
1

【特別寄稿】

父奥井潔の英語と英文学への思い

奥　井　　　裕

（講演要旨） 

　今回の雑談は学会からの強い慫慂によるもので、私自身が希望したもの
ではありません。父のことなんかあまり話したくないし、英語・英文学の
世界で 40半ば以上の方でしたらば父のことを多少はご存知かもしれませ
んが、もっと若い方ならば「奥井潔ってなに?」と思われることでしょう。
「伝説の駿台英語教師」なんて言って下さる方もいますが、言い換えれば
すっかり「過去の人」になったということです。今と父の時代の英語教育
は全く違うし、父のことをお話しする価値なんてあるのだろうか、とも思
います。けれども「極薄」の形ではあれ、結局は父の後を追ってしまった
自分も還暦を過ぎ、父の英語と文学への思いが多少はわかるようになった
こと、そして英文学が大学からいつ消滅してもおかしくない状況の中で、
これについてお話しすることには微かながらも意義があるかもしれないと
思い直し、やらせていただくことにしました。

*

 *  本稿は筆者の特別講演（2021年 3月 6日、於：オンライン開催）の発表内容に加筆・修正を加
えたものである。当日、染谷昌弘氏をはじめとして発表の内容に有益なコメントをいただいた
大会参加者の方々、司会の野村忠央氏、及び本講演を企画、開催して頂いた日本英語英文学会
大会運営委員会、本稿の特別寄稿をご依頼頂いた日本英語英文学会編集委員会、及び松倉信幸
氏に記して感謝申し上げる。特に野村氏には講演だけでなく、本稿の全ての面にわたっても言
葉では言い表せないほどお世話になった。心より御礼申し上げたい。
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1. はじめに

　こんにちは。ただ今、野村先生から誇大な紹介をしていただいた奥井で
ございます。今日は、本会の重鎮である松倉先生と野村先生のご依頼によ
り、親父のことをお話しさせていただきます。親父のプロフィールについ
ては野村先生が詳しく書いて下さったので略しますが 1、ものすごいスタ
ミナの持ち主だったことがお分かりいただけると思います。あの人、人生
を 2人分生きました。大学の教員として、そして予備校の教員として。体
力さえあればそんなこともできたのですね。あの時代ならば…。そう、親
父にとって本当にいい時代でした。実にラッキーな人だったと思います。
というわけで、これからまず始めに親父と大学、そして予備校のことをお
話しさせていただくのですが、親父の話はホラが多いので（出かける時に
「今日もひとホラ吹いてくる」と言っていたくらいです）、どこまでが真実
なのかは私にもよく分からない。それでこれからの話もどうか話半分に聞
いていただけましたらば幸いです。

2. 当時の大学の状況

　そもそも親父が予備校に勤めたのは昭和 20年代の後半、つまり 1950年
代でしたが、それはもちろん「食べる」ためです。そして2年後の 1955年
に東洋大学の専任講師になるのですが、予備校はそのまま続けました。親
父によると、当時の東洋大学は給料の遅配・欠配など日常茶飯事だったと
か。それで大学の方も当時は予備校でのアルバイトをむしろ奨励していた
らしいのです。やがて給料の支払いも安定し、額もよくなっていくのです
が、親父が予備校から離れることはありませんでした。それは大学よりも
お金になった上に、受験生を教えるのが好きだったからです。
　でも、予備校でアルバイトをすることのできない先生にとって、これは
面白くない話です。それで当然「予備校で教える暇があったら学生の教育
をもっとやるべきだ」という意見が出ることになります。で、親父はこれ
をどう乗り切ったかと言うと、やがてそういう話が出て来るのを見越して、
普通の先生よりもたくさんの授業（コマ数）を受け持ちました。一般教育の
「文学概論」のような数百人規模の講義もやった。さらに短大にも出講した
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し、体育会などの部長も務めました。このように体力に物を言わせて、仕
事を多くこなすことによって周囲を黙らせたらしいのです。おまけに「体
力も教養のうち」なんて余計なことまで言うものだから、反発も相当なも
の。だから親父を蛇蝎のごとく嫌った先生だって、当然いたわけです。
　それにしても多くの大学の教員にとって、当時、つまり 1980年代くら
いまでは本当にいい時代だったと思います。大学にもよりますが、入試は
「推薦」と「本試」の年2回で済むところが多かったし、当時はまだ教養課
程というのがあって、入試問題はそこに所属する先生方が作って下さいま
した。教授会さえなければ大学に行くのは週2～3日だけ。うまくいけば週
休 5日ですよ。校務も恐らく今の 5分の 1くらい。いやそれ以下かな?　授
業だって年に20回もやれば「勝ち越しだ、勝ち越しだ」と大威張り。つま
り休講しても授業回数が20回を下回らなければ、補講なんかしなくてもよ
かったんです。しかも今と違って大半の授業が通年制だったので、期末試
験も年 1回だけでOK。中間試験をやらなかったからと言ってお咎めがあ
るわけでもない。正に「乞食と大学教授は 3日やったら止められない」の
世界でした。もちろん全ての大学・学部がそうだったわけではないのです
が、ある意味ではナマケモノの天国だったと言えるでしょう。でもそのお
蔭で、好きなだけ研究や教育に没頭することもできたし、体力さえあれば
親父のように 2足の草鞋を履くことも可能でした。それに引きかえ今の大
学は「ブラック」もいいところ。雇用までが不安定になり、どこもかしこ
も♪「まっくろけのけー」♪という感じですね。

