が一番
です。 泣いたりもしました。

̶そうなんですか！ちなみに泣いているとき、どうやって涙
を出していましたか？

リエル：ずーっと目を開けてたり、あくびをしたり… ドラ
マの収録がいつも夜遅いからよくあくびを出せるんです 
（笑）。

̶へえ、そうだったんですか（笑）なかなか難しいですよね。 
少し話が変わりますが、自分にとってのこのお仕事は充実
していますか？

リエル： とても楽しいです。テレビに出ているということ 
で、よく学校の友達から、あ！リエルが出ている！！って言
われるのが嬉しいです。

̶ちなみに、目指しているアーティストっていますか？

リエル：はい。日本のタレントのローラちゃんとガッキー 
（新垣結衣）がかわいいので、目指しています。あと、『エン
ジェルハート』というドラマにでてくる主人公のようなか
っこいい役に憧れています。

̶最後に、これからはどんな役をやりたいですか？

リエル：私、実はホラーが大好きなので貞子のようなお化
け役をやってみたいなと思っています（笑）。
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リエルちゃん（８歳）

克卜勒 Kepler (平裝版) ~ 
孫燕姿 (香港盤) 

発行元: Universal Music 
Taiwan

YesAsia 商品番号: 
1035150123



芸術・芸能で食べていけるか？芸術・芸能で食べていけるか？
シンガポールは芸術・芸能の街になろうとしています。政府が次の基幹産業として宇宙工学と生命工学そしてコンテンツ産業を設
定したからでもありますが、特に日本からシンガポールを拠点にコンテンツの世界展開を企むトレンドが激しいです。特に２０１
３年きゃりーぱみゅぱみゅシンガポールコンサート以降、一気にシュトルムウントドランクになりました。その事務所アソビシステム
は原宿からKAWAIIカルチャーを現代日本文化の最先端として世界展開の最前線をつくっていますが、その原宿カルチャーは１９
８２年伝説のクラブ、ピテカントロプスエレクトスがオープンしてスタートしました。オープニングパーティーには当時のとんがった
芸術・芸能関係者たちが、イラストレーターとして日比野克彦さん、詩人としては私が招待されました。ちなみに音楽は中西俊夫さ
んでした。いまの中田ヤスタカさんにつながるピコピコ系の方です。文学芸術芸能との境界は近代以降も坪内逍遥、島村抱月でわ
かるようにほとんどありません。シュルレアリスムのヨーロッパもしかりです。招待券をいただいて酒井法子さんのコンサートに行き、
打ち上げパーティーでは魔女のコスプレでひとり佇んでいた西村知美さんの姿が目に焼きついています。

さて、将来まで安泰という時代は永遠に去りました。勉強して良い学校に入り、良い会社に就職でき、将来まで安泰という時代は永
遠に去りました。 まず給与所得者全体の年収の分布を見てみますと、 「女性だけ見ると100万円台というのが最も多くなります。」
（２０１０年以降）　http://www.arigatou365.com/archives/1035　しかも国際比較で使われる税金などを抜いた額では、さ
らに低く、稼ぐのを諦めて嫁ぐにも男性側も低賃金になってきています。年功序列・終身雇用がなくなって、運が良くても初任給の
ままです。いよいよ生き残りをかけたサバイバルな新時代のはじまりです。いままでのように単純に良い学校から良い会社に入れ
ば人生いつまでも大丈夫、とはいきません。もう時代遅れの一般常識や道徳では弱肉強食の餌食にされてしまいます。富国強兵・
殖産興業のための学校制度が時代の要請にこたえられなくなっている、むしろ創造性が求められる新しい時代では阻害要因にさ
えなりかねません。体制や制度はもう守ってくれません。ひとりひとりが生き残れる実力と決意を持つしかありません。大卒で一部上
場会社の正社員になれるのは、２-３％。なれても年収300万円前後です。早いところで３５歳で退職になり、生涯賃金は５０００
万円もありません。グローバリズムの先進国韓国が未来です。

下記はまだよかった時代の統計です。反対しても
TPPはフラット化、 エントロピー増大法則を可視
化しただけです。

【年収300万円未満の世帯】　日本人の約30%　　　　　　　　　　　　　　　

【年収200万円未満の世帯】　17.5％（03年）

【無貯金世帯】　23．8％（05年）

【単身世帯】　41.1%　　　　　 　　　　　　　　　

【無保険（国保）】　30万世帯（04年）

【ワーキングプア(働いても生活保護以下)】
400万世帯（全世帯の１割 ）　

【サラ金(消費者金融)利用者】
2200万人 （平均借入額１０１万円）　　　　　 

【自己破産者数】　30万人

【自殺者年間】　約3万2千人

【フリーター】　417万人
(国内労働人口の5人に1人 ）　　　　　　　　　　　　　

【完全失業者】　313万人

【ニート】　85万人

【不登校】　13万8722人（35人に1人）

【引きこもり】　110～150万人（推定）

【生活保護受給】　世帯103万人

創造する仕事だけが、健康で文化的な生活を保障する。既存の塾や学校は富
国強兵を成し遂げるためてっとり早く労働者を大量生産するため、集団行動で
指示されたことを出来るだけ早く処理できる人間像を理想とした。しかしサバ
イバルがテーマのスーパーメディアでは、ここ数年の受験者は、中学・高校なら
とりあえず偏差値７０、大学も建築士や外科医や獣医、美術や音楽や演劇で
も各分野でトップに入っています。 ビジネスでもタレント人材が求められる時
代、キャリアー支援のためにプロダクションまでつくりました。
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　　　　　        よく、ポートフォリオに自身の賞作品を入れる方が多いとおもいます。賞作品を入れること自体は悪くはないのですが、そこだ    
けをあまり強調しない方がいいと思われます。賞には、本当にいい賞なのか、ただ小さいコミュニティの誰でもとれるような賞なのか、が教授側に
とっては確認しづらいからです。教授側にとっては過去が凄い受験者よりも将来がはっきりしている、未来に輝けそうな受験者を受け入れたいから
だと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　  帰国子女入試には一般入試と同じ実技試験があります。しかし、一般入試と比べ、帰国子女入試ではほ
とんどの受験生が現役生のため、デッサン力に関しては大して差はないのです。きちんと基本が固まり、与えられた試験内容に対して、準備をしてく
ればベストです。ちなみに「絵画系（油絵学科など）」と「デザイン系」では大きくデッサンが異なります。絵画系ではただ自由に、自分の表現でデッ
サンするだけでいいのですが、デザイン系のデッサンは目の前のものを正確に、写真のように描かなければいけません。デザイナーはお客様に対
して商品を作るため、正確に作らなければ不良品になってしまう可能性があるからです。水平、垂直、左右対称、円の中心点をきっちり取れている、
物理法則を意識し、補助線をひいていくことによって形を正確に捉えることができると思います。あとは黒と白のコントラストのバランスを計算し表
現力を出せば合格の確率が高まると思います。

　　　           小論文は自身の個性を表現するものだと思いがちですが、実際は美術的な考え方を出来ているのかをしっかり見ています。小論
文の形式に対しては、論述的な文章よりも直感的な文章の方がよく好まれると聞きます。例えば、AはBでCだからDである、という文よりもAだと思
う。Bなので、のほうが単純でわかりやすく、直感的であるからです。美術の世界というのは論理的には解明できてない部分が多いのでこういう文
が好まれると思います。

　　 美大受験に必要なこと
   　　　　武蔵野美術大学受験生のメッセージ： 斉藤 慧楽 （基礎デザイン学科・推薦入試合格）

なんで美大に入りたいの？と聞かれたらまず、絵が描きたいから、
上手くなりたいからと憧れを理由にする人が多いと思います。で
も実際はそれだけならば趣味でやればいいのでは？と思われてし
まうのです。本当に美大に入りたいのならば自分が将来どんなこ
とをやりたいのか、◯◯学科でどんなことをやりたいのか、その学
科のウェブシラバスを見て、この授業が自分にとっては役たつの
か…などを考えていくことが重要だと思いました。

積極的にアートの世界に関わるには、その学科についてよくわか
ればいけないと思いました。受験する学科をとことん調べ、考えて
きて来なければ、偏見だらけで誤解を多く生みやすくなるからで
す。例えば、自分の経験でいきますと、最初は、イラストレーション（
絵、イラスト）がグラフィックデザインだと思い、将来は絵を描いて
いきたいと思っていました。しかし、実際にイラストというものは、
グラフィックと全然違い、手段によってはデザインでもないのです。
普通、イラストは「絵画系」の分野に近いのです。
「絵画系」とは 油絵や日本画などが含まれ、自分の自由意志で作
品を作ることです。まず、私には「絵画系」と「デザイン系」の違いが
わからず、誤解を生んでしまいました。もしこのままで受験に挑ん
だら、デザイン系の教授から、そんなに「絵」が描きたいのならば「
絵画系」へいけばいいのでは？と言われてしまいます。普段の日常
でデザインにはよく触れますが、そのデザインについて深く考える
ことはなかったので、私にとってはなんて答えればいいのかがわ
からなくなってしまいます。
しかし、一つ一つデザインについての誤解を解くことによって合格
への確率は格段に大きくなります。イラストは確かに絵画系と思
われますが、ここで「説得」をすればデザイン系にも捉えられること
ができます。

