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１　はじめに

　『源氏物語』は、日本において摂関政治が最も隆盛

であった平安中期、紫式部によって書かれたとされる

文学作品である1。ルネ・シフェール（Rene Sieffert）
氏が翻訳に当たった “Le dit du Genji” が1988年に刊行
されており、フランスでも最も有名な日本古典文学の

一つといえるだろう。今回はこの『源氏物語』がどの

ような自然観のもとで書かれたかということについて

述べたい。

　『源氏物語』の自然観の特徴として挙げられるもの

には、暦（太陰太陽暦）意識の反映2、それに関わる

春秋の重視、春夏秋冬にふさわしい女主人を割り振っ

た六条院造営、登場する女性たちを花や植物に喩える

方法3、正編の視覚的自然描写から宇治十帖への聴覚

的描写への変化4などさまざまなものがある。今回は

特に『源氏物語』を翻訳された方々が注目した特徴に

ついて述べたいと思う。

サイデンステッカー『西洋の源氏日本の源氏』5

「源氏物語における人物創作は、大体において一般

的西洋の小説、特にプルーストのそれとはかなり違っ

ている。人物描写は大変美しいが、それでもやはり奇

異であり、西洋文学に相対物を探すのは困難であろ

う。これは源氏物語の最も驚異な点の一つ（自然との

絶え間ない関係）と密接に繋がっているのである（西

洋の読者にとっては、まさしく驚異である）。私は、

西洋の長編フィクションで、これほど絶えず自然が表

されている作品を知らない。人はこの物語の中で、常

に四季の様子や、月の満ち欠け、草木の盛衰を感じさ

せられるのである。」

タチアーナ・デリューシナ『タチアーナの源氏日

記』6法木綾子訳

「『源氏物語』で驚きなのは、自然と人とのまったき

融合の感覚だ。紫式部（ここでも彼女はおそらくあの

時代のほかの著者たちと変わりあるまい）は自然を決

して独自の価値あるものとして、つまり西欧文学にお

けるあのお定まりの描写の仕方では描かない。自然が

彼女の関心をとらえるのは、それが人の感情の投影で

ある場合に限られる。『源氏物語』における時空間は、

源氏物語の自然観
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あたかもその時、その立場で語られている人物の内的

世界の延長のようだ。自然と人との結びつき、より正

確には自然の心と人の心との結びつきは言葉という手

段、すなわち和歌によって形成される。」

傍線部にあるように、両氏は自然の景物と人間の心

の融合を『源氏物語』の自然観の特徴として挙げてい

る。これはたとえば、『源氏物語』宇治十帖と比較し

て論じられることの多い『クレーヴの奥方』７に、自

然描写がほとんど見られないことから我々日本人が抱

く違和感と、表裏一体の関係であるといえるだろう。

日本はモンスーン気候に属し四季、特に寒暖の差が

はっきりしていることから、豊かな自然の景物に恵ま

れている8。この気候的な条件が自然描写の多さに影

響しているのは間違いない。しかし、それだけで自然

の景物と人間の心の融合が描かれる理由を説明するこ

とはできない。前提として、近代に至るまでの日本に

は、「自然」を人為に対立するものとしてとらえる抽

象思考がなかったということを指摘しておかねばなら

ないように思う。

まず、ふまえておく必要があるのは、日本語の「自

然」と “nature” の差異についてである。今回「自然
観」という言葉に “view of nature” という語を便宜上
あてはめて用いたが、もともと日本語の「自然」は、

「あるがまま」「おのずから」という意味の語であって、

近代ヨーロッパにおける “nature” とは異なった意味
の言葉である。

「自然」という語は『老子』に見える。

希言（きげん）は自然なり。飄風（ひょうふう）

は朝（あした）を終えず、驟雨は日を終えず。た

れかこれをなす者ぞ。天地なり。天地すらなお久

しきこと能わず、而るをいわんや人においてを

や。 （虚無第二十三）

（無言であることこそ自然である。暴風は朝まで

吹き続けることがないし、驟雨も一日中降ってい

るわけではない。誰がこれを為しているのかとい

うと、天地である。天地ですらずっと久しくその

ままの状態を保っていることはできない。そうで

あるのだから人においては一層そのままの状態を

保つことはできない）
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『老子』以来「あるがまま」「おのずから」という意

