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―――まずは先生の研究内容について

教えてください。

私の専門は言語学です。ロシア語とラ

トヴィア語を研究しています。両言語を

比較するというよりはそれぞれの言語を

個別にやっているという感じです。具体

的には語の派生をテーマにしています。

どういうメカニズムで長い語や表現を一

語でまとめて言うか（例えばポケットモ

ンスターを「ポケモン」と呼ぶことのよ

うな）、みたいなことですね。接尾辞や

接頭辞が研究対象になります。特に社会

との関連、社会の新しい現象や重要に

なったことに関連して新しく生まれた言

葉や言葉遊びを、インターネットやSNS、

マスメディアから情報収集して研究して

います。

あとは借用。日本語もカタカナ語にみ

られるように英語からの借用が非常に多

いですが、ロシア語とかラトヴィア語に

もたくさん見られます。そういった借用

語がどのようにロシア語やラトヴィア語

で使われているかということも研究して

います。他には、ソ連期にバルト三国に

移住したロシア人が、ソ連崩壊後にそれ

ぞれの国の国語（エストニア語、ラトヴィ

ア語、リトアニア語）を覚えなくてはな

らなくなったのですが、そういう人々の

言語に関連するアイデンティティなどを、

フィールドワークをして研究しています。

―――言語学に興味を持った経緯や

きっかけについて教えてください。

幼稚園や小学校の頃から、世界のいろ

いろな国々や異文化が本当に好きでした

ね。言葉にも興味があって、世界の国々

のあいさつの仕方を見たり、真似したり

することが好きでした。あるときから自

分にとって言葉を知ることは「世界を広

げる」ことだと思い始めて、フランス語

やフィンランド語、そして今の研究対象

であるロシア語、ラトヴィア語を学び始

めました。その後大学でロシア語を専攻

して、それから学問としての言語学を学

び始めました。

―――言語学を研究することの醍醐味

は何でしょうか。

言語って人間の思考とか文化とかの根

幹的なものなので、言語を勉強すること

で、それを話す人たちの考え方や世界観、

歴史、社会が見えてきます。学問という

ものは他の学問とつながりを持っている

もので、言語学の場合は文化学、社会学、

歴史学、心理学、そして経済学などと親

和性がありますから、言語学を研究する

だけで視点がものすごく広がるというの

が面白いなと思います。

―――最近言語学について気になった

ニュースはありますか。

私は飛行機が好きなのですが、機内の

アナウンスで「Ladies and gentlemen」

というのがありますよね。これは英語で

すが、他の言語にも対応する表現が色々

あります。これらの表現が、LGBTQと

呼ばれる方に配慮して廃止になってきて

いるという現象に興味があります。

今年度２回目となるACADE見IC。今回は、ラトヴィア語・ロシア語を研究

する堀口大樹先生に、言語学、ロシア・ラトヴィア、そして言語学習などに

ついてお話を伺った。日本人にとってあまりなじみのないロシアとラトヴィ

ア。是非この機会に両国に関心を持ってもらいたい。　　　　　　（真都。）
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―――北欧・東欧を対象に研究するこ