イラストが絵画系ではなくグラフィックデザインではなければなら
ないとはっきり自信を持って言えばいいのです。例えば、このよう
な言い方があるとしましょう：

『私はイラストが描けます。 このようなイラストをデザインするとき
の一つの手段として、「デザインの素材」にしようと思っています。』
これに、さらに自身のイラストにはどういう価値があるのかを言え
ばかなりよくなると思います。

『私は人物を用いたイラストをよく研究しています。なぜなら、人物
には魅力的な形があるからです。服や表情などたくさんの要素が
ある研究しがいのあるテーマで、今は人物を研究しているけれど
も今後、自分のデザインに使っていきたいです。』
（ここで注意、人物以外がデザインができないと言わないようにし
ます。）

このように言えば、イラストがデザインにとって必要なときは必要
だ、と思われるでしょう。つまり、誤解を生まないことで自分の好き
なスタイルを主張できるということがとても大事だと思います。
このように、美大受験対策ではたくさんの誤解と偏見を一つ一つ
解いて、自分にとってのデザインとはなんなのかをはっきりと伝え
なければいえません。本気で美大を目指したければ、よく自分の
学科について調べ、考えることが大事です。普段考えることではな
いものが多かったので美大の受験勉強は少し大変でしたが、自分
がこの学科でやりたいことがわかってくるとだんだんと楽しくなっ
ていき、夢を持つようになりました。その夢が将来に叶うことはわ
かりませんが、具体的な目標ができたので、更なる高みを目指し
ていきたいと思っています。

    賞に対して

美大受験の 豆 知識（帰国子女・推薦入試のみ対応）

実技（デッサン等）について

小論文
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青春の名にかけて全力でIBDPに挑んだ私は、２年間でコーヒーを何杯飲んだのだろうか。
MYP (Middle Years Program)　という中学生でのIBDPへの予備的カリキュラムを終え、次の２
年間への挑戦が待ち遠しかった。しかしきちんと予備されていたわりには、難易度が期待以上に高か
った。時間管理の大切さは多分２年間で一番重要なレッスンだったのだろう。 シンガポールのオース
トラリアン国際学校で私が選択した科目は英語A：言語と文献HL (Higher Level)、経済HL、数学
HL、音楽HL、日本語A: SL (Standard Level)と化学SLだった。その他にも非常に興味深い
Theory of Knowledge（知識の理論）という哲学的な科目及びExtended Essay（自己指定の大型
エッセイプロジェクト）を成し遂げる必要があった。特に数学のクラスは毎回１時限で一つのトピックを
仕上げるような速さだったため、家での復習も必要不可欠だった。しかし、同時に課外活動にもたくさ
ん専念していた私は威圧に負け、 ぎりぎり提出日の 朝４時に起きアセスメントを始め、３時間ほどで
終わらせることも日常のことであった。 それでも成績はそこそこ良かった私はIBの1年目を終えた頃
には何もかも先延ばしにする悪いクセがついてしまったのだ。
しかし、何もかも先延ばしにする私も完璧主義であったため、さすがに「そこそこ良い成績」では満足
できなかった。特に数学では７段階のうち４ばかり取っていたため、復習の努力を避けてしまう自分が
嫌いだった。何事も先延ばしにせずに努力し何でもこなすような２年前の自分が恋しくなった。 その
当時は勉強好きで授業で新しいことを学ぶのにワクワクしていたからだろう。私は成績やクラスでの
順位競争など気にせずに勉強しているはずが、いつの間に焦点を外してしまっていたことに気づい
た。これに気づいた私は その後改めて勉強に専念するだけの日々を誓ったのだ。 課外活動ともより
良いバランスをとり、何も先延ばしにすることはなくなった。

IB（国際バカロレア）受験体験記
バハール・イシャナズ

IBの真っ只中でCAS (Creativity, Action, Service)はアカデミック威圧に対して唯一の救いだった。
このプログラムは、創造性(Creativity)、運動(Action)と奉仕(Service)活動を駆使したもので、まさに課外活動を必要とするIBの
一部である。音楽などパフォーマンス活動が大好きな私には大歓迎だった。「大学に入るために勉強だけに専念しろ」と親にも社会
にも言われ続ける中でCASの必要性は私にとって課外活動に向けて最善の言い訳だった。この言い訳をうまく利用し、２年間の間
私は学校でロックバンド、合唱、ソウルバンド、数々の演劇の役者・ボーカル及び吹奏楽やオーケストラでクラリネットを務め、最終年
には学校で芸術キャプテン(Creative Arts Captain)に選ばれその活動にも努めていた。学校外でもシンガポールの建国記念日の
合唱団で活動するなど、IBを受けた２年間は勉強だけでなくミュージシャンとしてのハイライトでもあったのだ。
とはいえ、さすがに最終試験が迫ってきた頃には課外活動も少しずつ減らさねばならなかった。空いた時間には数学の復習、科目
の中では数学が一番難しかったため家庭教師も雇い特別な努力をした。それとともに音楽での作曲などの最終アセスメントにも相
当な時間を掛ける必要があり、私たちのために土日を尽くしてくれた音楽の先生にはとても感謝している。
加えて、進路選択の必要もあり、大学の申し込み期間も迫っていた。私は小さい頃から早稲田大学に憧れていたことで、AO入試で
政治経済学部に申し込んだ。そして進路選択やアセスメントを終わらせた後は丸一ヶ月試験への準備だけに集中し、ただ最善を祈
るだけだった。一ヶ月集中したおかげで１１月の試験期間は緊張感もあまりなく幕を開けた。しかし私は最初の２日間で大熱を出し、
そのまま６つもの試験を乗り越えられたのは奇跡だった。でもその後の試験ごとの間隔はいい具合に空いていたことでリラックスし
て試験を完遂し、早稲田大学にも無事合格した。
現在は９月の入学までに「青春したなぁ」と安堵のため息をつきながらゆったりコーヒーをすすり飲みしている。
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スタンフォードアメリカンは2歳から5歳の間で、Suzuki Violin Programと絵画プログラムを設け、幼児からの天才教育をフィーチャーしてい
る。確かに、将来的にいくら努力しても一流にはなれても、センスエリートでなければ超一流にはなれない。秀才にはなれても天才ではない。
就学以前の日々の食事がそのベースになる感性を養うという意味で、学校での食事の重視もスタンフォードアメリカンの着眼だと思う。

もともとIBDPには、たとえばUWCのadmissionsからパンフレットで確認してみると、DanceやFilm、MusicやTheatre、VisualArtsや
Information TechnologyなどAIやロボットに対抗できる、次世代産業に従事できる芸術・芸能カリキュラムがあるが、最近のインター校で
は特に重視する傾向があるようだ。
GEMSでもArts programmeを重視していて、小学生のG１からG５でバイオリンかチェロを習う。オーストラリアンインターナショナルでも創
造性教育として3歳からバイオリンを習う。YOUTUBEでAIS IDBP Music Performanceと検索すると、成績トップの生徒たちのピアノ演
奏など多数聞ける。今年、早稲田大学の政経学部に合格した生徒はすでにハードロックカフェで歌っている。こうしてみるとインター校は芸能
スクールのような側面さえある。先進国の将来の産業構造を示唆しているのかもしれない。

IBDPの  芸術   ・    芸能  カリキュラム



「世界が認めた知の理論」、
TOKとは何か？
をわかりやすく解説。
IBDPの本試験対策に
最適です。

スーパーメディアでS$60で
お求めになれます。
詳しくはこちらまで。
supermedia@ruri.waseda.jp 

Japan Kyushu 
Travel Network
The Jewel Island of Japan

Saga
Ceramic ware, onsen, Ninja village, 
ancient ruins etc. 
This area has many
 face and attractions.

Nagasaki
Historic Area. The story 
of Atomic bomb, 
Hidden Christians etc.
International city from 
old time.

Kumamoto
Aso volcano is mother of 
Kyushu.Now you can see 
one of most beautiful 
mountain scenery in 
the world. And Kumamoto 
castle is the three major 
Japanese castles.

Kagoshima
Southern area. This area has Sakurajima volcano. You can 
enjoy Sand bath, that is special style of only this area.

Miyazaki
Miyazaki is area of mythology 
and Legends.Many traditional 
culture and architectural 
structures you can see here.

Oita
Onsen World.One of 
Best Onsen Area in 
World. There is Hello 
Kitty's Amusement park.

Fukuoka
Most big population 
and central of Kyushu.
Good at shopping 
and city life and 
entertainments.

We have rich network all around Japan. Hotels,Travel companies, 
Bus companies, etc. Especially we know Kyushu and We live in Kyushu. 
Our mission is contribution for customers from other countries.

- OUR NETWORK -

contact us: http://www.japankyushutravelnetwork.com/

５~３０部ほど、置いていただけるショップなど募集中です！

IBDPはローカルの方からもバ
ックナンバーについてたびたび
お問い合わせいただくほどの人
気で、IBDPを手に入れるために
繰り返し来店される方も多いよ
うです。

　　こちらからお気軽に
　　お申込みください：
　　supermedia@ruri.waseda.jp 



http://booklive.jp/product/index/title_id/302786/vol_no/001

その他、著者はシンガポールのライブハウスでもリサイタルをおこなっ
ています。ステファニースンやデッィクリーも参加する、The Musicians 
Guild of Singapore で吟遊詩人として登録されています。

Singapore looks like a spaceship from last earth. 