味であった「自然」は、やがて仏教用語としても使わ

れ、日本には上代に入ってきた。たとえば親鸞は、こ

の「自然」という語についてこのように述べている。

自然（じねん）といふは、自はをのづからといふ、

行者のはからひにあらず、然といふはしからしむ

といふことばなり。…この自然のことはつねにさ

たすべきにはあらざるなり。 （『末燈抄』）

この親鸞の「自然」に対する考えは「希言こそ自然な

り」と述べた老子と同じものであると考えられる。

このような「自然」と近代ヨーロッパ “nature” の
関係について、柳父章氏は次のように指摘された9。

すなわち、“nature” は名詞であって、ある実体を指す
輪郭のはっきりした言葉であるが、「自然」はある状

態を指す輪郭のはっきりしないことばである。また、

“nature” の場合は人間の精神や意識と対立するが、「自
然」は主客未分の状態、境地を語るものである。近代

ヨーロッパの “nature” の翻訳語としての「自然」の
用法が広まるのは明治中期からで、それまでの日本語

においては、「老子」に見える「万物」「天地」などの

語が、欧米の “nature” にあたる語として用いられて
いた、というものである。

ここで注目すべきは、“nature” にあたる語として用
いられた「万物」「天地」には、人間の存在が含まれ

ていることである。つまり、「万物」「天地」といった

語は、人為と対立する対象物として自然界全体をとら

える抽象思考を表したものではないのである。自然と

人間の対立を否定するこのような思想的背景が、『源

氏物語』の自然の景物と人間の心の融合という特徴に

影響を与えたのは間違いないだろう。

一方で、『源氏物語』のような自然の景物と人間の

心の融合は、先行する日本の物語文学に見られない

特徴である10。ロシア語訳をされたタチアーナ・デ

リューシナ氏が指摘しているように、この融合は和歌

によって形成されたものであった。今回は『源氏物語』

の特徴的な自然観について、具体例を挙げながら『古

今和歌集』との結びつきを述べていきたい。

２　『古今集』の和歌の特徴と『源氏物語』

『古今和歌集』（以後『古今集』）は醍醐天皇の勅を

うけ、延喜五年（905）、紀貫之・紀友則・凡河内躬

恒・壬生忠岑らが編纂に着手した最初の勅撰和歌集で

ある。秋山虔氏は、『源氏物語』の自然表現はこの『古

今和歌集』を淵源としていると指摘された11。また、

ルネ・シフェール氏も1989年の日本での講演で、

「『源氏物語』の中では、『古今集』や『催馬楽歌』

やその他の作品からの引用が一種の暗号のような

もの、特に愛の言葉を構成しているのです。…こ

れは非常に興味深いことで、この詩と散文の密接

な関係というのは、ヨーロッパ文学にもあること

はありますが、それほど重要視されているわけで

はありません」

と述べられている。

それではこの『古今集』が『源氏物語』に与えた影

響とはどのようなものなのか、具体的に述べていきた

い。

『古今集』には紀貫之によって「仮名序」が書かれた。

この仮名序には、『古今集』の和歌の特質が明記され

ている。

やまとうたは人のこころをたねとしてよろづのこ

とのはとぞなれりける。世の中にある人、ことわ

ざしげきものなれば、心におもふことを見るもの

きくものにつけて、いひいだせるなり12。

（日本の歌というものは、人の心を種子として、

よろずの言葉（表現）となったものである。こ

の世の中にいる人は、事物や行為がたくさんあ

るものだから、心に思うことを、見るものや聞

くものに託して表現しているのである。）13

傍線を付した箇所に注目していただきたい。和歌の

根本は「心に思うこと」であって、その「心に思うこ

と」を「見るものや聞くもの」、つまり外界の事物に

託して表現するものだというのが、『古今集』の考え

方なのである。実際に『古今集』の和歌を見てみると、

自然の景物に託して人の心を述べる歌、自然の景物を

人の心と同じようにみなす擬人法を用いた歌、あるも

のを似た別のものとして示す見立ての歌などが多く、

自然の景物そのものの美を詠んだ歌はほとんど見られ

ないことがわかる。四季の景物を詠んだ四季の部の歌

でも、

桜色に衣は深く染めて着む花の散りなむのちの形

見に （古今集・春上　66　紀有朋）

（桜色に衣は色濃く染めて着よう。散ってし

まった後もその名残を味わうために）

と、散る桜を惜しむ歌、

秋風にあへず散りぬるもみぢばのゆくへさだめぬ我

ぞかなしき

 （古今集・秋下　286　よみ人しらず）

（秋風に抵抗しきれずに散ってゆくもみじ葉の

行方が定まっていないように、どうなるかわか

らない我が身が悲しいことだ）

と、散る紅葉に我が身の行く末を喩える歌というよう

に、自然の景物と人間の心を結びつけて詠んだ歌が多
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く見られる。