3. 駿台予備校での講義、そして伊藤和夫先生

　次は予備校での親父の講義についてですが、受験英語というよりも（文
学談義を含む）雑談がメインだった、なんてことがよく言われています。
確かにその通りなのですが、あれは一種の「餌」ですね。親父の「雑談」
については後の方で少し詳しくお話しますが、あの雑談で英語、つまり英
文に興味を持たせるのが親父の手でした。英語は難しいけれど、すばらし
い内容のものを読ませて、それに関連する雑談を存分に織り込み、「そう
だったのかあ」「なるほどなあ」と学生をうならせる。時にはバカ話を交え
て笑わせもする。そうすることによって「英文を精読すれば、いろいろな
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ことが見えてくる。つまり精読はものすごく面白い知的作業なんだ」と思
わせて、英語を文法的かつ緻密に読むように仕向けたのですが、とにかく
話をするのがうまかった。あの人は一種のストーリー・テラーでしたね。
　それで雑談の陰に隠れがちなのですが、実は親父、ものすごく英文法を
大切にしていたんです。専門は英文学だったので、ここにいらっしゃる先
生方のように本格的に英語学を勉強したわけではないのですが、英文法も
大好きでした。恐らく文法も面白いと思っていたのでしょう。ちなみに親
父は当時東洋大学にいらした英語学の吉川美夫先生を尊敬していて、お正
月には必ず「吉川詣で」をしていました。要するに英文法と（文学談義を
含む）雑談を巧みに結合させたのが、予備校での親父の講義だったと思う
し、だからそこでも生き残れたのだと思います。大学の般教ならともかく、
予備校で雑談だけでは生き残れませんから。予備校での親父の基本姿勢は
実は文法的な精読だったんです。多分若いころからそういうところがあっ
たのでしょう。親父はそのむかし、山手英学院にいた伊藤和夫先生を駿台
にお招きしたということですが、それも恐らくこのことと無関係ではない
と思います。もっとも親父と伊藤先生は次第に仲が悪くなっていったよう
ですが…。
　親父は大学と予備校という二足の草鞋を履いていたけれど、伊藤先生は
駿台一本で文法と構文研究を中心とした英語教育に全てを捧げていたし、
親父はこの点でも読解と雑談の二足草鞋です。おまけに当時駿台の学長で、
英語の主任教授でもあった鈴木長十先生が亡くなった後の（1980年代の）
駿台は、英語に関しては伊藤先生と親父がトップレベルの人気を博したの
で、何かお互いがライバルのような関係になってしまいました。
　それに親父のやり方（講義）は、ただ単に大学入試を突破するのに必要
な英語力を迅速に習得するという点では効率がよいとは言えません。加え
て親父が駿台で使ったCHOICEという教材─これは一流の文人の英文の一
部を抜粋した極めて高度な読解教材で、モームやオーウェルなどの評論も
入っていましたが─この教材は英文の内容解説にも時間を取られる上に、そ
れをしないと全く意味をなさない。だから、あくまで受験英語をマスター
するという立場だけで見た場合、CHOICEという教材は無駄が多く、効率
も悪かったんです。おまけに英文・内容とも難しすぎて、これを教室で扱
える教員が実はあまりいなかったという事情もありました。というわけで、
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駿台の英語科の主任になった伊藤先生にしてみれば、CHOICEを廃止した
かったのかもしれません。少なくとも親父はそう言っていました。「あいつ
は俺が邪魔なんだ」とか「自分の作った教材だけで固めたいんだとか」そ
んなことも言っていましたね。というわけで 1980年代は、「2人は犬と猿」
とまでは言いませんが、仲が悪かったみたいです。
　でも変な話ですがこの 2人、夏期講習や冬期講習では組むことも多かっ
たんです。同一講座で例えば前半が伊藤先生で後半が親父といった具合で
す。もちろん営業的な理由もあったのでしょうが、不思議に思って訊いて
みたら、親父曰く「あいつと組むのがいいんだ。あいつと組んでいるから
オレの講義も活きる」。それで「へーっ !」とちょっと驚きましたが、ひょっ
とすると伊藤先生も同じようなことを考えていたのかもしれません。結
局、伊藤先生はCHOICEを潰したりはしなかったし、その後も 2人は組み
続けましたから。ちなみに伊藤先生は、元々は東大で哲学を研究した大秀
才だったそうで、単なる受験英語の専門家ではないのですが、いずれにし
ても 1980年代の 2人は結構バチバチでした。
　ところが 1990年代に入ると、親父と伊藤先生は仲がよくなったようで
す。それは親父の普段の話からも見て取れました。その理由はよく分かり
ませんが、学生の学力が低下し、教養よりも実用を、学識よりも攻略法を
求める風潮が次第に強くなっていき、駿台も徐々に変わり始めたのと時を
同じくしていたような気がします。加えて若い世代の教員も台頭して伊藤
先生も絶対的な存在ではなくなってきたし、親父も東洋大を定年退職して
からは人気にも陰りが見えてきた。そういったことも影響したのかもしれ
ません。いずれにしても晩年の 2人はかなり仲がよかったようです。
　そんなある日のこと、伊藤先生はがんを患われ、余命幾許もなくなってし
まうのですが、その時親父に「セザール・フランクという作曲家のちょっ
と手に入りにくい曲をどうしても聞きたい」と言ったのです。それで親父
は私に「お前、その曲を持っているか?」と訊いた。幸い持っていたので
病室にお届けしたのですが、伊藤先生がお亡くなりになったのはその数日
後でした。親父は友人を代表して伊藤先生に弔辞を捧げました。資料 1は
その全文です 2。そして伊藤先生が亡くなってほぼ 4年後の 2000年 12月に
親父も伊藤先生の後を追ったのでした。
　というわけで色々あったようですが、最終的には2人は親友だったのかも
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しれません。親父は伊藤先生のことをどこか嫉妬していたし、劣等感さえ
あったみたいです。書いた本の数では伊藤先生に遠く及ばなかったし、伊
藤先生のように 1つの学問的体系を作ることもできませんでしたから。そ
して伊藤先生にも親父に対して何か面白くない思いがあったのかもしれま
せん。けれども、いずれにしても 2人はどこかでお互い認め合い、尊敬し
合っていたような気がします。

