
イギリス文学史
果てしてどれだけ知っているかな？
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［１］「イギリス文学」とは

言語と文学の関係

「〇〇文学」という場合にはそこで書か
れた言語を中心にして分類されている
ことが多い。日本人であっても英語の
作品であれば英語文学となる。



イギリス文学は「イギリス人が英
語で書いた文学作品」というの
が基本的な考え方である。どこ
までを「文学」として考えるかに
より、「英語で書かれた文章」も
含むようになれば、範囲はより
一層広くなる。



オスカー・ワイルドは『サロメ』を最初はフ
ランス語で書き、その後、英語に訳され
ている。また、ワイルドはアイルランドの
ダブリン生まれということから正確に言
えば、アイルランド人であるが、イギリス
文学で取り上げられることが多い。それ
は彼が英語で多くの作品を発表している
こと、生まれはダブリンであっても、彼は
オックスフォード大学で学び、その後、ロ
ンドンでの演劇界での活躍があった。



英文学のポイント

ヨーロッパで発生し、最終的にはイ

ギリスにキリスト教伝来前の文化

などを築いたケルト人の残したケ

ルト文化を特に意識。

異界、妖精、魔法の存在、、、、、



妖精は想像力の産物？

英文学の根底にはケルト文化の

影響を強くみることができる。

妖精（フェアリー）は科学では

説明ができない存在。



ケルト文化にはハロウィーンやクリ
スマスにも影響が
ハロウィーンやクリスマスが純粋に
キリスト教の行事（イベント）と思っ
ている人はいないでしょうね。そこ
には他の宗教が大きく影響してい
ます。特にケルト文化を支えたドル
イド教の影響は無視することがで
きません。



イギリス文学の４つの特徴

第１はケルト文化の影響

第２は産業革命以後の貧富の差、格
差や社会、女性の自立などを描写した
作品の登場

第３はシェイクスピアに代表されるよう
にイギリスは演劇の国

第４にファンタージ・児童文学の国



イギリスの童話（昔話）の「ジャックと豆の木」は巨
人が登場し、不思議な力を持つものが登場する。
『ガリバー旅行記』もしかりである。空を飛ぶピー
ター・パン、ティンカー・ベルが登場する『ピーター
・パン』、原作だけでなく映画も大ヒットした『ハリ
ー・ポッター』シリーズはまさに魔法の世界だ。こ
れはケルト文化が根底にあるからだ。



イギリス文学ではファンタジー、演
劇が主流に！

ケルト文化の影響を受け、妖精や魔法

は当たり前、シェイクスピアを中心に、イ

ギリスではジャンルとして演劇がその代

表。これはキリスト教を広めるために、字

の読めない人に演劇を通してその意義

を伝えていたので、その関係から演劇が重

要な媒体となった。



第２の特に産業革命以後の貧富の差や格
差や社会、女性の自立などを描写した作品
の登場についても代表的な作品がある。ま
ず前者は孤児文学というジャンルがあり、こ
の代表にはチャールズ・ディケンズ『オリヴ
ァー・トウィスト』がある。貧しいものは不連
鎖によりそこから抜け出すことができない
状態が描かれている。そこには階級による
身分格差も背景にある。救いは社会制度で
もなく、善意の人によるものだ。



第３の演劇の国イギリスは現在でもイギリスの
国家ブランドになっており、演劇を観るためにイ
ギリスに行くことは観光産業の１つにもなってい
る。この影響を受け、オペラはイタリアやドイツ、
バレエはロシア、映画やミュージカルはアメリカと
それぞれの国がパフォーマンスの分野において
その特徴を強めている。



第４の児童文学の国については昔話・童話・児童
文学・ファンタジーなど様々な分野があるがその
内容はケルト文化の影響や産業革命以後の「こ
ども」の扱い方の変化が大きく影響していることも
取り上げる必要がある。