　それでは、『古今集』成立からおよそ100年後に成立

した『源氏物語』では、自然の景物に対してどのよう

な考えを持っているのだろうか。まず、空蝉と一夜を

過ごした光源氏の様子を描く帚木巻の文章を引用した

い。

月は有明にて光をさまれるものから、かげさやか

に見えて、なかなかをかしきあけぼのなり。何心

なき空のけしきも、ただ見る人から、艶にもすご

くも見ゆるなりけり。

（月は有明で、光は弱くなっているものの、そ

の面（おもて）ははっきりと見えて、かえって

風情のある曙である、無心の空の様子も、ただ

それを見る人の気持ち次第で、ほのぼのと美し

くも、あるいは恐ろしくも見えるものであっ

た）14

ここでは、明け行く空の様子を描きながら「外界の事

物はそれを見る人の心によって印象が変わるものだ」

と、自然の景物と人間の心を強く結びつけた自然観が

示されている。この、「見る人の心によって印象が変

わる」という自然観は、他の作品にはあまり見られな

い、『源氏物語』特有の自然観であるといえよう。

次に、正月を迎えた都の様子を描く初音巻の場面を

挙げる。

年たちかへる朝の空のけしき、なごりなく曇らぬ

うららけさには、数ならぬ垣根の内だに、雪間の

草若やかに色づきはじめ、いつしかとけしきだつ

霞に木の芽もうちけぶり、おのづから人の心もの

びらかにぞ見ゆるかし。

（年の改まった元日の朝の空の景色が、雲ひと

つないうららかさなので、これといった身分の

ない者の家の垣根の中でさえ、雪の消え間から

初草が若々しく色づき始め、早くも春めく霞が

立ち、木の芽もほんのりと萌え出でて、おのず

から人の気持ちものびやかになるように見受け

られる）

ここでも「元日の朝の春らしい自然の景物が、人の気

持ちまでものびやかにする」と、やはり自然の景物と

人間の心を強く結びつける自然観が示されている。

　この帚木巻と初音巻の例は、人の心に注目した自然

描写といえ、『古今集』における自然の景物と人間の

心の結びつきよりも、さらに強い両者の結びつきを示

している。

以上のように、『源氏物語』の作者は、外界の自然

の景物と人間の心を強く結びつける自然観を持ってい

た。そしてこの自然観は、自然の景物に心を託して和

歌を詠む『古今集』の影響下にあり、さらにそれを一

層推し進めたものであったといえよう。

３　引歌としての『古今集』和歌

　それでは、『源氏物語』における自然の景物と人間

の心の結びつきについて、『古今集』の和歌との関わ

りから具体的に述べていきたい。『源氏物語』には、

さまざまな形の引歌が見られるが、『古今集』の歌を

引用することによってどのような効果がもたらされる

のであろうか。

　まずは、『古今集』の在原業平の和歌を取り上げる。

五条の后の宮の西の対に住みける人に本意にはあ

らでもの言ひわたりけるを、睦月の十日あまりに

なむほかへかくれにける。あり所は聞きけれど、

え物も言はで、又の年の春梅の花盛りに月のおも

しろかりける夜、去年を恋ひてかの西の対に行き

て月のかたぶくまであばらなる板敷にふせりてよ

める。

　月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身ひとつはも

との身にして　

 （古今集・恋五　747　在原業平朝臣）

（五条の后の邸の西の離れに住んでいた女性に、

もともとの意志ではなく関係を持ち続けていた

が、一月の十日ほどに他の場所に隠れてしまっ

た。居場所は聞いたが、文を贈ることもなく、

翌年の春、梅の花盛りで月がきれいだった夜、

去年のことを恋しく思ってその西の離れに行っ

て、月が傾くまで古びた縁側に寝転んで詠ん

だ。

月は去年と同じ月ではないのか。春は去年と

同じ春ではないのか。あの方がいないばかり

に、全てが変わってしまい、私だけが去年の

まま取り残されたようだ）

この業平の歌は、愛する人がいないだけで変わってい

ないはずの月や春までも変わったように見える中、取

り残された男の痛切な喪失感を述べた歌である15。こ

の歌は、『伊勢物語』の第四段にも見え、人々の間に

広まっていた。「春や昔の」という句を見れば、当時

の人々はすぐにこの歌とこの状況を思い浮かべられた

はずである。

この業平の歌を引歌とした場面が『源氏物語』中に

二箇所ある。

一つは、亡くなった宇治の大君を偲んで薫と中君が

和歌を詠む早蕨巻の場面である。中君は近々宇治を離

れて匂宮の邸に引き取られることになっている。

御前近き紅梅の色も香もなつかしきに、鶯だに見
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過ぐしがたげにうち鳴きて渡るめれば、まして、