There are many colors many languages many hearts. 

But one human, all hearts of the humanity. 

We look like a bird to fly sky eternity.

詩集・『最期の三輪車』はこちらでお買い求めできます：
http://tinyurl.com/japww8n

おすすめの詩集：『最期の三輪車』

キャプテン翼の同人誌に掲載：「確かめる」

森村誠一 『未踏峰』：「確かめる」 角川文庫・徳間文庫ほか
（シンガポール日本人会でも読めます。）

「ぼくは青空のように残酷な音楽を聴いている」 絵：kuraさんより

総務代行サービスを利用すると…

～プログレスアジアをご利用頂いているお客様の代表的な事例～

Progress Asia (Singapore) Pte Ltd 
(Reg. No.: 201414370N)

■ 1 Raffles Place #18-05, One Raffles Place (Singapore 048616)  
■ Mobile: +65 9231 4991（斉藤）   ■ Office: +65 6822 0282 　
■ Email: info@pro-gress.asia 　          ■ Website: www.pro-gress.asia

Progress Asia
プログレス　アジア

詩集にある、「確かめる」「青空」が使われているほどの人気です：

   お悩み
⇒ 小さい所帯なので総務庶務担当者を
　 雇うかどうか悩んでいる
⇒ 総務担当者を採用するのが難しい
⇒ 採用をしても直ぐに辞めてしまうのでは？

   その結果！！
⇒ 本来の業務外の
     総務庶務に
　追われる事なく営業活動に
     専念できた！

⇒ 総務担当者者を社内に置く
     必要が無くなった！

⇒ 本業に集中する
     ことにより売上が
　 増えて業績がUP！

   プログレスアジア
   に依頼
何故プログレスアジアなのか...
⇒ 日本語、英語、中国語ができる
　 スタッフの全面総務サポートを受ける
     ことができる！
⇒ 各種契約（電話、ネット等）及び
     銀行口座（ネットバンク含む）開設
     サポートを受けることができる！
⇒ 社員で雇用するより総務代行の
     コストパフォーマンスが
         優れている。

シンガポール・海外で総務・人事にお悩みの方へ
プログレスアジアは、御社の総務・人事を代行することで、
お客様が本業に徹して頂ける環境をご提供致します。

日系サービス業X社の事例



カメラマンという仕事は、やっぱり、誰でも簡単に始められる、撮ることもできる
んですけど、例えば皆さんが同じようにサラリーマンをジャンプさせて撮ったとして、それをたんたんと10
年間続けて1000人以上、誰からも評価されなくてもお金が1円にもならなくても、撮ることができるかとい
うと多分できないと思うんです。飽きちゃう。なんで飽きちゃうかというと、自分にとって切実なテーマでは
ないからなんです。私にとってはこの写真はすごく自分自身の家族についての作品なので、私の家族を
テーマにしてるんです、だからそれをわかってくださいと、ことさら主張しているわけではないんですけれ
ども、恐らく 私がこういうかたちでサラリーマンの方をずっと撮っている、その切実さというものが作品の

中に埋め込まれていると考えるわけなんです。それが写真の中に含まれる個性かなと思ってまして、写真家として職業として続けてい
くとなると、やはり皆さんは無理だと思うんです。先ほど、10年活動し、5、6年経ってようやく食べれるようになったと申しましたけれども、や
はり5、6年は食べれないとなると非常に困るわけです。例えば、息子さん、娘さんが写真家になりたいといったら多分止めると思うんで
す。だからやっぱり安定した給料が手に入ったほうがいいと思います。私もそう思います。だから、非常に両親にはなかなか迷惑をかけ
たかなとも思うんですけれども、もちろんその背景というか、 必ずこういったかたちで自分の撮りたい写真を続けて、発表していくこと
で、写真家としての個性は、個性というものはある日突然ポンって生まれるわけではなくって、個性は誰にでもあるものなんです。実は
この作品のテーマはそうでして、特に日本のサラリーマンというのは外側から見ても非常に個性的ではないんです。同じようなスーツ
に同じような眼鏡をというか、なんかルックスが非常に似ているというような、個性的ではないんですけれども、ジャンプすることでその
人の個性というものが写真に表現されるということを実はやっていまして、それがそのまま今の話にもつながるというか、写真家として
も個性を表現していくためには 継続して撮り続けることでしかないです。同じことを10年でも私は短いと思っているんですけれども、
10年続けていけば、そういう写真を撮ってる写真家がいるということは少なからず広まっていきますので、そうすると先ほどの質問の
答えになるかなと思います。誰でも撮れる時代なので、例えば私は誰よりも写真がうまいんですといったところで、それが個性にはなら
ないんです。むしろ下手なほうが個性になる時代かもしれません。
（ソラリーマンやソラリーマン以外にも、芸術家としての仕事を、写真家としてグラビアやほかに色々撮っていますが、そういう ときに仕
事の大変さというものはありますか。）仕事の、ずっと今まではポジティブな話をしてきましたので大変さというところで言いますと。と
いうのは私は全然大変だと思ってないので、実はそんなに大変なことはなかったりするんですけど、多分話をするとこれは大変そうだ
なって思うようなことを。それは1つ1つの仕事の悩みというよりも、写真を仕事にするには大変時代が悪くなってきたというところが、一
番話がしやすいかなと思います。
繰り返しになりますけれども、誰でも撮れる時代になって
ます。私が始めたころというのはまだフィルムのカメラが
全盛の時代でした。フィルムのカメラですと皆さんは写真
を撮ったことがないっていう人がほとんどで、実は僕は写
真を撮ってますというだけで非常に重宝された時代なん
ですけれども、今はそんなことはないんです。言ってしま
えばこのジャンプしてる写真も昔はフィルムで撮ってまし
たので、やり直しがきかないんです。
今、例えばiPhoneとかでも連写の機能がついてまして、
その連写のスピードも非常に性能がよく、連写してるとき
にほぼきれいにジャンプしてる写真が撮れてしまうという
ことで、もうこれは大変な時代になっていくんです。

＊全文はまもなく発売の青山裕企エッセイ集に収録され
ます。
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日時： 3月5日～約2週間　午後から
場所： 日本人会 1F

むすめと！ソラリ―マン写真展

It is a great pleasure to inform you that we will hold a photography exhibition for the photographer Yuki 
Aoyama from the afternoon on the 5th of March in 2016. The photographs taken by Mr.Aoyama in Singa-
pore will be put on view to the public at The Japanese Association, Singapore for about two weeks. 

この方たちの詳細はシンガポール日本人会でご覧になれます。お父さんたちの素晴らしいジャンプをお見逃しなく！
This person who details can be found in the Singapore Japanese Association. Do not miss the great jump!

～青山裕企撮影～～青山裕企撮影～

1978年愛知県名古屋市生まれの写真家。 2005年筑波大学人間学類心理
学専攻卒業。 2007年キヤノン写真新世紀優秀賞受賞。 
『ソラリーマン』 『スクールガール・コンプレックス』 『絶対領域』 『吉高由里
子 UWAKI』 『ガールズフォトの撮り方』 『台湾可愛 Taiwan Kawaii 
School Girl』 など、次 と々話題の写真集を発表。 HKT48指原莉乃フォトブ
ック『さしこ』グラビア、 雑誌の表紙（二宮和也、 生駒里奈、 橋本愛、 早見あ
かりなど）、 CDジャケット（真空ホロウ、 SCANDAL、 HKT48、 フレンチ・キ
スなど）、 映像『無気力スイッチ（さよならポニーテール）』乃木坂46（CD特
典映像1st,2nd,3rd,5th,7th,9th）、広告（au、リクナビ、野村不動産、本厚木
ミロードなど）、ミスiD2015選考委員など。 2013年『スクールガール・コンプ
レックス～放送部篇～』写真集が映画化される。サラリーマンや女子学生な
ど“日本社会における記号的な存在”をモチーフにしながら、自分自身の思
春期観や父親像などを反映させた作品を制作している。 
■ホームページ： http://yukiao.jp

■青山裕企明治屋CM：
 http://www.meidi-ya.co.jp/delicious-canned/fathers-day/

青山裕企とは？
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【保存版】 IBDP（国際バカロレア）生のJapanse Extended Essay

萩原朔太郎が韻文と散文を用いて描き分けた
２つの異なる猫のイメージと心境
 Name（名前）: Arata Ueno 　上野　新
Subject（教科）: Japanese　日本語
Character Count of the Essay（エッセイの文字数）: 7553
Character Count of the Abstract (振り返りの記述の文字数)：581

目次
概要・振り返りの記述
序
 - 文学における猫のイメージ
 - 動機とリサーチ課題
詩集『青猫』の分析
小説『猫町』の分析
比較 
 - 何故、二つの作品で猫のイメージが違うのか？
結論と考察
参考文献
付録
 - 付録１：『青猫』の分析
 - 付録２：萩原朔太郎の年表
 - 付録２：参考書