１０６６年

Norman Conquest

ノルマン人の征服

・ブリテン島はローマ人、次にノ
ルマン人（フランス人）に征服さ
れる。



アーサー王伝説

名剣 エクスカリバー
円卓の騎士
聖杯

もともとはキリスト教以前の話であった
が、キリスト教の影響を受け、話が複合
化してくる。



名剣 エクスカリバー

エクスカリバー (Excalibur) は、ア

ーサー王伝説中に登場する聖剣で

ある。広義には、後述する「岩に刺

さった剣」および、後に湖の乙女もし

くはマーリンから授けられた剣の2つ

を指し、狭義には後者のみを指す。



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Bedivere.jpg




聖杯伝説とは

聖杯伝説（せいはいでんせつ）は、一般に聖

杯を追い求める物語全般をあらわす。中世西

ヨーロッパに成立し、キリスト教的背景をもつ

が、聖伝承すなわちキリスト教教義の一部とさ

れたことは一度もなく、むしろ世俗的な騎士道

文学のなかで発達した。



イギリスの伝説の王



英文学の父 ジェフリー・チョーサー

『カンタベリー物語』が有名

です。フランス宮廷の影響

を受けていた時代です。



ジョン・ミルトン（1608-1674）

『失楽園』（Paradise Lost, １６６７）

『楽園回復』(Paradise Regained, 1671)

聖書の内容をわかりやすく描いたもの。特
に、悪魔の誕生、それに続く、アダムとイブ
がなぜ、エデンの園を追放されたのか？

天使から悪魔へ（堕天使の正体）

LuciferからSatanへ



ジョン・バニヤン（1628-1688）

『天路歴程』第1部・第2部（The 
Pilgrim’s Progress, 1678・1684）

▪人生において経験する
葛藤や苦難を寓話化し
たもの



シェイクスピア（１５６４－１６１６）



メル・ギブソン ケネス・ブラナー



ロミオとジュリエット



そう言えば、こんなア二メも放映されて
いました。



ケネス・ブラナー ローレンス
・オリヴィエ



妖精パックが登場します。

漫画『ガラスの仮面』で

北島マヤが演じた役に

パックがありましたが、

覚えていますか。

『結婚行進曲』はこの

劇をテーマをメンデル

スゾーンが作曲しまし

た。



リア王と三人の娘の話

ドラマ『役者魂』を見

ていましたか？これ

は、リア王をテーマ

にした話でした。

藤田まこと、

松たか子 他 出演



『テンペスト』 『ヴェニスの商人』



井上ひさし脚本 黒澤明監督



こんなものもある！ ミュージカルにも
なっています。



これもシェイクスピアが原作になってい
ます。



スウィフト『ガリバー旅行記』(1726年）



『ガリヴァ―旅行記』では第11章では日
本への訪問についても書かれている。

CHAPTER XI.

The author leaves Luggnagg, and 

sails to Japan.  From thence he 

returns in a Dutch ship to 

Amsterdam, and from Amsterdam 

to England.



この王国と偉大な日本帝国との間に、絶え
ず貿易が行われているのはまぎれなもない
事実で、したがって日本の著書たちが不死
人間のことを多少書いたということは、当然
考えられる。しかし、私の日本滞在の期間
は極めて短かく、その上日本語が全くでき
なかったので、この点について問いただす
余裕がなかった。しかし、もしオランダ人が
私のこの文章を読んで、よしひとつ調べて
やろうという気になり、私の欠点を補ってく
れれば有難いと思う。



陛下は、宮廷内の適当な役職を引き受ける
ようにとしきりに私を口説かれたが、どうし
ても故国に帰りたいという私の固い決心を
見て、遂に出国を許され、わざわざ日本の
皇帝あての推薦状を自分で書いて私に渡さ
れた。なおその他に、金貨に四百四十四枚
（この国民は偶数が好きらしいのだ）と、赤
いダイヤ一個を賜わった。このダイヤはイ
ギリスに帰って売り払ったが、なんと千百ポ
ンドで売れた。



キャロル『不思議の国のアリス』
（1865年、イギリス）

冒険するのはいつ
も男の子だった。
冒険する女の子、
ついに登場！

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/B003OFC2WM/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=561958&s=dvd


キャロル『鏡の国のアリス』
（1871年、イギリス）

冒険は何度でも
したくなる！！

https://i1.wp.com/xn--u9j1gsa8mmgt69o30ec97apm6bpb9b.com/wp-content/uploads/2016/11/d183e281d80320dd8309403476821115-1.png


ウィーダ『フランダースの犬』
（１８７１年、イギリス）

日本人が有名にしたイギ
リス文学。ＴＶアニメが
世界中に！ベルギーが舞
台になっているが、ベル
ギー人もなぜ日本人があ
のルーベンスの絵が飾っ
てあるアントワープ大聖
堂を訪問するのか知らな
かった。