「春や昔の」と心をまどはしたまふどちの御物語

に、をりあはれなりかし。風のさと吹き入るるに、

花の香も客人（まろうと）の御匂ひも、橘ならね

ど昔思ひ出でらるるつまなり。つれづれの紛らは

しにも、世のうき慰めにも、心とどめてもてあそ

びたまひしものを、など心にあまりたまへば、…

（御前近くの紅梅が色も香も懐かしく咲き

匂っていて、鶯でさえ見過ごしにくそうに鳴

き渡るとみえ、「春や昔の」と亡き姉宮をしの

びつつ悲しみにくれていらっしゃるお二人のお

話には、折が折だけになおさらのことしみじみ

とした思いになられる。風がさっと吹き入るに

つけても、花の香も客人の御匂いも、「五月待

つ花橘16」ではないけれども、昔の人を思い出

させるよすがである。中君は「所在なさを紛ら

わすのにも、この世のつらさの慰めにも、姉君

はいつもこの梅に心をとめ、もてはやしてい

らっしゃったものを」と、悲しみに心がいっぱ

いになられるので、…）

この早蕨巻では波線部「御前近き紅梅の色も香もなつ

かしきに」とあるように、紅梅の美しさと香りは大君

が亡くなる前と変わらぬ状態であることが示されてい

る。しかし残された者にとって、その紅梅は愛する人

を亡くした悲しみをもたらすものであった。それを表

現するのが「春や昔の」という引歌である。「春や昔

の」と業平の歌を引用することで読者は業平の喪失感

を想起する。その喪失感をこの場面に重ね合わせるこ

とで「梅の美しさも香りも変わらないのに、私たちを

置いて、あの方（大君）だけはいなくなってしまった」

という薫と中君の喪失感がさらに説得力を増すのであ

る。

　二つ目の例は手習巻に見える。薫と匂宮の二人の男

性に愛された浮舟は、『源氏物語』最後のヒロインで

ある。彼女は苦悩の末行方をくらまして小野の庵に身

を寄せた。そしてついに出家を遂げた翌年の春の場面

である。

閨のつま近き紅梅の色も香も変らぬを、春や昔の

と、こと花よりもこれに心寄せのあるは、飽かざ

りし匂ひのしみけるにや。…下臈の尼のすこし若

きがある召し出でて花折らすれば、かごとがまし

く散るに、いとど匂ひ来れば、

袖ふれし人17こそ見えね花の香のそれかとにほ

ふ春のあけぼの

（浮舟の君の居間の軒端に近い紅梅が、色も香

も昔見たのと変わらずに咲き匂っているのを、

「春や昔の」と、ほかの花よりとりわけこの花

に心ひかれるのは、いつまでも飽くことのない

逢瀬であったお方の匂いが忘れられないからだ

ろうか。…下臈の尼の少し年若なのをお呼び出

しになってその花を折らせると、恨みがましく

も散って、ひとしお匂いを漂わせてくるので、

袖を触れて私に匂いを移したお方の姿は見え

ないけれど、そのお方かと思わせるように香

が匂ってくる春の曙よ）

この場面でも「紅梅の色や香りが出家する前と変わら

ない」と記されている。尼になり俗世を捨てたはずの

浮舟は、この直前にも、

「君にぞまどふ」とのたまひし人（＝匂宮）は、

心憂しと思ひはてにたれど、なほそのをりなどの

ことは忘れず

（かつて（＝浮舟巻で）「君にぞまどふ18」とい

う歌を詠まれたお方のことは、すっかり厭わ

しい気持ちになっているけれど、それでもやは