概要・振り返りの記述

　萩原朔太郎は「猫」を自分の心境を反映する存在として使用している。
その心境は1923年に刊行された『青猫』と1935年に刊行された『猫町』
では変化している。猫を通して朔太郎の心情が表現されていると思わ
れる。本稿はまず、二つの作品の分析を行う。そしてそれらを比較して
朔太郎の心の変化を分析していく。本稿のリサーチ課題は「萩原朔太
郎の詩集『青猫』と小説『猫町』に使われている「猫」のイメージはどの
ように異なり、作者のどのような心境の変化が反映されているのか？」。
そして本稿の理論は「詩集『青猫』と小説『猫町』で萩原朔太郎が描い
た猫のイメージは、朔太郎の人生での出来事によって異なる心境を反
映しているため異なっている。」と結論したい。
 
　『青猫』の中では韻文・詩歌という形式で書かれており、朔太郎の猫
に対するプラスのイメージがみてとれる。韻文は詩人が共感性を描く
のに用いられる形式で1923年、当時37歳で書かれた『青猫』では彼の
猫が持つ神秘性に対しての憧れや魅力が見て捉えられ、朔太郎にとっ
て「手の届かないもの」であったからこその強い気持ちが詩の中に反
映されている。
 
　『猫町』では形式散文を使い共感性ではなく拒絶感情が強くみられ
る。小説でしか一度は憧れた猫の神秘性を描けなくなってしまってい
る。本稿では萩原朔太郎が猫という動物に込めたイメージを分析して
萩原文学における猫の使用の本質を追究する。

序

文学における猫のイメージ 
　文学において動物の使用は決して珍しいことではない。そしてそれ
は世界中のありとあらゆる文学作品に見られる。例えばアメリカの作
家エドガー・アラン・ポーは『黒猫』という作品で、猫に邪悪で陰険な生
き物というイメージを込め、主人公の夫がまるでその毒気に犯された
かのように凶悪な性格に変わって行く姿を描いている。ポーは猫とい
う生き物に高い神秘性とそれに劣らない邪悪性のイメージを吹き込
み、作品そのものを狂気で満たしている。この狂気的な作品により当時
のポーの貧しさやアルコール中毒だったときの情景を上手く読者に伝
えている。つまり、猫という動物に霊的な要素を足す事で作者自身の心
境をも表していると言える。

動機とリサーチ課題 
　私が本稿で猫のイメージについて研究しようと思ったのは私が個人
的に好きな小説の一部に猫が霊的な意味で使用されていたのを発見
し、疑問に思ったことに起因する。その作品とは村上春樹の『1Q84』で、
主人公の天吾が物語の主要人物であるふかえりという少女に聞かせる
物語で「猫の町」という奇妙な異世界が登場したのである。

その後IBDPの授業でエドガー・アラン・ポーの『黒猫』の勉強や、萩原
朔太郎の『青町』と『猫町』を熟読し、猫のイメージが文学において比較
的頻繁に使われていることに気付き、本稿で本格的に文学における猫
のイメージを分析してみようと思い立ったのである。
　もう一つの理由はTheory of Knowledgeのプレゼンテーションを作
成するにあたって17世紀のドイツの哲学者ゴットフリート・ライプニッ
ツを調べたことに起因する。ライプニッツが提唱したのは充足理由
律(英・Principle of sufficient reason)といい、「全ての事象には原因
または理由がある」というものだ。この考え方に私は強く共感し、文学
の中に猫が登場する理由に関しても単なる作者の気まぐれや思いつ
きではなく、明瞭な理由が存在するはずだと思ったのである。

　本稿では猫のイメージを分析する為に萩原朔太郎が別の時代にそ
れぞれ書いた『青猫』と『猫町』を比較する。それぞれの作品で猫のイメ
ージがどのように描かれているかを分析し、その違いを考察する。従っ
て本稿のリサーチ課題は「萩原朔太郎の詩集『青猫』と小説『猫町』に
使われている「猫」のイメージはどのように異なり、作者のどのような
心境の変化が反映されているのか？」である。そして本稿の理論は「詩
集『青猫』と小説『猫町』で萩原朔太郎が描いた猫のイメージは、朔太
郎の人生での出来事によって異なる心境を反映しているため異なって
いる。」である。

詩集『青猫』の分析

　詩集『青猫』は1923年の萩原朔太郎が37歳の時に新潮社から刊行
された詩集であり、『月に吠える』と並んで朔太郎の代表作の一つであ
る。集英社文庫から刊行された『青猫ー萩原朔太郎詩集』の解説者阿
毛久芳は『青猫』が執筆された時、朔太郎の心の中では「無為とアンニ
ュイの苦痛が深まっていた」と記述している（萩原朔太郎、1993年）。ア
ンニュイとは倦怠感を表す。
　萩原朔太郎は『青猫』を執筆する前から哲学書、美学書、心理学書を
数多く読んだ。その中でもドイツの哲学者アルトゥル・ショーペンハウ
エルから強い影響を受け、朔太郎は「詩とは意思の解説である」（萩原
朔太郎、1993年）と語っている。それと『青猫』の序で書かれた「詩はた
だ私への悲しき慰安にすぎない」（萩原朔太郎、1923年）を複合させて
考えると、「朔太郎にとって詩とは自分の悲しみの意思を表して、自分自
身を慰める為の道具」と結論づける事ができる。従って『青猫』の内容
も朔太郎が持つ悲しき意思を反映させた詩集である。

　詩集『青猫』の第一部「幻の寝台」の中の一編「青猫」は詩集と同一の
タイトルで書かれており萩原朔太郎が持つ猫のイメージを明瞭に表し
ている。この詩で書かれているのは「大都会の雑踏」とその中を自由に
動く事のできる「青い猫」である。そして、これにより朔太郎の猫に対す
るイメージが「憧れ」であり、当時の朔太郎が孤独を好む性格であった
ことを示唆している。
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1. この美しい都會を愛するのはよいことだ
2. この美しい都會の建築を愛するのはよいことだ
3. すべてのやさしい女性をもとめるために
4. すべての高貴な生活をもとめるために
5. この都にきて賑やかな街路を通るのはよいことだ
6. 街路にそうて立つ櫻の竝木
7. そこにも無數の雀がさへづつてゐるではないか。

8. ああ　このおほきな都會の夜にねむれるものは
9. ただ一疋の青い猫のかげだ
10. かなしい人類の歴史を語る猫のかげだ
11. われの求めてやまざる幸福の青い影だ。
12. いかならん影をもとめて
13. みぞれふる日にもわれは東京を戀しと思ひしに
14. そこの裏町の壁にさむくもたれてゐる
15. このひとのごとき乞食はなにの夢を夢みて居るのか。
（萩原朔太郎、1923年）

青猫ではまず最初の二行で「美しい」と「愛するのはよいことだ」を反復
法で表し、都會の美しさを強調している。そして二連目の最初に「ああ」
とかいてあるが、これは朔太郎の作品に多く見られる詠嘆的文語調で
あり、朔太郎が過去の純情を歌にしたとされる『純情小曲集』にも多く
使われている。「ああ」と書いた後に「一疋の青い猫」と書く事で、「ああ
．．．この一匹の青猫になりたい」という朔太郎の憧れが示されている。
これは十一行目の「われの求めてやまざる幸福の青い影だ」からも推
測できる。「ざる」は打ち消しの連体形として活用され、「私は青猫を求
める事を止めることができない」と彼自身が猫のように生きたいという
心境が見てとれる。「一疋の青い猫」の「一疋」は孤独感を表しており、
朔太郎の孤独を愛する気持ちが伺える。そして青色はニュアンス的に
「青ざめる」を連想させ、朔太郎の憂鬱な気分を伺う事ができる。

　詩集『青猫』の「幻の寝台」においてタイトルは女性の寝台であり、朔
太郎はそれを求めていると阿毛久芳は解説している。（萩原朔太郎、
1993年）朔太郎は官能的な詩を書く事でも知られており、この詩集で
は猫は女性を表すシンボルでもある。気ままに都会を行き来できる動
物というイメージだけではなく、朔太郎は猫に女性のイメージも重ね
合わせている。

　従って詩集『青猫』において、朔太郎が持つ猫のイメージとは「孤独」
と「憂鬱」、そして「都会で平然と眠る事のできる自由な生き物」という
イメージである。都会という大きな空間を「美しい」と表現しながらも、
その都会で往来する人々を嫌い、倦怠感を感じている。しかしその雑踏
の中でも喧騒を全く意に介さずに独りで眠る事のできる青い猫に対す
る憧れの意識が反復法と詠嘆的文語調を通じて反映されている。

小説『猫町』の分析

　『猫町』は<私>という代名詞を用い一人称で書かれている事からこ
の<私>が萩原朔太郎本人を表している事が伺える。『猫町』の冒頭で
朔太郎は「過去の経験は、旅が単なる「同一空間における同一事物の
移動」にすぎないことを教えてくれた」（萩原朔太郎、1976年）と言って
いるが、朔太郎にとって旅とは同じような風景が流れるだけで、単純な
旅を退屈と感じている。そういった味気ない生活に対する厭悪感情
が『猫町』を書く至った理由でもあろう。
　『猫町』は幻想世界を体験できる悦びからモルヒネやコカインに溺
れ、体を壊してしまう<私>、即ち萩原朔太郎自身が主人公となってい
る。健康の為に散歩をしているとある日、不思議な「猫の町」へと迷い込
んでしまう。その町に自分がいることに恐怖し目を閉じて、再び開ける
と見慣れた町へと自分が戻っていたのだ。
　朔太郎は『猫町』で「同じ一つの現象が、その隠された「秘密の裏側」
を持っている」のだと語る。