アントワープ・ノートルダム大聖堂



イギリス人がベルギーのフランダ
ース地方の犬と少年のストーリー
を書き、それを日本がテレビアニメ
化して世界中で知られるようになっ
た、不思議な作品です。しかも、こ
の作品が有名になったのはアニメ
によるものです。イギリス人もベル
ギー人も知らなかった話が『フラン
ダースの犬』なのです。



スティーヴンソン『ジキル博
士とハイド氏』(1886）
人間の心を科学の力で解き明か
そうとした時代の作品です。フロ
イトの『夢判断』(1900）によって
「無意識」という領域が証明され
た。21世紀にこの考え方は通用
するか？



ブラム・ストカー『ドラキュラ』
（1897）

科学の時代に何故。

宗教vs科学？

木の杭、聖水は伝統

的な方法

銀の弾丸は科学の力



Ｈ．Ｇ，ウェルズ『タイム・マシ
ン』（1897）



『宇宙大戦争』（１８９８）

未知なる宇宙へのあこがれ。宇

宙人の存在は？

古きよき伝統 → 妖精

新しい科学の時代 → 宇宙人

未知なる存在ＶＳ人間



ポッター『ピーター・ラビット』
（１９０１年、イギリス）



イギリスは探偵小説も生み出した

1902年

アーサー･コナン・ドイル『バスカヴィル家の犬』

Arthur Conan Doyle.  The Hound of the 

Baskervilles.

＊コナン・ドイルはシャーロック・ホームズを中心
とする探偵小説を次々と発表。



バリー『ピーター・パン』
(１９０４年、イギリス）
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ミルン『くまのプーさん』
（１９２６年、イギリス）



原作はイギリス。しかし、映像化に
よりキャラクター化したのはアメリカ
のディズ二ー。

黄色い肌と赤のシャツ、丸みを帯
びたフォルムなどはディズニーが
作り出した。文学作品に新しい命を
吹き込んだのが映像化の力。原作
とはまた違う、映像化作品として新
しい作品とした。



P.L.トラヴァース『風にのったメアリ
ー・ポピンズ』（イギリス、1934）



1934年

アガサ・クリスティ『オリエント急行殺人事件』

Agatha Christie.  Murder on the Orient 

Express. 探偵ポアロの活躍

小説と映画のコラボが次々と！



文学作品よりもミュージカルとして世界中で知られ
ている作品

1939年 トマス・スターンズ・エリオット『キャッツ -

ポッサムおじさんの猫とつき合う法』

Thomas Stearns Eliot.  The Old Possum's 

Book of Practical Cats.

※アンドルー・ロイド・ウェバー作曲のミュージカル
『キャッツ』の原作。上演は1981年にロンドン（初

演）、1982年ニューヨーク（初演）、1983年日本

（初演）である。日本の初演は劇団四季によるも

の。







ラドヤード・キプリング『ジャングル・ブック』
(1894～1895）
Rudyard Kipling.  The Jungle Book.

★ゾルダン・コルダ監督『ジャングル・ブック』(1942)
ウォルフガング・ライザーマン監督『ジャングル・ブック』

(1967)
スティーヴン・ソマーズ監督『ジャングル・ブック』(1994)

ジョン・ファヴロー監督『ジャングル・ブック』（2016）





メアリー・ノートン『床下の小人たち』
（１９５２年、イギリス）

米林宏昌監督
『借りぐらしの
アリエッティ』
(2010)の原
作

冒険する女の子



トールキンの作品（イギリス）

１９５４～１９５５年

★魔法の力と人間

力 ★ケルト文化の影響





Ｃ．Ｓ．ルイス『ナルニア国物語』

（イギリス）（1950～1956）
ケルト文化の影響大







番外編 実はイギリス文学だった
ディズニーにも登場しているが、本
当はイギリス文学作品です



『ジャックと豆の木』はイギリスの童
話だった
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マイケル・ボンド『クマのパデ
ィントン』 （1958）



『サンダーバード』 参考
（１９６５年、イギリス）





ダール『チョコレート工場の秘密』
（１９６６年、イギリス）



ジョーンズ・G・ロビンソン『思い出の
マーニー』（１９６７年、イギリス）

When Marnie 
Was There



メアリ・スチュアート『小さな魔法
のほうき』（１９７１、イギリス）

米林宏昌監督の新作アニメ映画『メア
リと魔女の花』の原作

The Little Broomstick