り、その折のことなどは忘れない）

とあり、去年の匂宮との逢瀬を忘れ果てていない。紅

梅を目にした浮舟が口ずさんだ「春や昔の」という句

から業平の和歌が想起され、その下の句「わが身ひと

つはもとの身にして（私自身はもとのままなのに）」

を重ね合わせることで、過去と断絶しきれない浮舟の

心中が一層効果的に表現されているのである。

　この過去と断絶しきれない浮舟の心は、浮舟の最後

の独詠歌にもつながってくる。出家を果たした浮舟で

あるが、彼女の周りの尼たちは若く美しい浮舟を完全

な尼だと見てくれず、尼の着る墨染めの衣より桜の袿

が似合うと言う。この周りの反応に対して浮舟は、

尼衣かはれる身にやありし世のかたみに袖をかけ

てしのばん　（手習巻）

（尼衣を着て私は本当に変わったのだろうか、

俗世を偲ぶよすがとして、この片側に袖をかけ

てみようか）

と手習をする。この浮舟の心中について、清水婦久子

氏は「浮舟は、片側に墨染めの尼衣、片側に桜の袿を

重ねた姿を想像し、世俗と出家で片身ずつに二分され

たわが身を思って『かはれる身にや』と書き付けたの

である」と指摘されている19。「かはれる身にや（私は

本当に変わったのだろうか）」という浮舟の自問は、

先の引歌の下の句「わが身ひとつはもとの身にして

（私自身はもとのままなのに）」に対応しているので

ある。

このように、「春や昔の」という業平の歌の引用に

よって、早蕨巻では残された者たちの喪失感が表現さ
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れ、手習巻では浮舟の自分自身は変わっていないので

はないかという自問が強められた。それぞれを可能に

したのは、新しい春が訪れたことを示す、前年と変わ

らぬ色と香りをもった紅梅の描写であった。

５　まとめ

『源氏物語』には自然描写が数多く出てくるが、こ

れは物語の背景に彩りを添えるだけのものではない。

『源氏物語』の作者は外界の自然の景物と人間の心を

強く結びつける自然観を持っており、これは作者が獲

得した物語の方法であったといえる。『源氏物語』で

は、登場人物の心理を説得力ある形で伝えるために、

人々によく知られた和歌を引用する方法をとった。こ

の散文と和歌の融合という方法をとるためには、その

和歌を想起させるにふさわしい状況を設定することが

必要である。その状況設定のために不可欠なのが自然

の景物であった。というのも、『古今集』仮名序にあ

るように、当時の和歌は自然の景物と人間の心を結び

つけた方法を採っていたからである。つまり、『源氏

物語』の作者は、登場人物の心情を効果的に伝えるた

めに、自然の景物を描き出しているのである。『源氏

物語』の作者は、効果的な表現方法で物語世界を構築

する、意識的な作者であったということができるだろ

う。

追記：2008年１月14日パリ・ディドロ大学の口頭発表

において、ダニエル・ストリューブ先生に貴重なご指

摘を賜りました。厚く御礼を申し上げます。

注

１．なお、西暦2008年は「源氏物語千年紀」にあたるが、
これは『紫式部日記』の寛弘五年（1008）の記事から、
紫式部の執筆になった物語がこの頃既に広まっていたと