汽車の車窓から見た景色が普段見慣れているはずの景色として捉える
事が出来ず、汽車から降りてプラットフォームに立ったとき初めて通常
通りの景色だと認識できると同じように人は始めに物を裏から認識し、
後になりそれが普段見慣れている物と同一だと気付くと朔太郎は主張
している。そしてこの不思議な体験が朔太郎にとっての「味気のある旅」
であり、朔太郎の現実に対する憎しみの感情を反映させたものなので
ある。

「瞬間。万象が急に静止し、底の知れない沈黙が横たわった。何事かわ
からなかった。だが次の瞬間には、何人にも想像されない、世にも奇怪
な、恐ろしい異変事が現象した。見れば町の街路に充満して、猫の大集
団がうようよと歩いているのだ。猫、猫、猫、猫、猫、猫、猫。どこを見ても
猫ばかりだ。そして家々の窓口からは、髭の生えた猫の顔が、額縁の中
の絵のようにして、大きく浮き出して現れていた。」（萩原朔太郎、1976
年 ）

　『猫町』における朔太郎が持つ猫のイメージには拒絶感情がみてと
れる。「世にも奇妙な、恐ろしい異変事」では唐突の出来事に困惑し、戸
惑い、突如現れた猫に対し、恐怖と憎しみがみてとれる。「うようよ」と
いう擬態語を使い、自分自身の言葉で理路整然と状況を説明すること
が不可能な状況に追い込まれていることを表し、朔太郎の猫に対する
イメージが「憧れ」ではなく、「拒絶感情」に変わってしまったことを示
唆している。

比較

　『青猫』と『猫町』では根本的な違いが存在しているが、類似点も存在
している。『青猫』の猫も『猫町』の猫も霊的なイメージで書かれており、
単純な愛玩動物として書かれてはいない。さらに、両方の猫も女性を
暗示するシンボルとして使われており、猫に対する憧れや倦怠感が朔
太郎の女性を求める心を表している。どちらの猫も作者である萩原朔
太郎の心境を映し出すのに利用されており、どちらも哲学者ショーペン
ハウエルのから影響を受けた朔太郎の「詩とは意思の解説である」と
いう考えを忠実に守っている。
　『青猫』と『猫町』では朔太郎が持つ猫のイメージに大幅な違いが存
在する。『青猫』の「幻の寝台」では都会の雑踏を「美しい」と感じながら
もそこを行き交う人々に対する嫌悪感が表現され、その雑踏の中を平
然と眠る事のできる青い猫に対する憧れが見て取れる。逆に『猫町』で
は驚きと恐怖、そして自分の周りを得体の知れないものに「うようよ」と
囲まれている不快な気分が表現され、拒絶感と猫に対する憎しみのイ
メージが込められている。
　　更に『猫町』の「どこを見ても猫ばかりだ」からは猫が一匹だけで
はなく、複数同じ空間に存在することを表している。これは朔太郎が嫌
う群衆行動をしめしており、さらには猫が町を形成するという、まるで
人のような特性を与えて、猫を擬人化させている。つまり、猫という動物
が人間の特性に近寄りつつあること暗示させており、「自分は猫になり
たい」という憧れの動物が今は「自分が嫌う人間達の群衆と同一にな
ってしまった」と嘆いている。
　朔太郎にとって『青猫』で書かれる猫とは「自分がどれだけなりたく
ても絶対に手の届かないもの」として描かれている。逆に『猫町』では
朔太郎は擬人法を用い、猫という動物を自らと同じ人間レベルまで品
格を下げている。『青猫』の直後に『猫町』が書かれるまでの12年の間
に猫という高貴な生き物が下賎なものになってしまっている。
表現形式も『青猫』と『猫町』では異なっている。『青猫』は韻文・詩歌の
自由詩で『猫町』は散文詩風の小説である。韻文で書かれた『青猫』は
詩歌である為、反復法や詠嘆的文語調を使った際のプラスの印象を強
く残す事ができ、詩の内容が悲観的でも読者は比較的詩人に共感しや
すい。逆に散文詩風の小説として書かれた『猫町』は長い文章を用いて
猫に込めた拒絶のイメージを読者に伝えやすい。従って韻文で書かれ
た『青猫』は共感を読者に対して求め、散文で書かれた『猫町』は朔太
郎が猫に込めた拒絶のイメージを読者に理解して欲しいという気持ち
が伺える。

International Baccalaureate Diploma Program 17



何故、二つの作品で猫のイメージが違うのか？

　萩原朔太郎は1886年に群馬県前橋市で生まれた。父親の密蔵は東
京帝国大学医学部を卒業した後に開業したエリート医師で、長男の朔
太郎は常に跡継ぎとして期待され、周囲からの様々なプレッシャーを
受けていた。朔太郎は「その期待を裏切ることで、詩人になってしまっ
た」（萩原朔太郎、1993年）人物である。父親からの期待を裏切ってま
で選んだ芸術の道で挫折し、初恋の相手である馬場ナカも別の医者と
結婚してしまう。自分が自ら捨てた道を初恋の相手にも理解してもらえ
ず、自分が選んだ道に絶望してしまう。

　当時の日本では社会が立身出世を望み、朔太郎が歩む文学や朔太
郎の趣味である芸術は無意味と同一であった。そこで朔太郎は自分が
生きている意味や価値に疑問を感じるようになる（萩原朔太郎、1993
年）。当時の日本では詩を書くだけでは生計を立てることはできない。
事実上、無職という劣等感を感じながらも自分が生きて行く意味と理
由を見出す為に朔太郎は詩を書き続けた。詩の中で自分が持つ感情
を露にして、生きる意味を問い続けた。答えの見つからない疑問に苦し
みながら次第にその劣等感や虚無感を詩を捜索する為の動力源に変
えていったのである。

　6年間東京で過ごした間にヨーロッパ文学に感銘を受け、特にドイ
ツの哲学者ショーペンハウエルから多大な影響を受けたことは前述し
たとおりである。『猫町』の冒頭にもショーペンハウエルの一節が引用
されている。ショーペンハウエルが唱えた「宇宙は意思の現れであり、
意思の本体は悩みである」に加え、「人生とは何だ。救ひのない無間地
獄さ。どうで生きて居たって苦しむばかりだ。何もくよくよすることはな
い。」（萩原朔太郎、1993年）という哲学的考えは当時の朔太郎にとって
一筋の光明であった。生きる意味を問うことが朔太郎にとって意思で
あり、悩みのもとであった。ショーペンハウエルの考えに従い、悩みを
消す為に、悩みのもとである生きる意味を朔太郎は自らの詩を通して
問い続けた。

　1917年の5月、『青猫』が新潮社から刊行される6年前に朔太郎の初
恋の相手である馬場ナカが死亡する。そしてこの6年の間にショーペン
ハウエルの影響を受けた朔太郎は「詩とは思慕を歌ふ郷愁である」と
言い、この「郷愁の場でのみ死んだ女と密会できる」と結論づける。（萩
原朔太郎、1993年）つまり、朔太郎が詩を書くのは初恋の女性である
馬場ナカとの再会の場所を作り出す為でもあった。
　『青猫』において猫とは女性を表す事は前述したが、この女性とは朔
太郎が初めて恋をした馬場ナカのことである。『青猫』で朔太郎が猫に
なりたいと憧れたのには猫が都会の雑踏の中を独りで生きられるだけ
ではなく、青猫が遠い昔に恋をした馬場ナカを表しているからでもあ
った。つまり『青猫』が刊行された1923年、朔太郎が持つ猫のイメージ
とは自らが恋した女性とそれに対する憧れを示していた。
　12年後の1935年に朔太郎は散文詩小説『猫町』を刊行するが、この
12年の間で朔太郎に変化が訪れる。『青猫』の刊行後直ぐに関東大震
災が関東を襲い、1929年に妻稲子と離婚、その後東京の家を引き払い、
群馬へと帰郷する。更にその1年後の1930年には父密蔵がこの世を去
り、再び東京へと上京した。朔太郎は『父の墓に詣でて』の最後の行で「
過失を父も許せかし」と語っている。（萩原朔太郎、1977年）父の期待
を裏切りながら進んだ芸術の道で挫折し、道楽息子として過ごした朔
太郎は心の中で罪悪感を感じていた。「あなたの期待を裏切り就職し
なかった自分を許して欲しい」と父親に許しを乞うている。

　地震、離婚、そして父親の死去、特に父親の死は朔太郎が1935年に
刊行する『猫町』における猫のイメージを変えてしまった。それまで持
っていた憧れのイメージから一転し、猫に対して憎悪を感じてしまうよ
うになる。『猫町』では猫を擬人化させて猫に人間の特性を与え、更に
猫を複数登場させることで朔太郎が嫌う集団行動を表現している。初
恋の女性に対する憧れを『青猫』で書いていたのに対して、『猫町』では
その女性を拒絶してしまう。 