との醍醐味は何ですか。

日本人は「ヨーロッパ」と聞くとドイ

ツやイタリア、フランスなどしか思い浮

かばないことが多いと思います。だから

ヨーロッパの残りの半分、北欧や東欧を

研究することで多くの人に見えていない

もの、多くの人が知らないものをつかん

で理解できるというのが面白いかなと思

います。

―――研究者に向いているのはどんな

人だと思われますか。

説明するにあたって「勉強」と「研究」

を分けて考えます。まず「勉強」が好き

な人が「研究」をやろうと思うかってい

うと、そういうわけではありません。逆

に「勉強」が苦手だけど「研究」ができ

るという人もいると思うんです。で、「勉

強」は知識を『得る』ことで、「研究」っ

ていうのは知識を『つくる』ということ

です。自分で課題を見つける、自分の問

いと答えを探すというのが「研究」だと

思うので、自分で問いを作って答えに向

かえる人が研究者に向いているのかなと

思います。そしてそれができるようにな

るために必要なのは、自分の専門分野に

対しての好奇心とか、こだわれること、

コツコツできること、他の勉強をしてい

ても自分が興味を持っているものに結び

付けられることだと思います。

―――大学生時代の思い出を教えてく

ださい。

勉強関係と、そうでないものがありま

す。まず勉強じゃない方ですが、私はフィ

ギュアスケート部とロシア語劇のサーク

ルを掛け持ちしていました。運動系も文

化系も両方やっていたということで、充

実していてとても楽しかったですね。２

つのサークルの間に接点や共通点はない

のですが、自分の人間関係や価値観が広

がったかなと思います。

勉強もかなり一生懸命やっていました。

もちろんロシア語とか言語は好きだった

ので、ストイックに勉強していました。

『研究に必要なのは、自分の専門分野に対しての好奇心、こだわれること、コツコツできること、
他の勉強をしていても自分が興味を持っているものに結び付けられること』
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レンガみたいな分厚さのロシア語の辞書

をいつもカバンに入れていましたね。電

車の中とかでも寸暇を惜しまず勉強に励

んでいました。言語だけでなく社会にも

関心があって、ロシア語の教職免許のほ

かに中学の社会、高校の地歴公民の免許

も取りました。だから大学での履修は、

言語系も社会系もどっちも取らなくては

ならなかったのでかなり大変だったんで

すけど、楽しかったですね。

―――その後どうして研究者になろう

と思ったのですか。

元々言語を使う仕事にすごく憧れてい

ました。商社などへの就職、通訳者や翻

訳者などですね。大学院生のときは実際

に通訳・翻訳のアルバイトをやりました。

フリーランスの通訳・翻訳の仕事も視野

に入れていたのですが、なかなか安定し

ない職業だと思い、大学教員になること

を考え始めました。論文を書いたり研究

発表をしたりするのが向いているのか、

そもそも自分にできるのか悩んだ時期も

あったのですが、やはり言葉を研究した

い、言語を大学で教えたいという思いが

強くなってこの道を選んだという感じで

すね。

―――ロシアの魅力は何ですか。

「○○大国」と呼ばれるような優れた

分野をたくさん持っているところです。

「バレエ大国」、「芸術大国」、「オペラ大

国」、「スポーツ大国」、「宇宙開発大国」、

あとは「軍事開発大国」。伊達にでかく

ないですね。また、やはり今でも国際社

会を牛耳る独特の存在感がありますから、

見ていてとても面白い。そういった国が

日本の隣にあるというのもなかなかすご

いことだなと思います。

―――ロシア語の魅力は何ですか。

ロシア語のことをあまり知らない方か

らすると、やはり文字がエキゾチックに

見えると思います。私もロシア語に興味

を持ったきっかけは、「この文字が書け

たり、読めたりしたらかっこいいな」と

思ったことでした。あとは本当に主観的

ですが、聞いていて心地が良い言語だな

と思います。そして文法は非常に複雑で

す。それが嫌だという人はいるけれども、

私にとっては魅力的です。

―――ロシアのおすすめスポットを教

えてください。

ロシアには100を越える民族が住んで

います。私たちと同じような顔立ちをし

たアジア系の人々も住んでいます。彼ら

が住む地域の中でも私が行ったことがあ

るのはカルムイク共和国で、ヨーロッパ

唯一の仏教国といわれるところです。ロ

シア民族のロシアとは別のロシアを知る

ことができるのでおすすめです。

―――最近北方領土問題があって日露

関係があまり良くありませんが、何か日

露関係を改善させる方法は無いのでしょ

うか。

日露関係が険悪なのは確かに問題なの

ですが、私たち市民に出来ることは、政

治面ではほとんど無いと思います。もち

ろん問題について考えることはできます

が、具体的に何か行動に移すというのは

難しいです。だから私たちにできるのは、

相手の文化や社会にお互い関心を持つこ

とかなと思います。例えばロシア人は日

本のアニメや寿司が大好きです。だから

私たちも、ロシアの料理やスポーツ、歴

史などに関心を持つことが大事かなと思

います。

―――政治的には難しいから文化で寄

り添っていくということですか。

はい。もちろん政治のことを勉強する

のは大事です。しかし、ちょっと諦めも

お仕事をされる堀口先生

傍らには英語で書かれたスラヴ語の本が
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入っているのですが、政治的関係を変え