確実視できることによる。

２．これについては、田中新一氏『平安朝文学における二

元的四季観』（風間書房　平成２年）が詳細な考察をし

ている。

３．河添房江氏「花の喩の系譜―源氏物語の位相―」『源

氏物語表現史―喩と王権の位相』（翰林書房　1998年）
に詳しい。

４．清水婦久子氏「宇治十帖の自然と構想」（『源氏物語の

風景と和歌』和泉書院　1997年）に詳しい。

５．笠間書院　1984年

６．ＴＢＳブリタニカ　1996年

７．17世紀にラファイエット夫人によって書かれた宮廷小
説。たとえば藤原克己氏「『源氏物語』と『クレーヴの

奥方』――ロマネスクの諸相」（『文学の都市』東京大学

出版会　2006年）は、源氏物語と『クレーヴの奥方』の
ロマネスクの内質を、共通点と相違点を挙げながら比較

検討されている。

８．京都の気候と東京の気候はそれほど変わらないため、

東京とパリの平均気温で比較すると、２月の平均気温は

東京もパリも４度で変わらないが、８月の平均気温はパ

リが18度なのに対し東京は26度であって、寒暖の差が激
しいことがわかる。日本の風土についてはオギュスタ

ン・ベルク氏『風土の日本　自然と文化の通態』（篠田

勝英訳　ちくま学芸文庫　1992年）Augustin Bergue “LE 
SAUVAGE ET L ARTIFICE― LES JAPONAIS DEVANT 
LA NATURE” (1986)に詳しい。

９．翻訳語「自然」と “nature” については、柳父章氏『翻
訳の思想』（平凡社　1977年、ちくま学芸文庫　1995年）
に詳しい。

10．秋山虔氏「源氏物語の自然と人間」（『王朝女流文学
の世界』東京大学出版会　昭和47年）が指摘されている
ように、『源氏物語』に先行する長篇物語『うつほ物語』

では、自然描写はあくまでも場面の背景に彩りをもたら

すために用いられている。

11．注10同氏前掲論文による。

12．『古今集』をはじめ、和歌作品の本文は『新編国歌大観』
によった。カッコ内の数字は『新編国歌大観』の番号で

ある。ただし読みの便宜のため、私に句読点を付したり

漢字に改めたりした箇所がある。

13．『古今集』の現代語訳は、竹岡正夫氏『古今和歌集全
評釈（補訂版）』（右文書院　1987年）、片桐洋一氏『古
今和歌集』（笠間書院　2005年）を参照した。

14．『源氏物語』の本文は『新編日本古典文学全集』により、
現代語訳も参照した。読みの便宜のために私に漢字を当

てた箇所がある。

15．疑問ととるか反語ととるか解釈に揺れがある。また、
『伊勢物語』第四段では「立ちて見、ゐて見見れど、去

年に似るべくもあらず」とあり、月や春が変わってし

まったと読める。月や春が同じであるにせよ変わってし

まったにせよ、主題は愛する人を失い一人残された男の

心情であり、それを月や春に託して詠んだことに変わり

はない。

16．「五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」
（古今集・夏　139、『伊勢物語』六十段）今回は詳しく
触れないが、この橘の歌も人々に「昔の人」への懐かし

さを想起させる歌であった。

17．この「袖ふれし人」は、匂宮であるか薫であるか古
来説が分かれている。『弄花抄』は匂宮、『湖月抄』は薫

とし、『細流抄』『岷江入楚』では両者とする。近年の

注釈では匂宮とする説が多いが、藤原克己氏「源氏物

語の文体・表現と漢詩文」（『源氏物語研究集成第三巻』

風間書房　1998年）、高田祐彦氏「浮舟物語と和歌」（『源
氏物語の文学史』東京大学出版会　2003年）は薫説をと
り、金秀姫氏「浮舟における嗅覚表現――「袖ふれし人」

をめぐって」（『国語と国文学』2001年１月）は匂宮説
をとる。また、池田和臣氏「手習巻物怪攷――浮舟物語
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18．宇治まで浮舟に逢いに来た匂宮の歌、「峰の雪みぎは
の氷踏みわけて君にぞまどふ道はまどはず（峰の雪や岸

辺の氷を踏み分けて、あなたへの恋の道に迷いつつも、

この道には迷わずやってきました）」（浮舟巻）から匂宮

を指す。

19．清水婦久子氏「源氏物語の和歌―縁語・掛詞の重要性」
（『文学』2006年９，10月号）

の主題と構造」（『論集中古文学５　源氏物語の人物と構

造』笠間書院　1982年）、三田村雅子氏「方法としての
〈香〉――移り香の宇治十帖へ――」（『源氏物語　感覚

の論理』有精堂　1996年）は、両者説をとる。ここでは
通説に従い匂宮として話を進めているが、「袖ふれし人」

が匂宮であっても薫であっても両者であっても、浮舟の

過去の自分と断絶し切れていない心情を描く点では変わ

りがない。

もろい　あやこ／お茶の水女子大学大学院　人間文化研究科　国際日本学専攻３年