結論と考察

　本稿のリサーチ課題である「萩原朔太郎の詩集『青猫』と小説『猫町』
に使われている「猫」のイメージはどう異なり、作者のどのような心境
の変化が反映されているのか？」に対する結論として『青猫』を刊行し
た後に起きた様々な要因が朔太郎の猫に対するイメージを変えさせ
ており、『青猫』で見せた「憧れ」から『猫町』の「拒絶感」へと心境が移り
変わっている。心境の変化は猫に対するイメージだけではなく、作品の
形式にも変化をもたらし、プラスな印象を持った『青猫』は韻文で書か
れ、マイナスな印象を持つ『猫町』を比較的長い文章を必要とする散文
で書かれている。作者の心境は作者がそれを活字にする際の形式にも
反映されている。

　萩原朔太郎という詩人は都会や都市に対して常に憧れを抱いてい
た。刺激のない群馬の田舎を飛び出し、都会の喧騒の中で孤独を求め
た。都会の忙しい人々の往来の中で誰も自分に関心を向ける事のない
雑踏の中の孤独をこよなく愛した。詩集『青猫』の中ではその雑踏の中
の孤独を求める心境が猫を使って表されており、朔太郎の猫に対する
憧れや初恋の人に対する純粋な感情が反映されていた。
　単調でなんの刺激もない普通の人生は朔太郎にとって常に苦痛で
あった。若い頃から性欲に関して問題を抱え、それ故に歳をとってから
も女性の官能的な女体を求めるようになっていく。他人とは変わった
人生を求めてしまう為、孤立していくのは必然的であった。朔太郎自身
が孤独を好んだとも言われているが、詩人に偶然なってしまった時同
様、周りから受け入れてもらえなかった為に孤独を自ら受け入れてしま
ったのかもしれない。

そして妻との離婚、父親の死を経て萩原朔太郎という人物は現実とい
う残酷な世界から逃げ、周りのあらゆるものを拒絶するようになってし
まった。今まで初恋の人への憧れのイメージを抱いていた猫ですら自
分を集団で襲いかかる悪として捉えるようになり、現実から逃避するか
のようにモルヒネとコカインによる幻想旅行に刺激を求めた。
　個人的に朔太郎は非常に数奇な人生を歩んだ作家であると私は思
っている。自分の人生に絶望しながらも、生きる意味とは何かを詩に問
い続けた非常に律儀な人間であると私は感じた。
　本研究を通じて、私は萩原朔太郎が猫という動物を通して描きたか
った朔太郎本人の心境を理解することができ、二つの作品で書かれて
いる異なる猫のイメージを分析、比較することでより深く作者の心境と
イメージの関係性を学ぶ事ができた。猫という動物に動物以上のイメ
ージや意味をつけ加えることで作品そのものが神秘性を放ち、作品が
更に深みを持つものだと私は思う。
　そして当初の動機でもあったライプニッツの充足理由律に従い、作
品の中で作家が猫を使用するのには理由があることも本研究を通じて
再確認することができた。
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繰り返しになりますけれども、誰でも撮れる時代になって
ます。私が始めたころというのはまだフィルムのカメラが
全盛の時代でした。フィルムのカメラですと皆さんは写真
を撮ったことがないっていう人がほとんどで、実は僕は写
真を撮ってますというだけで非常に重宝された時代なん
ですけれども、今はそんなことはないんです。言ってしま
えばこのジャンプしてる写真も昔はフィルムで撮ってまし
たので、やり直しがきかないんです。
今、例えばiPhoneとかでも連写の機能がついてまして、
その連写のスピードも非常に性能がよく、連写してるとき
にほぼきれいにジャンプしてる写真が撮れてしまうという
ことで、もうこれは大変な時代になっていくんです。

＊全文はまもなく発売の青山裕企エッセイ集に収録され
ます。

付録

付録１：『青猫』の分析

付録２：萩原朔太郎の年表

付録３：参考書

※当論文は2015年度のIBDP生によるExtended Essayであり、スコアはAであるため、快諾を得て掲載させていただきました。
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IBDP文学で役に立つ、日本の古典
現代でも異彩を放つ本居宣長の学ぶ姿勢！
国際バカロレア時代の今こそ古典文学を開いてみよう。

『としごろのならひは、さすがに捨て難きわ
ざなるに、我とか云ふ禍神さへ立ちそひて、
とにかくに強ひごとして、猶その筋をたすけ
むとする程に、終に善きことはえものせで、』

長年親しんだものの考え方はさすがに捨て
がたいものである上に、我執という魔物も寄
り添ってくるので、何かにつけて間違ったこ
とをして、なおそれを助けようとするので、最
後まで善いことは得られず

江戸時代後期の随筆「玉勝間」の一節です。
自分に素直に生きよう、ありのままに生きた
いとよくいいますが、その自分というのが実
は自分では無い、何ものかに取り憑かれて
自分だと思い込まされているだけのもので
はないでしょうか？

こう本居宣長は言います。

何かを成し遂げようとする初心者に向けて
「うひ山ふみ」のなかでは

「学びやうは、いかやうにてもよかるべく、さ
のみかかはるまじきことなり」と述べていま
す。「好きなことを好きなふうにやればい
い、成功するまで決して止めないことが大
切だ」と。
才能の有る無し、暇の有る無し、始めるとき
の年齢、そんなことより「つとめだにすれ
ば、出来るものと心得べし」こう断言してい
ます。
筆者は財界二世学院で帝王学を教えていた
とき、ナポレオンヒルやカーネギー、マーフィ
ーよりも日本古典を原典で参照させていま
したが、これらの中に はいまどきのビジネス
本、生活の知恵の本では及びもつかない知
の鉱脈があります。昔の日本人はごくふつう
の学校教育で身につけてきたのです。

ゆとり教育で日本人の血脈も途絶えるかと思
われましたが、2018年には本格化している
IBDP(国際バカロレアディプロマプログラム)
教育カリ キュラムのおかげで、日本及び日本
人が復活します。IB教育は母語を思考力の
源泉として重視していますが、日本人には
1000年以上もの古典文学の恵みがあります。

かつての日本も軍国主義でいまの独裁国家
と同様だったと主張する者がいますが、戦前
の日本には立原道造も川端康成もいました。
筆を折れと強いられてももうひとつの戦争を
たったひとりで続けて日本を守りぬいた谷崎
潤一郎がいます。

日本人のこころの言葉　本居宣長

著者：吉田 悦之
価格：￥1,296
出版日：2015/05/12
単行本208ページ

出版社：創元社

アマゾンページ：
http://t inyurl .com/j92sxut
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広告出稿について　IBDP:  MCI(P)025/11/2015  Newspaper Permit: C140885106 REG.NO:53057499C TUITION SCHOOLS (80406)

誌面内容
フリーパーパー雑誌『IBDP』は教育と仕事をテーマに、日本でも注目のIBDP（国際バカロレア）教育について詳しく解説していく雑誌です。

The Contents of our magazine
Education and working is the main theme of the magazine. We provide detailed explanation about IBDP, which is becoming the object of 
attention also in Japan. The latest issue in February will run a special feature on art & entertainment. Japanese and Singaporean stars will 
be introduced in it. 

読者層・ターゲット
教育費だけでひとり５０００万円使う富裕層を対象にしています。特に明治屋スーパーマーケットはローカルも含めて富裕層が毎週通うところで
す。

The readership/target
We target the wealthy classes who can afford education expenses of S$600000 per child. We distribute a large number of IBDP at the 
Singapore MEIDIYA Japanese Supermarket, where therich including Singapore locals go shopping almost every week.

配布場所（場所／名称/ 業態)
ノベナ／北海道フィッシュマート／レストラン　　　　　　　　　　　
シティホール／パンダトラベル／シンガポール旅行
オーチャード／オーガニクスビューティー／フェイシャル　　　　　　　
ラッフルズホテルそば／ナインバイスイートバジル　ヘアサロン
リバーバレーパーク／ジョーズヘアブティック／美容院　　　　　   　  

ブーンケン／プライムサポート／サービスオフィス
リバーバレーロード／明治屋／スーパーマーケット　　　　　　　    　　　　　
そのほか： 新橋、田園調布、沖縄

The Network of distribution (Area/Name/Business)
Novena / Hokkaido Fish Martet / Restaurant　　　　　　  
City Hall / Panda Travel Agency / Travel agency
Orchard / Organics Beauty / Aromatherapy　　　　　　     
behind Raffles Hotel / Nine by Sweet Basil / Hair Salon
River Valley Park / Joe Hair Boutique / Beauty Salon　　      
Boon Keng / Prime Support-Service Office / Consulting & Business Service

配布方法
明治屋スーパーマーケットだけで1000部以上、ほかにも少部数ずつですが、100箇所ほど配布・郵送しています。

How to distribute
Over 1000 copies of "IBDP" is distributed at MEIDIYA SUPERMARKET, and we distribute a few copies to every 100 bodies.

発行頻度　The date & the month of issue / frequency in publication
季刊：２月、５月、８月、１１月　“IBDP” is a quarterly magazine, which is published on the 16th in February, May, August and November.