4. 日本人が英語を学ぶ目的

　さて伊藤先生と比べると数はずっと少ないのですが、親父も自分なりの
受験参考書を2冊書きました。いずれも絶版ですが、1つは研究社から出た
『大学入試 英文読解のナビゲーター』3、もう1つは駿台文庫から出た『奥井
の英文読解 3つの物語─分析と鑑賞─』です。この2冊の本の「はしがき」
と「あとがき」には親父の英語に対する思いが書き込まれています。資料
2と 3は、特に重要だと思われる部分を抜き出したものですが 4、それをさ
らにまとめると次のような感じになると思います。

　日本人が英語を学ぶ目的は、日本語という言語が確立したプロセス
を考えれば自明であり、それは私達が漢文を学ばなければならない理
由と同じである。明治以降、日本語にヨーロッパの言語が大量に入り、
おびただしい数の翻訳語が生み出され、それらが日本語として定着す
るようになった。しかも入ってきたのは言葉だけではない。その言葉
を介した西洋的な物事の考え方、言い換えれば「論理性」というもの
まで入ってきたのである。従って（ここでは英語ということになるが）
ヨーロッパの言語を最低でも 1つ学ばない限り、われわれは日本語を
正しく用いることさえできない。言い換えれば、日本語という言葉を
正しく使い、日本人として物事を深く論理的に考える力を身につける
ためにもわれわれは英語を学ばなければならない。

　このような考え方は明治大の齋藤孝
たかし

氏と東大の斎藤兆
よし

史
ふみ

氏の対談『日本
語力と英語力』（中公新書ラクレ）などで述べられていることにも通じると
思いますが、実用英語を教えられている先生の中には、「なに、バカなこ
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とを言っているんだ」と思われる方もいるかもしれません。でも、いくら
「国際化の時代」と言ったところで、英語を本当に必要とする国民はほんの
一握りです。それなのに英語を事実上の必修科目として全国民に教えるの
だとすれば、実用的な目的以外の（英語を学ぶ）大きな理由・意義がなけ
れば、大多数の国民にとって英語の学習は無駄な時間ということになって
しまいます。資料の 2と 3はそういったことも前提としているのです。つ
まり親父は、英文を緻密に精読することによって、日本人としての論理的
思考力が向上するのだとすれば、たとえ実用的には役に立たなかったとし
ても、英語の勉強をする価値は十分にあると考えたのでした 5。
　と言っても親父は、決して実用英語を否定していたのではありません。
ちなみに親父は、「自分が多少なりとも英会話ができるのは東洋大学の同僚
にチェンバース先生がいたからだ」と言っていました。