ていくというのはなかなか私たちには難

しいんじゃないかなと考えます。

―――ロシア関係で特におすすめの本

を教えてください。

ロシアは「文学大国」でもあって、も

ちろんドストエフスキーとかトルストイ

とか大学生に読んで欲しい本はたくさん

あるのですが、あえて紹介するならばス

ヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチと

いうベラルーシの作家の本がおすすめで

す。2015年にノーベル文学賞を受賞し

たドキュメンタリー作家で、ソ連の第二

次世界大戦とか、チェルノブイリ原発事

故とか、アフガン戦争とか、ソ連の負の

歴史といわれているものに焦点を当てて、

一般の人から証言を集めてそれを作品と

してまとめるというのが特徴です。

ドストエフスキーやトルストイの作品

より、このようなドキュメンタリー作品

の方が読みやすいと思います。文学作

品ってどうしても長くなるので、「罪と

罰」のようなロシア文学を読むのは少し

体力がいるんですよね。でもドキュメン

タリーの方はもう少し軽く読めるし、そ

れに日本社会に当てはまるようなところ

もありますのでオススメします。

―――堀口先生はアーティスティック

スイミングや新体操がお好きだそうです

が、先生が特に注目していらっしゃるロ

シア人選手を教えてください。

いつの時代も素晴らしい選手がいます

が、あえて選手じゃなくてコーチの方を

紹介したいと思います。それぞれ有名な

コーチがいて、アーティスティックスイ

ミングだとポクロフスカヤ、新体操だと

ヴィネルです。両者とも、ものすごいス

パルタ指導を行っています。

選手がどれだけ変わってもロシアが世

界最高レベルでありつづけるのは、私は

コーチの存在が大きいと思います。コー

チってなかなか光が当たらない立場です

けれども、是非注目して欲しいですね。

―――では次にラトヴィアの魅力につ

いて教えてください。

ラトヴィアは小さな国です。でも海、

森、湖が豊かで私はとても好きです。ま

た人口が少ないので静かです。だから時

間がゆっくり流れているような感じがし

ますね。それと、人も素朴で優しいです。

―――ラトヴィア語はあまりメジャー

な言語ではないと思いますが、学びはじ

めたきっかけは何ですか。

私は幼い頃から異文化や海外の国に関

心がありました。高校生のとき、学校帰

りに本屋で「地球の歩き方」というガイ

ドブックをみて「こういう国があるんだ、

こういう街があるんだ」といつもわくわ

くしていました。ある日「地球の歩き方

バルトの国々」の中に、ラトヴィア人の

子供に日本語を教えている学校の記事を

発見して驚きました。「日本からこんな

に離れたところで、日本に関心を持って

くれている人がいるんだ。日本語を勉強

してくれている人がいるんだ」と感動し

ました。その学校の住所が書かれてあっ

たので、日本語で手紙を書きました。「ど

うしてラトヴィアにいる皆さんが日本語

を勉強しているのですか？」と尋ねてみ

ました。そしたら日本語でお返事が届き

ました。その学校で勉強している同い年

くらいのラトヴィア人の子からです。そ

れから文通が始まりましたね。

当時はインターネットもあまり使われ

ていなかったし、メールもなかったので、

手紙を実際に送り合うしかない時代だっ

たけれども、本当に思い出深いですね。

ロマンチックじゃないですか？ 紙の匂

いも日本の紙とは少し違うんです。だか

らくんくん嗅いだりしていました（笑）

文通をはじめたとき、もう既にロシア

や旧ソ連の国々には関心がありました。

なので、そこからラトヴィアとかラト

ヴィア語に興味を持って、高２のときに

ラトヴィア語を勉強しはじめました。東

京の輸入書などを扱っている本屋で、英

語で書かれたラトヴィア語のカセット

テープ付きの教科書を買って、それを

使って勉強しはじめました。

―――ラトヴィア語を学ぶ面白さはど

こにありますか。

ラトヴィア語はインド・ヨーロッパ語

族という言語の大家族の中の１つで、ラ

テン語やサンスクリット語など古典語に

近い複雑な文法を残していると言われて

おり、そこが魅力です。また周辺の国々

の言語、例えばドイツ語やロシア語の影

響も受けていて、そこが面白いかなと思

います。あとは小さい国だし話者も少な

いので、外国人がその言語を勉強すると

ラトヴィアの人々はものすごく喜んでく

れますね。そういうやりがいもあります。

―――ラトヴィアは20万に上る数の

民謡が存在する音楽大国だそうですね。

ラトヴィア人を動詞で例えると、「歌

う」であると言われています。ラトヴィ

アにはこのような歌詞を持つ民謡があ

ります。「歌いながら生まれ、歌いなが
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ら育った。歌いながら一生を全うした」。

