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第 16 回「ことばの宝⽯箱」 

 

短編⼩説を書いてきた経験の⾃分史 

ウィリアム・トーマス・ヒル 

 

  私は 12 歳の時に⽇記(Journal)をつけ始めました。Journal とは⼈の⽇常⽣活の出
来事を記録する⽇記(Diary)とは異なり、読んだ本、⾒た映画および現在の⾝近な
出来事や世界中の出来事を批判的分析⽅法で書くものです。短編⼩説を書き始め
た時期は正確には覚えていませんが、それからそれほど時間は経っていなかった
と思います。  

  私は 1966 年に⾼校を卒業しましたが、私の望みは⼩説を書くことだけでした。
⾼校を卒業すると私は北カリフォルニアからロサンゼルスに引っ越し、1967 年 11 
⽉ 1 ⽇に徴兵されるまでそこにいました。その頃には、私は⼤変速くタイプが打
てるようになっていました。 それで私は陸軍のタイピングテストに難なく合格し
ました。 その後の 2 年間のほとんどをタイプライターの後ろで過ごしました。軍
隊にいた間に、私はたくさんの短編⼩説を書きました。  

私はちょうど 2 年後に軍隊を除隊し、友⼈を訪ねるためにロサンゼルスに戻
り、そこに 2 年間いました。そして北カリフォルニアに帰りました。 その後私は
ヨーロッパと中東を 1 年間旅⾏し、そして北カリフォルニアに戻り、最終的に⼤
学に⾏きました.  

⼤学在学中は短編⼩説を書きませんでした。 ソノマ州⽴⼤学で学⼠号を取得
し、サンフランシスコ州⽴⼤学で修⼠号を取得しました。 それから⽇本に来て結
婚し、テンプル⼤学ジャパンで英語を教えました。 その 3 年後、私は⽶国に戻
り、ネブラスカ⼤学リンカーン校で博⼠号を取得しました。 1993 年に⽇本に戻り
ました。 

 ⽇本では最初は、四つの違う⼤学で週 5 ⽇教えていました。しかしその後、筑
波⼤学の外国⼈客員教授としてフルタイムで採⽤されました。 ⼤学は私に専⽤の
アパートを⽤意してくれました。 私は⽉曜⽇から⾦曜⽇まではそのアパートにい
ました。 ⾦曜⽇、⼟曜⽇そして⽇曜⽇は家族と⼀緒に東京で過ごしました。私は
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筑波⼤学に 4 年間いました。 専⾨的には、⾮常に⽣産的な 4 年間でした。 多くの
専⾨論⽂を発表しました。 そこにいる間に、グレアム・グリーンに関する最初の
本も出版しました。そして、そこにいる間にまた短編⼩説を書き始めました。 

  残念なことに、私は短編⼩説を 3.5 インチのディスクに Word Perfect で書いて
いました。 Microsoft は Word Perfect を駆逐し、私が新しいコンピューターを必要
とする頃には、3.5 インチのディスクは使⽤されていませんでした。 私は何年もの
間、そのディスクから私の短編⼩説を取り出す⽅法を⾒つけようとして、3.5 イン
チディスクを保存していました。最後は諦めて捨てました。 

 2000 年に上智⼤学教授として採⽤され、2013 年に退職するまで、教授としての
職務を遂⾏しながら短編⼩説を書き続けました。今は⼀⽇中短編⼩説を書いてい
ます。私はすでに 100 以上の短編⼩説を書いており、現在 三つの⻑編の原稿に取
り組んでいます。 そのうちの ⼆つは、それぞれ 150 ページを超えています。三つ
⽬は 220 ページを超える⼤作です。 

 

 （⽀援者：⼩室信弘） 

 

 

 
 

 

 

 

A Very Brief Personal History of My Experience Writing Short Stories 

Wm.  Thomas Hill 

 

I started keeping a journal when I was twelve. Unlike a diary which records the events of a 
person’s day to day life, a journal consists of a critical analysis of books read, films 
watched, and current events both local and around the world. I don’t remember exactly 
when I started writing short stories, but it probably wasn’t very long after that.  
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I graduated from high school in 1966, and all I wanted to do was write stories. I 
moved from Northern California to Los Angeles where I remained until I was conscripted 
into the Army on November 1, 1967. By that time, I was typing very fast. I passed the 
Army’s typing test easily. I spent most of the next two years behind a typewriter. I typed 
many short stories when I was in the army.  

I got out of the army exactly two years later and returned to Los Angeles to visit 
friends and remained there for two years. I moved back to Northern California. I spent a 
year traveling Europe and the Middle East then returned to Northern California and finally 
went to college.  

I didn’t write short stories while I was in college. I did my BA at Sonoma State 
University, my MA at San Francisco State University. Then I came to Japan and got 
married and taught English at Temple University Japan. After three years of that, I returned 
to the United States and did my PhD at the University of Nebraska – Lincoln. I returned to 
Japan in 1993.  

At first, I taught five days a week at four different universities. But then I was hired 
full time as Foreign Visiting Professor at Tsukuba University. They gave me my own 
apartment. I was there Monday through Friday. I was with my family in Tokyo, Friday, 
Saturday, and Sunday. I was at Tsukuba University for four years. Professionally, it was a 
very productive four years. I published many professional papers. I also published my first 
book on Graham Greene while I was there. But I also began writing short stories again 
while I was there. Unfortunately, I wrote my short stories on three and a quarter inch disks 
in Word Perfect. Microsoft killed Word Perfect and by the time I needed a new computer, 
three-and-a-quarter-inch-disks were no longer in use. I kept those three and a quarter inch 
for years trying to find a way to get the stories off those. Finally, I gave up and threw them 
away.   

In 2000, I was hired as a Professor at Sophia University where I continued to write 
short stories while fulfilling my duties as a professor until I retired in 2013. Now I write 
short stories full time. I have written over a hundred short stories. I have also written three 
longer manuscripts. Two are over a hundred fifty pages. One is over two hundred twenty 
pages. 

 


