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Abstract  

 

The purpose of the present study is to illustrate the significance of Elizabeth Spires’ The 

Mouse of Amherst (1999) from the viewpoint of correspondence writing.  The style of 

correspondence is established in the particular work so that it can gradually draw readers’ 

attention into consciousness naturally. Emily Dickinson becomes Spires’ fictional letter 

correspondent (for writing a poem letter).  Actually, Spires is successful with her intention and 

leads us to realize the effects of this correspondence style. In particular, as for writing education, 

this realization can be developed into certain kinds of activities for language learning.  This 

proposal will encourage students of Liberal Arts to write in the context of producing poetic 

correspondence.  The act of correspondence writing will enrich students to express themselves in 

the context of letter writing and will encourage them in a natural format rather than a traditional 

composition framework.  This investigation will thus focus on the educational possibilities of 

using feasible poetical works.  The reader will recognize that activities through this approach 

promote creativity in English writing. 

 

1. はじめに  

 

本稿では、まず、19世紀のボストンのアマーストで創作をした女流詩人エミリー・ディキンソン

(Emily Dickinson, 1830-1886)の詩を基盤にして、今を生きる現代女流詩人のElizabeth Spires (1952-)が新

しく物語を展開し作品へと紡ぎ上げる際に、書簡詩の形式を繋ぎのツールとしていることの意義を考

察する。すなわち、そのふたりの詩人の関係性の中で書き上げられた物語がSpiresのThe Mouse of 

Amherstであるけれども、ネズミのEmmalineがEmilyの部屋に住みついて、それで、いつのまにか詩の

やり取りが始まるというフィクショナルな設定がスマートに作り上げられている架空構造の均衝を読

み解きたい。解読を経てさらに目指すのは、詩的な雰囲気を視野に入れるライティングのきっかけ（契

機）をcorrespondence poemsの中に見いだすことであり、最終的に本論考は、英作文の領域の視座で、

correspondence poemsの教材としての可能性の指摘を試みたい。 
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2．EmmalineとEmily  

 

 The Mouse of Amherstの物語の冒頭では、Clare A. Nivolaの線画が10箇所ほど添えられた文章が続く。

その後に起こったことは、Emmalineにとって大きな衝動であった― 

 

Almost without thinking, I[=Emmaline] sat down at my table, picked up my quill pen, and began 

writing on the back of Emily’s poem.  Words poured out of me in a torrent: 

 

I am a Little Thing. 

I wear a Little Dress. 

I go about my Days and Nights 

Taking little barefoot Steps. 

 

But though You never notice me 

Nor count me as your Guest, 

My Soul can soar as High as yours 

And Hope burns in my chest! 

 

 My hand trembled and my heart beat rapidly as I read what I had just written.  Was it possible 

that I was a poet?  (Spires, 2001, pp. 16-17) 

 

興奮の中、ネズミのEmmalineが最初に書いた詩に対して、Emilyからの返歌が、次のようなものとす

るところがSpiresの妙技である。つまり、元々の独立したDickinsonの詩、それも、特徴的であり独特

な作品(Dickinson, 133)を、上手くEmilyからの往復書簡の始まりとして据えているのである。ここでは、

周到にセットアップされ、用意されたSpiresの散文の部分から是非とも引用したい― 

 

The next morning I was surprised to see a neatly folded sheet of paper wedged under my doorsill.  

There was no name or address on it, and yet I felt certain it was for me: 

 

I’m Nobody!  Who are you? 

Are you --- Nobody --- too? 

Then there’s a pair of us! 

Don’t tell they’d banish us --- you know! 

 

How dreary --- to be --- Somebody! 

How Public --- like a Frog --- 

To tell your name --- the livelong June --- 
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To an admiring Bog! 

      (Spires, 2001, p. 18) 

 

有名な“I’m Nobody!”の詩が、ここでは、二人で楽しんで、詩のやり取りをしましょうね、というEmily

の快諾の返歌の書簡詩として配置されているのであり、文脈に調和するように挿入されている。日本

語訳だと、「わたしは誰でもない！―あなたは誰？/あなたも―誰でもない―のね？/二人は、

おなじね！でも、話しかけないで！/きっと追い出されるから」（長田, p. 20）となるところである。

そう、ここから、ふたりの、こっそりな往復書簡詩が始まる。 

 その辺りのことは、― 

 

While the idea of the author pairing Dickinson's poems with her own may sound like an exercise in 

hubris, Elizabeth Spires actually pulls it off. Spires is an acclaimed poet herself, with several collections 

(“Worldling” is her latest) and a Guggenheim fellowship under her belt, but she lays aside her own lush 

style and mirrors Dickinson's to a startling degree. Emmaline’s replies to Dickinson mimic her mentor’s 

odd, Germanic capitalization of common nouns, liberal use of dashes, and pliant meter and rhyme 

schemes.  (Julie Yates Walton, 1999) 