この歌詞はとても有名ですね。

―――ロシアやラトヴィアに住んだ時、

生活様式の違いで困ったこと、驚いたこ

とはありますか。

日本って花を贈る文化があまりないと

思います。「花より団子」ですね。でも

ロシアやラトヴィアは花を贈ることが非

常に身近な文化です。24時間営業して

いる花屋があって驚きました。私はラト

ヴィアで一度、博士論文の審査会を公聴

したことがあります。このような会でも

合格した人に花束を渡すという文化があ

るんですよ。来た人はみんな花束を持っ

てきていたのですが、それを知らなかっ

た私は手ぶらで来てしまってかなり焦り

ましたね。「近くの花屋に行って今から

花を買ってくるべきなんじゃないか」と

か考えてしまい、発表されている論文の

内容が全く頭に入りませんでした（笑）

結局、合格者にはとびきりの笑顔で「お

めでとう！」と言って事なきを得たので

すが、それ以来最寄りの花屋をチェック

したり、友達の家に行く際に花を持って

行ったりするようになりましたね。

―――外国語をしゃべれるようになる

コツを教えてください。

普段から教科書や単語帳の例文を音読

することがとても大事だと思います。自

分が一度も発音したことがない単語が、

実際におしゃべりするときに自分の口か

ら出てくることはないと思います。だか

ら私は、言葉はうるさく勉強しましょう

と言っています。図書館で静かに勉強す

るのもいいんですけど、声に出して勉強

することがとても大事だと思います。そ

の言語の話者と話すというのも最高のト

レーニングです。ですが、もしそのよう

なタイミングがなくても、独り言で良い

ので自分が今考えていることとかをぶつ

ぶつ喋り続けるというのが良いと思いま

す。

また、外国語で自己紹介が出来るよう

になっておくことはとても大事です。自

分の名前、出身地、どこに住んでいる

か、何が好きか、何が嫌いか、自分の趣

味、何を勉強しているか、みたいな。自

分のことを語るのは、何語であっても、

世界中どこに行っても必ずやらなくては

ならないことです。自分が自分である限

り、自分のことを話せるのは自分だけで

す。他の人は誰もあなたのことを代わり

に話してはくれません。だからその準備

をするために、自分の紹介文はしっかり

言えるようにすることが大事だと私は思

います。

あとは日本のことを知っておくことが

必要ですね。海外に行くと私たちは日本

代表として見られるので、日本のことを

たくさん聞かれます。日本人の平均月収

はいくら？ とか、年金はどれくらいも

らえるの？ とか、何歳からもらえる

の？ とか、ですね。外国語を勉強する

ときって、大抵その外国語が話されてい

る国や地域のことに関心があるわけです

から、日本のことが意外と盲点なんです。

海外に興味はあるけれども、実は日本の

ことをあまり知らなかったという人って

結構多いと思うんです。海外に行ってい

ろんな人から日本のことを聞かれてはじ

めて、自分が日本の社会や歴史について

いかに無知だったか、いかに無関心だっ

たかということが分かると思います。だ

から外国語を喋れるようになりたいなら

ば、日本のことを海外の人に説明出来る

ようにしておくことが大事だと思います。

―――難しい外国語の文章を読むコツ

はありますか。

練習が大事です。ではどういうテキス

トを練習として読むかというのが問題な

のですが、文学作品とかを読むのは実は

『歌いながら生まれ、歌いながら育った。歌いながら一生を全うした。』

『言葉はうるさく勉強する』

『学んでいる外国語に、毎日少しでも触れることが大事』
