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解できるのです︒
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先生にとっての“特別な一冊”は？
高校時代は月並みですが「太宰ファン」でした。 多彩なアプローチの著訳
一冊を挙げるなら『女生徒』という短篇集。男
書が次々に出版される。
性作家が女性言葉を使って、こういう小説が

どんな高校生でしたか？
高校は神奈川県の湘南エリアの江ノ電沿線に
あり、海辺という環境のせいか、とにかくの

最新の中国社会の現実を、
鮮やかに描く本。

いずれの本も、いまの中国を理解するための
ヒントを与えてくれます。

ご趣味は？
テニスです。ひざが痛い、ひじが痛いと言い
ながら、週に 1回以上は楽しんでいます。

忙しい合間をぬって
続けられているテニス。

柴静（平凡社）

2.『中国メディアの現場は何を伝えようとして
いるか』
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考えて生きているかも知ってほしい︒
それを新たな翻訳を通して伝えられ
たらと思います﹂

自分で考えることから生まれる
柔軟な思考力
飯塚先生は︑ ︑ 年生対象の﹁演
習﹂の授業で︑中国演劇の脚本を日
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1.『おどろきの中国』

橋爪大三郎・大澤真幸・宮台真司
（講談社現代新書）
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それぞれに中国の演劇（右）と現代文学（左）を扱った著訳書。
飯塚先生が手がける 2 大分野だ。

高校生へメッセージ
お勧めしたいのは、本をたくさん読むこと、
趣味をたくさん持つこと、友だちをたくさん
作ることです。いずれも将来の皆さんの財産
になります。

高校生の頃の夢は？
漠然とですが、報道出版関係か、教育研究方
面の仕事ができるようになればいいと思って
いました。
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3.『ほんとうの中国の話をしよう』

余華（河出書房新社）

現在の研究テーマを教えてください
現代中国の演劇と文学です。演劇は 20 世紀以
降、現在に至るまでの日中演劇交流史が主な
研究対象です。文学は中国の最新の動向につ
いて評論を書いたり、現代の日本に有意義な
作品を翻訳紹介しています。
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本語と中国語で演じさせている︒
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書けることに驚きました。この本は、いまの
翻訳の仕事にも影響していると思います。

んびりした校風でした。小説を読むことが好
きだったので、大学は文学部へ行こうと決め
ていました。
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お薦めの本を3 冊あげてください