5. 父奥井潔の英文学への思い

　時間も迫ってきたので、最後に親父の英文学への思いをお話しさせていた
だき、お開きにしたく思います。一言で言えば親父にとって文学は「エン
タメ」でした。それも大衆的なものからかなり高度なものまでを含めて…。
つまり泣いたり笑ったり驚いたり、そして人生の諸問題について深く考え
たり、というわけで、その意味では普通の読者とあまり変わりはありませ
ん。ですが、親父は文学の面白さを自分の中だけにしまっておくことがで
きず、演出をたっぷり加えた上で、「どこが面白いのか、核心はどこにあ
るのか」ということを教室で語り続けた。それが大学での「文学概論」な
どの講義や「英語」の授業、あるいは予備校での「英文解釈」になりまし
た。加えて文学の面白さを学生と共有したいという気持ちも強かったから
サービス精神も旺盛で、多くの学生をアドリブで笑わせもした。まあどこ
か「噺家」的なところもありましたね。実は私、親父の授業をモグリで結
構聴いているのですが、悔しいけれどわが親父ながら「うまいもんだ」と
感心したものです。これはもう「親父劇場」だなあ、と思ったくらいでし
た。
　でもその舞台裏は結構すごいです。多くの方が、親父のことを「話がう
まい」、「あれは才能だ」とか言って下さるのですが、私の親父ですから不
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器用な面もあって、実は授業の前にものすごく予習をしていたんです。特
に英文解釈をする時の予習は「すさまじい」の一言に尽きました。ひたす
ら原文との格闘。そしていつでも必ず訳文をしっかり作っていました。最
近、若い先生の中には、ただ単に辞書を引きながら読むのを「精読」だと
勘違いしている方もいるようですが、「精読」ってそういうものではないと
思います。一語たりとも疎かにせず、腑に落ちるまでありとあらゆる角度
から英文を検証するのが精読だと思います。そうすることによって、優れ
た作品であればあるほど、色々なものが出て来る。それは無限に出てくる
と言っても過言ではありません。だから文学は面白いのですが、たちまち
「引き出し」の中は一杯になります。親父のアドリブにしても、その多くは
「引き出し」の中から出てきたものでした。
　親父の研究領域はそれほど広いわけではありません。けれども作品に惚
れ込むと、異常なほどのめり込むところがありました。だからすさまじい
精読もできたのですね。しかも親父の場合、精読の過程で作家や作品の核
心、つまり分かれば最も面白い部分が見えてくることも多かった。そうい
うこともあって、（語学系統では文法的な精読の過程も示した上で）作品の
本質的な部分を大いに語り、関連する雑談を織り込むというのが親父の講
義のスタイルになったのだと思います 6。
　その「雑談」について少し敷衍すると、若い人には若い人なりの悩みが
たくさんあるのは言うまでもありません。前途への不安はあるし、倫理・
道徳の問題を含めてこれからどう生きるべきか、といったことについても
思い悩むものです。ところが文学作品（優れた評論を含む）には、そのよ
うな問題に対する「解答例」が直接的・間接的を問わず、いろいろ書き込
まれています。そこで親父は文学作品のそういった面も利用し、かつそれ
を自分流にアレンジして、「雑談」の中で若者向けの「人生案内」もやっ
た。そして今後生きていく上で必要な様々な「知恵」を時には面白おかし
く、時には真面目に熱っぽく学生に語ったのでした。
　でも、これってちょっとずるいと思います。「若者を啓蒙した」と言えば
聞こえはよいですが、そうやって純粋でうぶな若者を誑

たぶら

かして「人気」を
ゲットしたとも言えるのですから。まあそういうことが出来たのも、当時
は「教養」への「憧れ」と言うか「敬意」がまだ十分残っていたし、若い
人たちが「理想」を求める気持ちも、全体的には今よりは強かったからで
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しょう。
　それはともかく、日本の若い世代に─と言っても主に予備校生と大学生
ですが─「文学」というものがとにかく面白く、人生を生きていく上で必
要不可欠な「知恵」「知識」「教養」の宝庫であることを教えたのは、親父
の「文学」における大きな功績だと思います。そして親父自身、恐らく本
気でそう思っていたからこそ、ある意味では文学的な授業、つまりエンタ
メと教養が結合するような授業が出来たのでしょう。そしてもう一つの功
績、つまり英語教師としての功績は、若い世代に対して（英文の）精読の
重要性と、精読を通じて物事を深く考えることの大切さを、身をもって示
したことにあるような気がします。言うまでもないことですが、精読をき
ちんとできない人が速読（早く精確に読むこと）など、できるはずはあり
ません。

6. おわりに

　残念ながら、少なくとも日本の大学における英文学研究は、親父のそれ
とは逆の路線になっていると思います。精読はどちらかというと敬遠され
ているし、文学とはつまらなく、難解で、わけがわからず、一部の特殊な
頭脳の持ち主でなければ理解できぬものなのだ、分かるものではないのだ、
いや分かってもらえると困るのだ、といったことを発信する場になってい
るような気がします。時には「一度読んだだけで分かるようでは論文では
ない。もっと難しく書け」と指導されることさえあるようですが、これで
は普通の人たちをいかにして文学から遠ざけるか、ということに邁進する
ようなものです。そんなことをしているから、世間からも学生からもこの
「業界」は見放され、英文学科は次々と店仕舞いをすることになったのでは
ないでしょうか?
　おまけに、この期に及んでもまだ「大学から英文学が消えることなどあ
り得ない」といったことを平気で言う能天気な方もいるようです。でも、
野村先生がいみじくも言っているように、「英語学や英米文学が、大学の
学科や専門科目として、これまで何とか残ってきたのは、実は、英語教員
免許を取得するための ｢教科に関する専門科目｣ として、「英語学」｢英米
文学」を必修として置かねばならない制度があったからなので」 す 7。しか
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し、いくら文科省がバカでも、今の「英文学界」の現状を知れば、「英米文
学」を教職必修科目から外す日もそう遠くはないような気がします。その
時には、ごく一部を除いて日本の大学から「英文学科」が消えるのはほぼ
間違いないことのように思われます。
　もちろん私はそんなことを望んではいません。それどころか、英文学が
これからも大学で何とか生き延びて欲しい、というのが私の偽らざる気持
ちです。今、英文学は危急存亡の秋を迎えています。そんな時に親父の、
最後くらいは「父の」と言いましょうか。父の「英語と英文学への思い」
は、もしかしたら今後の日本の「英文学」のために多少は役に立つのでは
ないかと愚考し、このような与太話をさせていただいた次第です。
　最後に、父は東洋大学に赴任した時、どうやら「腰掛」のつもりだった
ようです。けれども、だんだん東洋大学を愛するようになり、結局骨を埋
めることになりました。それは東洋大学の方々が、ある意味で問題児だっ
た父を優しく見守り、支えて下さったからだと思います。本当にありがた
いことです。私がこの会に入会したころ、東洋大学関係の方がかなりい
らっしゃったのですが、息子の私にまで大変よくして下さいました。心よ
りお礼を申し上げると同時に、この会がさらに発展することを願ってやみ
ません。文字通り最後の最後まで父に温かくして下さった駿台予備学校に
も心よりお礼を申し上げたく思います。若き日に、父の話を熱心に聞いて
下さった方々にもありがとうございましたと申し上げたいです。父は幸せ
者だったと思います。皆様、ご清聴まことにありがとうございました。