広告枠と夏までの料金　Advertising rates until summer

ブギス／ハッピートレイン／幼児教室
ラッフルズプレース／産経旅行／海外旅行　　　　　　　　　　    　
ジョホールバル／マルボロカレッジ／インター校
インターナショナルプラザ／ACCEA／ステーショナリー制作 　　   　   　　　　

ウェストコーストプラザ／さくらや／レストラン
パークウェイパレード／さくらや／レストラン　　　　　　　　 　  　　  　

アンカーポイント／さくらや／レストラン

Bugis / Happy Train / School for kids
Raffles Place / Sankei Travel Singapore / Travel agency　          
Johor / Marlborough College Malaysia / International school
The Japanese Association, Singapore (During the event)   　      
Clementi ,Parkway Parade, Anchorpoint/ Sakuraya / Restaurant
River Valley / MEIDIYA / Supermarket　　

Size 　　 Black and          Color　　　  Size  W x H  
　　　　　      White　　　   　　　   　　　　

A4 size 　     S$400 S$800　　     210mm x 297mm　　 S$100
A5 size 　　 S$300          　   S$600　　　  210mm x 148mm　　 S$70
A5 size2 　　 S$300 S$600        105mm x 297mm　　 S$70
A6 size 　　 S$200 S$400 　   105mm x 148mm   　  S$50
A7 size 　　 S$100 S$200 　   105mm x 74mm　　    S$30

Design Fee 
*if necessary.

A5

A4
A6

A7

折込チラシについて： 折込料：1枚 S$1ドル　デザイン費： 表のみ：S$100、裏表：S$200 　印刷費：別に相談（詳しくはお問い合わせください。）

最新ニュース
３月２６日に、日本人会ボールルーム３で教育イベントを開催し、インター校フェアを行います。同日からは、日本人会後援のIBDP連携イベントも2
週間にわたって開催されます。協力：マルボロカ レッ ジ、ＧＥＭＳ、オーストラリアン、スタンフォードアメリカン、 Kインターナショナ ル、OFS、UWC、
横浜インターナショナル
・CM制作・販促イベントも格安・高品質で承っています。モデル・タレントやクリエイターへのお仕事依頼もおつなぎしています。

Latest News
We will hold an international school fair at The Japanese Association, Singapore on 5 March 2016 and distribute the latest issue of IBDP at 
the venue. Ballroom3. We obtained cooperation for the fair from Marlborough College Malaysia, GEMS World Academy (Singapore). Austra-
lian International School, Stamford American International School, K International School Tokyo, Overseas Family School, UWC SOUTH EAST 
ASIA. Yokohama International School. 

お問い合わせ　Contact
Email: supermedia@ruri.waseda.jp   PHONE: +65  6389-1631

A5 2



毎年の全生徒数は少数精鋭ですから、
若干名の受験生だけでの成果です。

【２０１６年度最新合格速報】  スタンフォードから栄東中学校（東大・特待）合格　

（受験生は毎年平均２名前後です。）

ひとりひとりのエリート教育2015年までの生徒の合格実績
（１９９８年から毎年１～２名の受験生）
OFSから／早稲田大学（政経学部）、早稲田大学（人間科学部）、早稲田大学（創造理工学部）、早稲田大学（先進理工学部）
UWCから／東京大学の医学部（理III）・メルボルン大学の医学部と浜松医科大学（医学部）、慶応大学の法学部、 UCL大学 （Bartlett・ 建築）
AISから／早稲田大学の国際教養学部　　
ISSから／日本大学の芸術学部
早稲田渋谷シンガポールから／早稲田大学（建築）と（政経）内部進学
アメリカンから／東京大学の経済学部（文II）　
日本人中学から／筑波大学附属駒場高校や早稲田渋谷高校（特待）、早稲田渋谷高校（併願）
カナディアンから／国際基督教大学附属高校（ICU）
中学受験生は／OUTRAMSECONDARYSCHOOL（EXPRESSCOURSE）・世田谷学園・桐朋女子・
浦和明の星・早稲田本庄（女子）・都立西・豊島岡・白鴎・江戸川取手・啓明学院合格。
小学校受験生は／愛知教育大付属・桐蔭学園編入合格。
スタンフォードから／栄東中学校（東大・特待）

ひとりひとりのエリート教育 

スーパーメディアの強み

家庭教師・個人指導

有名予備校で写真掲載の講師などが直接指導しています。文部科学省認定のオンライン中学・高校・大学の入学・履修・卒業を支援しています。イ
ンター校のセルフトートも学校と連携しながら指導しています。IBDPのJAPANESE指導中は、AISとUWC,OFS,ジャーマンなどです。また、IBDPの
JAPANESE以外にもMATHやENGLISH LITERARUREやEEなど指導中です。ジョホールバルの方も承っています。 さらに、スカイプ指導でマレー
シアのマルボロやスイスのアメリカンスクールや日本への本帰国生の継続指導を実施しています。

協力：マルボロカレッジ（マレーシア）、ＧＥＭＳ、オーストラリアン、スタンフォードアメリカン、Kインターナショナル（東京）、UWC、OFS、横浜イン
ターナショナルほか　　　　　
「よく調べたところ、日本で唯一フルスコアを取れた生徒さんはKインターの生徒さんだけみたいです。」と、inter-edu.comの掲示板に記されて
あります。 イギリスのキャサリン妃の母校としても有名なマルボロ・カレッジはジョホールバルに分校を新設したのは２０１２年です。日本から母
子移住してまで編入生がいます。GEMSはドバイで始まり世界中で１００校以上のインターを運営しています。シンガポールではIBDPが今年か
らスタートします。オーストラリアンインターナショナルはSINGAPORE EXPATS FORUMでもイギリス国籍保有者優先のタングリンと並んでト
ップレベルとされている国籍不問のインターです。１２月卒業なので、日本の高校生と一緒に４月から大学生になれます。スタンフォードアメリカ
ンは設備の豪華さで驚かされます。
ご予約お問い合わせは: supermedia@ruri.waseda.jp

塾で国語偏差値５０以下だった複数の生徒が、スーパーメディアで半年の特訓を得て、偏差値60前後になりました。 国語は勉強しても学力がつか
ないとよくいわれます。国語は誰が教えても同じだともいいます。実は国語には特別な指導法があるのに、誰でも同じだと思われて、専門家が教え
る場合がきわめて稀だからです。スーパーメディア講師は、早稲田大学で高等学校教諭1種(国語科)免許状 を取得し、日本では国語教育学会・日
本近代文学会会員であり、最盛期の代々木ゼミナール受験本科講師でもありました。明治書院の現代国語の教科書の編集者・川副国基先生の推
薦によって教諭となった中学高校では、中学や高校の入試問題の模範解答・採点基準の作成も担当していました。普通の塾では担当者がいない
せいか、 減点もしくはゼロ点になるような 「解答」で済ませているため、 悠々合格のはずの受験でなぜか不合格になり腑に落ちない思いをするよ
うです。IBDPの日本語ＨＬをオーストラリアンインターナショナルスクールで教えている講師は、毎年のようにUWCやOFSなどの受験生の小論文
も担当して、東大医学部を手始めに、最短では半年間の特訓で早稲田・慶応・東大、最近では浜松医科大学医学科や帯広畜産大獣医学部やロン
ドン大学建築に合格してもらっています。昨年の合格は世界ランキング１０位以内のUCLです。

 IBDP読者限定！！  草莽塾（右ページ参照）の無料体験授業が受けられます： プロモーションコード:ZZ48XX  申し込み締め切りは３月２６日です。

 IBDP（国際バカロレア）とインター校編入説明会のお知らせ
   日時： 3月5日午後3時　場所： シンガポール日本人会　ボールルーム３

漢字検定　平成28年6月4日（土）15：00~16：00　申し込み締め切りは4月20日
数学検定（英語版あり）　平成28年7月9日(土) 　15:00~17:00前後　申し込み締め切りは5月9日

漢検： http://tinyurl.com/janva8g
数検： http://tinyurl.com/honofom

ホームページ： http://supermedia.press.ne.jp/

スーパーメディアからお申込みができます。

日本人中学から早稲田渋谷シンガポール高校（１次併願）合格
OFSから早稲田大学（先進理工学部）合格



四谷大塚「四科のまとめ　算数」英語併用＋数学検定・英語版
算数計算の暗黙のルール確認、割合と比
相当算、還元算、倍数算、年齢算、売買損益
食塩水、仕事算、角度、統一学力テスト
面積と長さ、辺の長さと面積、相似、図形の移動、
和差算、分配算、消去算、鶴亀算
平均と集合、差集め算、約数・倍数、素因数分解
整数と分数、速さの3公式、旅人算、速さと比
通過算、流水算、時計、学力判定・志望校判定テスト
速さとグラフ、植木算、周期算、数列・数表
図形の規則性、体積と表面積、立方体、展開図・投影図
底面積の変化、水の入った容器、順列・組み合わせ、場合の数
条件整理、難関校入試問題演習と解説