 

と指摘されているとおり、Emmalineが詩人Emily Dickinsonの特徴を見事に照応する文体によって詩を

作り、それを送り返す枠組みになっている。その構築力にSpiresの手腕がある。もともと書簡としての

ものではなかったDickinsonの作品を見事に一連のフローに仕上げている。Emilyから届いた返信の詩

に対して、Emmalineが続けて詩を書く様子はSpiresによって次のように仕立てられている― 

 

Dizzy and flushed as the day before, I sat down at my writing table and penned confidently: 

 

It matters what we think, 

What words we put in ink. 

It matters what we feel, 

What feelings we conceal. 

 

My pen is writing this, 

Words whirl in my brain. 

Is that what Poetry is? 

A pleasurable pain! 

 

 I put the pen down, surprised and delighted by my words. 

      (Spires, 2001, p. 19) 
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このようにして往還書簡の照応がなされているThe Mouse of Amherstだが、その始まりの部分を見るだ

けでも、そこに、呼応する文章を創作させることの教育的可能性が包含されていることが認識できる。

すなわち、往還される書簡詩の創作のセンスを助長することは、レスポンスの活動を念頭にしてディ

スクリプション能力を促進させるという側面がある。そこには、単に置換していく英作文ではない、

文脈を考慮した上で能動的に英文作成の活動を行って英作文能力向上を狙うという本論の視点で是非

とも注目したい特徴が保持されている。 

 

3. Correspondence Poemsの教材としての可能性 

 

 先人の詩人が生み出した作品をその骨格として展開する作品としては、Nancy WillardのA Visit to 

William Blake’s Inn (1982)を初め、これまでも他にも例がある。それでも、The Mouse of Amherst のよう

に往復書簡の形態のものは少ないと言えよう。スタイルをさらに展開させて、（つまり、ライムの枠

組みの構造は外したりして）大学の教養クラス/基幹学部で活用してみてはどうだろうか。 

 そこで、教材としての展開的アクティビティの可能性を探るにあたり、ここで敢えてThe Mouse of 

Amherst の作者であるSpiresが1995年に発表したWorldingの作品を巡って試みたい。それは

Dickinson⇄Spires⇄学生というレスポンスの呼応の中で、英作文力（＝ディスクリプション能力）向上

の意義を提案したいからである。 

 まずは、次のような詩をそのクラスのイントロとして考えてみる。Worldingの比較的冒頭の作品で

ある― 

 

My life slows and deepens. 

I am thirty-eight, neither here nor there. 

It is a morning in July, hot and clear. 

Out in the field, a bird repeats its quaternary call, 

Four notes insisting, I’m here, I’m here. 

The field is unmowed, summer’s wreckage everywhere. 

Even this early, all is expectancy. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

I know the time, the place of our meeting. 

It will be January, the coldest night 

of the year.  You will be carrying a lantern 

as you enter the world crying, 

and I cry to hear you cry. 

A moment that, even now, 

I carry in my body. 
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(“Letter in July”, Spires, 2001, p. 6) 

 

この詩を読むことにより、読者の中で喚起されるもの、それを Spires 自身はこう解説している。つま

り、“My book of poems, Worldling deals, in part, with motherhood and mortality. The first section of the book 

chronicles the birth of my daughter, Celia. . . .”と分かる。1そのやがて生まれてくる娘の Celia との関係が背景

にあってこの詩集は作られていたのだ。詩集全体が母性のあり方と密接に関連しており、その意味で、

読み手は、愛着の成熟（maternityの maturity）の問題を問いかけられる。 

 そのような内実のある Worldlingの内、次の詩は、いよいよ Correspondence Writing に適応してくれ

そうだ。前もって、単に読解するだけでなく、作品への返信となるような創作詩を書くように指示さ

れた学生たちは、比較的平易な英語での作品を分析した後、自分ならどんな風に応答の詩を書いてみ

たくなるかを自問するであろう― 

 

“The Rock” 

 

For a day and a night 

I sat on the rock, 

and the sun went down 

and the sun came up. 

 

and the tide rushed in 

and the tide rushed out, 

and I was the center, 

the fixed still point. 

 

Behind my back 

row upon row, 

the little white houses 

were carefully stacked, 

 

one, two, three, 

up the hill of stone 

that stony forbears 

had built the town on. 

 

Did more time pass? 

Did a year go by?  Two years? 

                                                         
1 https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/elizabeth-spires 
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Three?  As I held fast 

to the rock of my life. 