注
 1.  当日の講演用資料として、司会の野村氏が作成された奥井潔の紹介文は以下
の通り。

  （i） 
    日本英語英文学会第 30回記念大会特別講演「父奥井潔の英語と英文学への
思い」

   2021年 3月 6日 （木）13:30～14:15
   於：オンライン開催　　　　　　　　 
   司会　野村　忠央　　　　　　　　 
  （文教大学文学部英米語英米文学科）
  奥井　潔（1924-2000）
  元東洋大学名誉教授、元駿台予備学校英語科講師
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  1924年　台湾生まれ
  1943年　学徒出陣
  1952年　東京大学文学部英文科卒業（中野好夫に指導を受ける）
  1953年　駿台高等予備校講師
  　（その他、山手英学院非常勤講師も歴任）
  1956年　東洋大学専任講師
  1966年　東洋大学教授
  1995年　東洋大学名誉教授
   　 （この間、東洋大学文学部長などを務める。東京大学、法政大学、埼玉大

学、東京女子大学などの非常勤講師も歴任。）
  2000年　逝去、享年 76歳

  ・ 大学教員の傍ら、半世紀近くにわたり予備校で教鞭を執り続ける。鈴木長
十（1904/5-1979）、伊藤和夫（1927-97）と共に駿台予備学校英語科の草創
期を代表する三人の一人。

  ・ 下記、司会者の受験生時代のエール出版社編（1991）『私の大学合格予備校
作戦』（92年版）（エール出版社）の「英語講師採点」より抜粋。

  ☆ 奥井　潔師　●高二のころ夏期講習を受講し、かなりキツかったが、この
前モグったときにはやさしく感じた。しかし彼の扱う英文は深い読みがな
ければ理解はできず、英文に関連した雑談（といってもかなり知的・高級）
で生徒を魅了する。特単から直前講習まで全ての講座が締め切りになるの
は彼をおいてほかはない（伊藤師でさえも直前の締め切りは出ない）。

  　 　●元東大文学部学部長。現在東洋大学で教鞭をとられている。すらりと
した長身で、とても怖い顔をしているが、それとは対照的に声はとてもや
さしく、 人柄も実に善い。CHOICEを担当しているが、 筒井師よりも解説
はゆっくりとしている。板書はほとんどしない。その文章に関連した余談
をいろいろ話してくださる。師は戦前、 全日本空手道選手権で決勝までいっ
たこともあり、 まさに 「文武両道」 を極められた、 素晴らしい方である。

  　 （※野村注：「元東大文学部学部長」は誤り。「東洋大学文学部長」の誤り
だと思われる。）

以　上
 2. 資料 1は以下の通り。
  （ii）
  ●伊藤和夫先生、逝く
   　1997（平成9）年1月21日、駿台英語科の重鎮であった伊藤和夫先生が逝
去された。69歳という若さであった。伊藤先生は、受験英語教育の開拓者と
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して駿台の関係者なら決して忘れてはならない先生の一人であろう。とりわ
け駿台文庫では『基本英文 700選』を始め、『英文法頻出問題演習』や『ビ
ジュアル英文解釈』などの著者として多大なご尽力をいただいた先生である。

   　在りし日の先生を偲ぶことができる故、奥井潔先生（駿台予備学校英語科
講師）の弔辞を、少し長くなるがここに掲載しておこう。奥井先生は友人代
表として弔辞を読まれたのである。

  （iii）故・伊藤和夫君に捧げるオマージュ
   　伊藤君、君は駿台予備学校の誇る中心講師として約半世紀、コンピュー
ターと綽名された明快懇切で理路整然とした名講義によって大教室を埋めた
学生諸君に、論理的に理性的にものを考えることの悦びを存分に教えて諸大
学に巣立たせた。また、主任として君が創出したカリキュラムと秀れた教材
によって、英語科の全講師は大過なく安心して講義できる体制も確立された。
駿台は君の尽力によって興隆の絶頂期に達したといっても過言ではない。さ
らに、駿台文庫、研究社という恰好の出版元を得て、独創的な英語の参考書
を陸続として数十冊も世に送った。『英文解釈教室』『英文法頻出問題演習』
『英文法教室』などの名著は、全国の受験生必携のバイブルの如きものとな
り、名実ともに戦後日本の受験界に吃立する最大のリーダーになられた。君
の講義、君の著作を貫流している主題は、日本人が日本人として英語を習得
するためには、何が、どれ位必要かという問であり、この問に対する答は、
英語の文構造（シンタックス）を中心として英文法を理解し、これに習熟す
ることに尽きていると考え、そのために必要不可欠な知識と方法を抽出し集
大成して、これを習得し易い形に体系化し、この体系の簡素化を極限まで押
し進めることだった。この努力の成果である君の著作によって裨益されたの
は受験生だけではない。明治以降の実学史の中で、英語を学ぶ日本人全体の
基礎底辺部に及ぼした影響と浸透度を考えると、君の業績は、英語学界、英
語教育界のいかなる学匠、たとえば市河三喜、細江逸記の業績にも比肩でき
る輝かしい貢献であった。