2016年

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

2016年

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

四谷大塚「四科のまとめ　国語」＋漢字検定＋作文と読書および朗読
文の役割、五十音図・ひらがな・カタカナの筆順、かなづかい、作文の基礎
接続語の働き、送り仮名、国語辞典の使い方、漢字の成り立ち、読書案内
指示語の働き、漢字の部首・画数・筆順、熟語の読み方、統一学力テスト
説明文、論説文、文節の役割・文節の関係、同字異音
物語、小説、願書・志望理由書、品詞、同字異訓
随筆文、面接の練習、意味と用法、同音異字・同音異義語、同訓異字
表現技法、敬語、特別な読み方の言葉、熟語の組み立て、慣用句
詩、難しい読み方の言葉、三字の熟語、学力判定・志望校判定テスト
短歌、漢和辞典の使い方、四字の熟語、ことわざと故事成語、朗読
俳句、対義語・類義語。文章符号と原稿用紙の使い方・手紙文の知識、
暦の知識、語句の意味・用法、文学作品、読書感想文
変体仮名、難関校入試問題演習と解説

ＫＡＤＯＫＡＷＡ「高校入試　英語」＋ＩＧＣＳＥ英語
発音記号、英単語の覚え方、文型
動詞と時制-現在形、進行形、過去形、未来の文
現在完了-継続、経験、完了、結果
助動詞、英文和訳演習
名詞・代名詞、願書・志望理由書の英作文
冠詞・形容詞・副詞、比較、前置詞、疑問詞
特殊構文、受動態、不定詞、動名詞
分詞、接続詞、関係代名詞、東京都Ｗ合格もぎ
高校入試に役立つ高校英語-分詞構文、使役動詞、知覚動詞、仮定法
高校入試に役立つＩＧＣＳＥ英語
難関校入試問題演習と解説
高校入試に役立つＩＢＤＰ英語

ＫＡＤＯＫＡＷＡ「高校入試　国語」＋漢字検定＋小論文
説明的文章の読み方-指示語と接続語、作文
説明的文章の読み方-対比・反復表現、原稿用紙の使い方・手紙文の知識、
説明的文章の読み方-比喩表現と具体例・主張、熟語
説明的文章の読み方-段落相互の関係と筆者の主張、口語文法の基礎
説明的文章の読み方-論旨と要旨、願書・志望理由書、品詞
文学的文章の読み方-場面や登場人物と情景描写、面接の練習、小論文
文学的文章の読み方-動作・せりふと心情パターン、慣用句、古典文法
文学的文章の読み方-修辞法、故事成語、東京都Ｗ合格もぎ
文学的文章の読み方-回想シーンや伏線と遠まわしな表現、漢文
融合問題の演習と解説、対義語・類義語
高校入試に役立ちＩＧＣＳＥ日本語、変体仮名、難関校入試問題演習と解説
高校入試に役立つＩＢＤＰ日本語、詩歌と短編小説の創作演習

ＫＡＤＯＫＡＷＡ「高校入試　数学」＋数学検定・英語版
算数計算の暗黙のルール確認、数学初歩の確認、単項式
多項式、展開、因数分解、式の値
平方数、平方根、等式変形、文字式
式の証明、整数の性質、一次方程式の計算、連立方程式の計算
二次方程式の計算、三元連立方程式の計算、一次方程式の文章題
連立方程式の文章題、不定方程式、二次方程式の文章題、東京都Ｗ合格もぎ
一次関数の式を求める、変域・変化の割合、交点座標、一次関数の応用
二次関数の式を求める、扇形の計量、図形の移動、作図、立体図形
立体図形の計量、角度、合同、相似
三平方の定理、確率、資料の整理、高校入試に役立つ算数
高校入試に使える高校数学
難関校入試問題演習と解説
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飯田康夫「英作文基本３００選」＋An Abrupt Climate Change Scenario 
ＩＧＣＳＥ英語
英文法：５文型、時制、仮定法、助動詞
英文法：準動詞、代名詞、接続詞と副詞節、接続詞・疑問詞と名詞節
英文法：関係詞と形容詞節・名詞節、it構文、比較、疑問と否定、前置詞
英作文：受験志願書
An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications
邦訳特訓と発音記号
邦訳特訓と時事問題 
邦訳特訓とTOEIC
邦訳特訓とTOEFL
邦訳特訓とプレゼンテーション
ＩＢＤＰ英語、難関大英語問題演習と解説

数研出版「化学基礎」＋ＧＣＥ　Ａ-ｌｅｖｅｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ
ＩＧＣＳＥ化学
物質の構成、物質の構成粒子、粒子の結合
物質量と化学反応式、酸と塩基の反応
酸化還元反応、電池と電気分解
Atoms,molecules and stoichiometry, Atomic structure
Chemical bonding, States of matter, Chemical energetics
Electrochemistrey, Equilibria, Energetics, The periodic tale:chemical periodicity
Group 2Aluminium, Group 4, Group 7, An introduction to thechemistry of transition
Nitrogen and Sulphur, Organic chemistry, Hydrocarbons
Halogen derivatives, Hydroxy compounds, Carbony compounds
Carboxylic acids and derivertives, Nitrogen compounds, Polymerisation
ＩＢＤＰ化学、難関大化学問題演習と解説

数研出版「生物基礎」＋Biology: A Self-Teaching Guide
ＩＧＣＳＥ生物
生物の特徴、遺伝子とそのはたらき
生物の体内環境
植生の多様性と分布、生態系とその保全
Origin of life, ell structure , Cell division,
Reproduction, Cellular respiration, Photosynthesis
Homeostasis, Hormones, The brain and the nervous system
Bones and musles, Internal transport: plants and invertebratory, Blood
Viruses and subviruses, Monera, Protista, Fungi
Plant kingdom:plantae, Animal kingdom :animalia
医学部への生物
ＩＢＤＰ生物、難関大生物問題演習と解説

ＧＣＥ　Ａ-ｌｅｖｅｌ Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ
ＩＧＣＳＥ数学
数学検定演習　準２～２級
Functions & graphs
Sequences & series
Vectors
Complex numbers
Calculus
Binominal, Poisson & normal distributions
Sampling & hypothesis testing
Correlations & regression
ＩＢＤＰ数学ＳＬ、難関大数学問題演習と解説
ＩＢＤＰ数学ＨＬ、数学検定演習　準１～１級
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私が担当したインターナショナルスクール（南半球日程）のIBDP本試験結果が出ました。日本文学HL全生徒が
最高点７と６でした。日本語でのEEも最高点のAを取りました。私が担当したIGCSEも全員が高得点でした。 
スーパーメディアの受験生も全員が偏差値トップレベルに合格です。
UCL大学（Bartlett・ 建築）合格/ UWC（F）　　早稲田大学（創造理工）合格/ OFS(F)
早稲田渋谷高校（単願）合格/ 日本人中学（F）　　栄東中学校（東大・特待）合格/ スタンフォード（Ｍ）
早稲田大学（先進理工）/ OFSから（F）
以上、最新の合格実績です。以前は家庭教師のみ行っていましたが、この成果を生かして塾を始めました。

草莽塾

物理カリキュラム

お問い合わせ 　supermedia@ruri.waseda.jp 　  ホームページ　http://supermedia.press.ne.jp/

化学カリキュラム生物カリキュラム

数学カリキュラム英語カリキュラム

算数カリキュラム 国語カリキュラム

中学生

ニュートン算、線分図・面積図、
天秤法などの裏技も含みます。 先着順お申込み定員８名

月謝Ｓ＄４５～
（ご退会までご入会時の料金は不変です）
※広告有効期限２０１６年２月末日

場所： ブギスＭＲＴから徒歩数分以内
261 waterloo street #04-37 
waterloo centre singapore 180261
（ナショナルライブラリーのすぐそば）

日時：毎週土曜もしくは日曜日、17:30-19:30
授業構成：2時間に3コマ、40分弱で1コマ

草莽塾の説明会を実施します。
日時： 3月26日17:30-19:30  場所：上記の住所

国語カリキュラム

数学カリキュラム

新小学６年生カリキュラム （新小学5年生にもわかるように教えます）

中学生カリキュラム （新中学2年生にもわかるように教えます）

高校生カリキュラム （新高校2年生にもわかるように教えます）　

最新の合格実績は全員が偏差値トップレベル！

草莽塾講師が執筆した、

受験の合格への秘訣、

テクニックなどが多く書かれた、

ベストセラーとなった本です。

予備校講師が見た、

ご興味のある方は： http://tinyurl.com/q7my98x

2016年

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

数研出版「物理基礎」＋ＧＣＥ　Ａ-ｌｅｖｅｌＰｈｙｓｉｃｓ
ＩＧＣＳＥ物理
運動とエネルギー-運動、落下、力のつり合い、運動の法則
運動とエネルギー-仕事と力学的エネルギー、熱とエネルギー、波の性質
音の伝わりかたと発音体の振動、電気と電気抵抗、交流と電磁波
Measurement Kinematics Dynamics 
Forces Work, energy &power  
Motion in a circle, Gravitational field , Oscillations
Thermal physics, Waves 
Superposition, Electric field ,Current of electricity
D.C circuits , Electomagnetism,Electromagnetic induction
Alternating currents, Quantum physics , Lasers and semiconductors, Nuclear physics
ＩＢＤＰ物理、難関大物理問題演習と解説

英語カリキュラム