インタビュー中の堀口先生
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衆議院選挙に行ってきた！ （「京大生⇒選挙に行く」は真か偽か？）� （理・１　次は参院選）
⇒僕も10月31日、行ってきました！� （僕の周囲の人大体行ってなさそうなので、たぶん偽ですね；編）



とても難しいです。それよりはインター

ネットのニュース記事や新聞、時事問題

を扱ったテキスト、インタビュー記事な

どの方が読みやすいと思います。だから

そういったものから読むのがおすすめで

す。もちろんそれらを読むためには文法

や語彙の知識が大事です。また、読むテ

キストが扱っている事柄についての知識

も必要です。知識があらかじめあった方

が、知らない単語が出てきてもある程度

意味を類推できます。

あとこれもよく授業で言うのですが、

学んでいる外国語が話されている国につ

いて、好きなものや好きな人を見つけ

るといいです。例えば有名な俳優とかス

ポーツ選手とかのインタビュー記事を読

むというのがとてもオススメです。

―――その他、語学学習について京大

生にアドバイスはありますか。

やはり１日15分でも言語に触れるこ

とが大事だと思います。ちょっと見たり

聴いたりするだけでもいいので。毎日少

しでも触れるというのがとても有効です。

特に現在はSNSが非常に発達しています

ので、積極的に使うと良いと思いますね。

例えば、好きな海外の俳優とかアーティ

ストとかのSNSをフォローすると、毎日

のようにその言語が目に入るようになり

ます。あとは海外のメディアをフォロー

すると、ニュースが外国語で自分のタイ

ムラインに入ってくるようになります。

現在世界はつながっているので、日本で

報道された世界的なニュースやローカル

なニュースが、海外のメディアでもその

国の言語で発信されているわけです。そ

ういう場合だと、たとえその外国語を読

むのに不慣れでも日本語で得た知識で

補って読むことである程度何が書かれて

いるか分かります。

―――京大の良いところはどこだと思

われますか。

私はこの大学に赴任してから１年半し

か経っていませんし、コロナ禍の影響も

あってオンライン授業だけだと学生さん

のことが見えてきにくいので、なかなか

難しい質問です。ですが、多様な考えの

学生さん、多様な関心を持つ学生さんが

いるというのは良いことかなと思います。

―――最後に京大生にメッセージをお

願いします！

今はコロナの影響でなかなか海外旅行

をするのが難しい時代になってしまいま

したが、是非日本だけでなく世界に目を

向けて欲しいですね。世界のことを見な

いと日本のことも見えてこないと思いま

すので。今は海外に行って実際に目で見

て、肌で感じるというのが本当に難しく

て残念なのですが、それでも世界に関心

を持って欲しいなと思います。そうやっ

て、グローバルな視点とローカルな視点

を持った人になって欲しいですね。

―――本日はお忙しい中ありがとうご

ざいました。

『コロナ禍でも、日本だけでなく世界に目を向けて』

堀口先生とマトリョーシカ
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冬には社会にはみ出ちゃってるだろうか。� （工・院　smily）
⇒もうそんな季節ですか……。早いですね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（つい最近2021年になった気がする；編）