   　しかし、若き日の君は、スピノザのエチカを研究する哲学科の俊才だった。
人間を人間たらしめる理性、そして知性をその機能の中心とする理性とはい
かなるものか、またその理性によって一人の人間にどれほどのことが可能な
のか、それを死の直前まで問い続け、実験し続けることが君の仕事の究極の
本質ではなかったか。哲学の学徒としての素志を貫いて六十九年の生涯を閉
じたのだと、私はひそかに信じている。時折激発することがあった君の哄笑
も嚇怒も、いまはこよなく懐かしい。その笑いも怒りも、まるで子供のそれ
のように透明で、純潔で、そして何か悲しかった。

    （駿台文庫創設 50周年記念誌編纂委員会 2019: 80-81）
 3. 本書は絶版であったが、本講演後の 2021年 5月に研究社より復刊された。
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 4.  資料 2及び 3は以下の通り。
  （iv）奥井潔の英語への思い
  ●はじめに
   　たとえば文化、教養という日本語を皆さんが曖昧にではなく、正しく、適
切に使用するためには、この2つの日本語の共通の語源であるcultureという
ヨーロッパ語の意味を知っておかねばなりません。文化も教養もcultureの翻
訳語にほかならないからです。理性という日本語は reasonの翻訳、常識は
common senseの翻訳です。およそ日本語で私たちが理性的にものを考えた
り、論理的合理的に思考をおし進めてゆく場合に使わなければならない抽象
的な用語の多くは、明治以降にヨーロッパ語のどれかから移されて新しく日
本語の語彙に加えられた翻訳語なのです。観念は ideaの、概念は恐らくcon-
ceptionの翻訳です。明治維新以降、私たち日本人は、西欧語を少なくともひ
とつ習得しなければ自国語である日本語を、厳密に、正しく運用することも
ままならないという特殊な言語状況、歴史条件の中で今もなお生きているの
であります。これは日本が、圧倒的な力で世界を支配してきた、そして今後
も支配し続けるであろう欧米の文明を受容し、急速に西欧的な近代国家の体
制を作り上げるためには、どうしても避けえない状況であり条件であったと
言えましょう。そしてこの特殊な言語状況、歴史条件は、私たちにとっては、
決して初めての経験ではなく、イギリスと同じように、大陸の偉大な文明の
近くに位置する島国に生きてきた日本国民の光栄ある運命であると私は考え
ております。

   　立派な話し言葉と、語り部によって伝承される民族神話（歴史）を持って
いましたけれども、文字というものを知らなかった私たちの祖先は、当時東
洋の世界を支配していた大陸文明、すなわち圧倒的な中国文明を積極的に受
容し、この文明と切り離せぬ文字（漢字）というものを、仏教と儒教、すな
わち宗教・学問と一緒に採択して、あの美しい大和の三輪山の西に、日本と
いうひとつの古代国家の体制を作り上げました。やがて私たちの祖先は、日
本語と同音の漢字をくずして簡略化し、平仮名、片仮名という文字を作り出
し、この新しい文字で「いろは四十八文字」すなわち日本語のアルファベッ
トを創出、これに漢字を随時挿入して独自な日本語を、文語を、同時に独自
な日本文化を生み出しつつ、江戸時代三百年の熟成期を経で明治維新を迎え
ることになったのです。そして明治以降、私たちは、祖先の人々が千年以上
の歳月をかけてやり遂げた仕事と同じ仕事を、海波を越えて押し寄せた西欧
文明に対応して今も行い続けているのです。江戸時代における初等教育、あ
の寺子屋の必修教材のひとつは中国語、たとえば『論語』の素読であったよ
うに、明治以降、英語は中学・高校から大学に至るまでの必修教育課目のひ
とつになっている理由は、根本的には変わりない絶対的な必要に基づいてい
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るのだと私は考えております。西欧文明の精髄をなす理性的論理的な思考と
表現を、日本人が日本語で行えるように、青少年を訓練することが、英語を
学習する大切な目的のひとつであったのであり、今後もこの事情に変わりは
ないと私は信じております。