  (Spires, 1995, p. 35) 

 

岩の上の “私”。その状況に覆い被さってくるようなものはなにか。その行間を読み解いて、往復書簡

的創作詩を促したいところだ。オリジナルの作品と読者の作品とが対峙して、その世界認識＝ワール

ドリング（world-ing）が前景化されるはずである。 

 実際に（これを試みたのは学部生ではなく大学院生を対象にであるが2）、次のようなレスポンスが、

学生の中からあった。名前は、イニシャルで示す― 

 

     by C. C. 

 

Are you afraid of darkness, 

Sitting on the rock at night. 

 

What if the tide is too strong? 

Will you cry? 

 

Be strong, 

I know you are. 

 

I wish I were there, 

Be your company. 

 

Let us be friends, 

I’ll hold your hand fast, 

Till the rest of my life. 

 

また、別のレスポンスも― 

 

by Y.Q.X 

 

For day by days, 

I stay in library. 

From the window, 

See the leaves turn yellow 

                                                         
2 例示した二人の学生は共に英語教育が専門。英語力は高い。特に前者は、TOEFLで 79点。 
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and the leaves turn red 

 

I go around the campus, 

A little cold and a little warm, 

I hope one day, 

receive an envelope, 

with a letter and a leaf 

from you. 

 

創作詩で2人の学生は、“岩”の存在により“命”のテーマと直面している話者へ尋ねかけている。本論で、

着目しようとするは、言葉のやり取りが包括する表現力の重要性である。学生の作品例に、可能性は

広がりそうな予感がある。Creative Response Writingの方へと。それは、languageとcontent教育の混合で

あり、Esthetic responseとしてのLanguage practiceの統合である。  

 さらには、こんな比較をしてもいいかもしれない。谷川俊太郎の英訳された作品からだ。日本を代

表する詩人の一人の作品集が英語で編まれていることは幸いである。谷川の作品もまた、Spiresの“The 

Rock”同様元来は書簡詩ではないけれども、The Mouse of Amherstの作品群が成功したそのように、俊

太郎の書斎に潜り込んだネズミになったつもりで読んでみて、それに呼応するディスクリプションを

創案する能力を養成する可能性が期待できる。 

 

I wish you’d come 

rolling down a gentle, gentle hill 

covered with grasses 

as soft as gray down. 

 

I’ve been waiting for that 

For centuries, 

writing in impatience, humming 

melody after melody of changing pop songs 

and sometimes having severe diarrhea. 

   (“A Single Old Woman”, Floating The River In Melancholy, 谷川,  1988, p. 37) 

 

原文は、 

 

なだらかな 

なだらかな 

灰色の柔毛のような草におおわれた丘を 

あなたがころがり落ちてくるといい 
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わたしはそれを待っているのよ 

何世紀もの間 

身をもむようにして 

移り変わる流行り唄をいくつも口ずさみ 

ときに烈しい下痢になやみつつ 

     「老嬢」（谷川, 1988, pp. 70-71）  

 

ネズミのEmmalineが、最初は、“What on earth was she writing?  A diary?  Letters?  If so, why didn’t she 

mail them? ” (Spires, 2001, p. 12)と思って当惑したようになっても、やってみると効果があるに違いない。 

 谷川の別の詩もまた鍵
．
文章となって、Correspondence Writingに機能してくれるかも知れない。 

 

“Obsession with an Apple” 

 

You can’t say it’s red.  It’s an apple --- not a colour.  You can’t say it’s round.  It’s not a shape but 

an apple.  You can’t say it’s sour.  It’s not a taste but an apple.  You can’t say it’s expensive.  It’s 

not a price --- it’s an apple.  You can’t say it’s pretty.  It isn’t beauty --- it’s an apple. …  

          (Tanikawa, 2015, p. 57) 

 

日本語の原題は、「りんごへの固執」となっている。散文体が余計に、（そして、繰り返しのリフレ

イン的音楽性が余計に、）書くことを刺激してくれる。これは、ダダの詩人Gertrude Stein (1874-1946)

のTender Buttons: Objectの水差し（carafe）への固執に通じていると見抜いてもいい作品である。 

  

4. まとめ 

 

 ここでの論考では、元来は単独で成立している英語詩の作品を、敢えて往復書簡の形式に組み込む

という操作が、英作文の教材として、どの程度可能であり、どのような効果を持つものであるのかを

示唆した。教育的文体論の系統として、文学作品が教育的に応用される可能性はこれまでもなされて

いるけれども、詩の文体的特性を踏まえて教育に活かしていくという側面を、correspondence poemsの

創作という点に絞って展開し、ライティングの指導方法として提案したメソッドは、新たなアプロー

チとなるのではないかと筆者は考えている。もっとも、今後まだ研究の余地が大きく残されており、

可能性の具体化は、これから明示的に提示していかなければならない。 
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