   　少なくとも私にとっては、いわゆる「受験英語」なるものは存在しません。
ただ英語というヨーロッパ語を教材として、日本人として、ものをより正確
に、論理的に深く考え抜く力、またより深くものに感ずる感受性を身につけ
るように若い未形成の皆さんを訓練するとともに、私自身をもそのように訓
練することが私の目指している目的です（英文法はこの目的のためには必要
不可欠な道具です）。この読解によって、皆さんの思考力が少しでも深めら
れることになれば、そしてこれが契機となって、英語を学ぶことは、すべて
の基本である日本語の力を深めることにほかならぬこと、さらに容易にわか
ることなど面白くはない、難問に取り組み、これを解くことが、実は最高の
知的快楽であることを、ほのかに知り始めることになればよいと、私は願っ
ています。なぜならその時、皆さんはすでに学問と芸術の世界に足をふみ入
れているからです。大学に入学できるくらいの語学力は、その結果としてお
のずから身についてくるでありましょう。    （奥井潔 1997: iii-iv）

  （v）
  ●英語を習得する必要とその理由
   　皆さんが現在、ヨーロッパ語の一つ、英語を必修課目として履習しなけれ
ばならないのは、ただ英語をペラペラ喋れる日本人を育成するという極めて
実用的な目先の目的のためではないのです。見たところいかにも上手に、ア
メリカ人並みに、極めて早口に英語を使う奇妙な人がいるでしょう。何故奇
妙かと申しますと、喋る場合に一体何を喋るのか、何を聞き取っているのか
に、その話の内容に問題があるからです。日常会話はよく喋れる、しかし日
本人としての教養が欠落していると感じられる例が少なくないからです。皆
さんが英語をよく聞き取れる、よく話せる、それは結構なことであり、この
二つの能力は、これまでの日本の英語教育が等閑にしていた要素として、こ
れを強化し奨励することは大切でありますが、しかし中学に入学してから 6
年、さらに大学に進んでからも 2年、英語を修めなければならない根本的な
理由は、何よりも第一に実用英語を習得することにあるのではなく、将来、
国際社会で活躍出来る能力の一助としてでさえない。そのためなら英会話学
校や実用英語の専門学校が駅前にいくらでもあるのです。実用英語を駆使出
来る人々は、国民全体のごく一部の職種の人々に限られていでも一向に差し
支えはないとさえ思います。

   　皆さんが英語を必修課目として履修を義務づけられているのは、かつて江
戸時代の子供たちが、寺小屋で、論語の素読から始まる漢文・漢詩の素養を
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ある程度まで身に付けなければならなかった理由と同じなのです。これを学
習することが、日本人が日本語で、ものを深くかつ精密に考え、考えたこと
を的確に表現することに役立つからです。日本人が日本語で特に抽象的な思
考や推論を、論理的に正確に推し進めるためには、ヨーロッパ語を少なくと
も一つ学ぶことは、何よりもよき訓練となり、私たちが既に日常に使用しな
いわけにはいかない用語の中で、外国語に起源を持つ翻訳語、たとえば「教
養」 とか 「観念」 とか 「理性」 とか、その他無数の日本語の意味内容を正しく
理解することにも役立つからなのです。英語を学ぶことが、私たちの日本語
の正しい運用に役立ち、これなくしては、日本語自体の運用さえままならな
い場合が生ずるという特殊な歴史条件・言語状況の中で、私たちは今も生き
ているからなのです。

   　江戸時代においては漢籍を読みこなし、漢文・漢詩を作ることは、教養あ
る人士にとっては当然のことと考えられていました。明治に入ってからも、
鴎外や漱石の例を挙げるまでもなく、漢詩文に明るい人士の数は少なくあり
ませんでした。しかしこれは主としてあの返り点・送り仮名という実に独自
な解読法、漢文を日本語として読みこなす方法で読み、また作文・作詩して
いたのが大半であって、中国語を話すことも自在な人は、ごく少数の通辞
（通訳）を除くと、先ず例外ではなかったかと思われます。これは 300年に
わたる鎖国という異常な社会状況にあったことだけに原因があるのではあり
ません。私たち日本人が立派な自国語を、堂々たる国語を持っていたからで
す。要するに切実な必要を感じなかったからです。今日、日本人が英語を少
なくとも 6年以上修めながら、英語を多少は読めでも、聞き取れない、喋れ
ない、書けない、これは困ったことだ、としきりに叫ばれ、実用英語を重視
する方策が次々に打ち出されていますけれども、これは要するに、実用英語
の切実な必要がなかったからであり、その必要が近年かなり増大してきたと
いうことに外なりません。英語を喋れなくても、書けなくても国民の一部を
除いては差し障りなく生きていけたからであり、たとえば、日本が他国の、
事実上の植民地と化し、独立国としての実を失うならば全国民は、たちまち
英語を、たとえ現在ほど読みこなすことは出来なくても、話すことは容易に
出来るようになるでありましょう。かかる事態の出現を暗黙に望んでいるの
ではないがと、私は何処かに尋ねたい気持ちに駆られる昨今の語学教育界の
風潮であります。

   　かつて江戸時代の私たちの祖先が、儒学を中核とする漢文を、たとえば四
書五経を学び修めることによって、当時の社会倫理と社会常識を身に付ける
手段としたように、私たちは英語を通じて、今日も世界を支配していると
言ってよい西欧文明の中核をなす、理性的合理的な思考の方式を、日本語自
体の拡充・強化と併せつつ身に付けているのだと申してよい。好むと好まぬ
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とにかかわらず、地球は西欧文明の傘の下にあるのです。英語の習得は、日
本人が、日本語で、精密にものを考え、この言語を正しく運用するためにも
必要不可欠であると言ってよいのです。そして、それはとりもなおさず、か
つて中国文明の傘の下で独自の文化を創出してきたように、東西の文化・文
明を融合する独自な文化を、皆さんが 21世紀に向かって創出するための基
礎的な潜在力に関連してくる訓練であると、私は信じております。たとえば
大岡昇平のような正確で緻密な散文を書く作家たち、小林秀雄のような掛値
なしに秀れた日本の文人たちの散文にしても、それぞれの青春期における外
国語の、特にフランス語の習得が少なからず参与しているのです。

   　外国語の習得は、日本の古典、さらには中国の古典を知る訓練と並立する
べきものであり、英語の学習が、日本の古典を、いや明治期の文章すら読み
こなせぬ学生の数を増大させる一因となってはならないと、私は考えており
ます。両者は車の両輪の如く進められなければなりますまい。英語の一教師
としての私の仕事は、皆さんが、日本人として、ものを正確に深く考える力、
ものに鋭敏に深く感ずる力を強化する手助けとして、英語を精密に読解して、
これを日本語で表現し、また日本語を、これに相応する英語に表現する訓謀
を行うこと、つまり外国語を媒体として、日本の青少年の論理的な思考力と
鋭敏な感受性を高めること、以上に尽きているのです。外国語を一つ、ある
程度履習しておかなければ日本語の運用もままならぬ事態になりかねない、
そういう言語状況は今後も変わりなく続くということを、もう一度申し上げ
ておかねばなりません。英語を聞き取り、話す能力の育成は、相手の何を聞
き取り、相手に何を伝達出来るのかという問題に突き当たります。喋る能力
の開発が、その人が日本人としていかなる教養を身に付けるべきか、どのよ
うな見識を持つべきかという問題を等閑にする結果につながるならは、それ
こそ猫に小判、豚に真珠ということになりかねないとさえ、私は思っており
ます。いわゆる耳から入る英語教育、聞き取り、話す能力の達成を重視して、
英文法の教育を軽視する風潮などは、日本人の置かれている真の現実を知ら
ない近視眼的な軽率な風潮であると思います。   （奥井潔 1995: 134-136）

 5.   以上については、駿台予備学校で 1997か 98年に行われたと思われる「特別
座談会　英語教育と大学入試」でも父が主張したことだった。

 6.   父の単著『イギリス文学史のわが師わが友』（南雲堂、1989年）の「あとが
き」には、「ここに収めた六篇の文章は、いずれも大学その他の教室で行わ
れた英米の文学作品の講読の場から直

じ

接
か

に生れ出たものである。…うち五篇
は…作品を教室でどのように読み、味わい、かつ判断したかの…私のテキス
トの「読み」の報告に他ならない…」（291）と記されているが、このことは
『駿台レクチャーシリーズ　奥井の英文読解 3つの物語─分析と鑑賞─』と
『大学入試 英文読解のナビゲーター』（KENKYUSHA’s NAVI series 3）にも
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当てはまるのではないかと思う。
　　 　蛇足だが、父は大学用教科書も2冊作った。1つは日高清之（Hitaka Kiyo-

shi）名義で出した『英文名著叢書 エドガー・アラン・ポー：ウィリアム・
ウィルソン&エレオノーラ』（資学社、1957年）で、もう 1つは『W. キャ
ザー 註解 ハリスお祖母さん』（清水書院、1967年）だが、この 2つも「テキ
ストの『読み』の報告」になっていて、普通の「注」（Notes）とはやや趣の
異なるものになっている。尚、資学社（社名の由来は「学に資する」から）
は奥井潔の義理の父、日高直治が昭和 30年代まで経営していたごく小さな
出版社で、ここから出した教科書が父の処女出版になった。そしてここで取
り上げられた「ウィリアム・ウィルソン」の注解は、『イギリス文学のわが
師わが友』の中にある「良心、このわが道に立つ妖怪 エドガー・アラン・
ポー頌─「ウィリアム・ウィルソン」について」のルーツにもなっている。
但し本注釈書も出版元の「資学社」もネットで検索しても全く見つからず、
手元にあるものだけが現存しているようである。

 7.  前後の文脈も含めた野村氏の記述は以下の通り。
   （vi）ここでぜひ読者に次のことを認識しておいて頂きたい。英語学や英米
文学が、大学の学科や専門科目として、実用英語などからの強い批判があり
つつも何とか残ってきたのは、基礎学問としての優位性、英語学や英米文学
自身がもたらしてきた成果にあったことはもちろん否定しないけれども、実
は、英語教員免許が取得できる多くの大学において、｢教科に関する専門科
目｣ として、｢英語学｣、｢英米文学｣、｢英語コミュニケーション｣、｢比較文化
（外国事情）｣ の 4つの科目群を必修として置かねばならない制度があったか
らなのである。この種の議論をする際、後者の制度的理由を肝に銘じておく
必要がある。その証拠に、教職課程の存在しない一般の大学であればあるほ
ど、文学テキスト使用の禁止はもちろんのこと、TOEIC、TOEFL対策授業、
時事英語、実用英語的な授業などの割合が高いはずである。

    （野村忠央 2013: 78、注 24）
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