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Newsletter 21 
日本比較文学会中部支部 2018 年秋号 

  巻頭言 日本比較文学会第 44 回中部大会シンポジウム報告 

 

松本 三枝子（愛知県立大学名誉教授） 

 名古屋大学文系総合館カンファレンスホールにおいて、2018 年 5 月 12 日に、シンポジウム

「女性とメディア」が開催された。研究報告者は、田村容子氏（金城学院大学）、石川清子氏

（静岡文化芸術大学）、松本三枝子（司会兼任）である。 

メディアとは媒体・媒介であり、人と人をつなぐものである。21 世紀の今日では、人は新聞、

雑誌、テレビ、ラジオ、映画、インターネット、SNS など、多様なメディアを通して社会とつ

ながることができる。しかしながら、そのようなメディアによる情報は時に過剰となり、時に

排他的ともなり、私たちが共通理解や連帯を築くことを困難にもする。このようなメディアの

持つ二面性あるいは両義性に配慮しながら、本シンポジウムでは、イギリス、中国、フランス

において、女性たちがなぜそのメディアを選択し、それはどのように女性たちの目的に貢献し

たのかなどを考察した。 

 ジェンダーをめぐる社会問題の多くは、産業革命後のイギリス社会で誕生したものと考えら

れる。それゆえ本シンポジウムにおいても、まずは18世紀末から19世紀初期のイギリスにおけ

る、女性の社会参加、あるいは女性の公共圏での活動という観点から、松本三枝子が「イギリ

ス社会小説と女性作家の役割―モアとマーティノー」を報告した。フランス革命の影響下にあ

ったイギリス社会を安定させるために、 Hannah More (1745－1833) が書いた物語、Village 

Politics (1792)、The Cheap Repository Tracts (1795－97)と、Harriet Martineau (1802－76) が、

19世紀初期に新しい学問であった political economy（経済学）を、女性や労働者たちを対象に、

物語により解説した Illustrations of Political Economy (1832－34) を中心に考察を進めた。政

治思想的には、国教会福音派のモアは体制を維持するために物語を書き、ユニテリアン派のマ

ーティノーは社会改革を目指して、経済学の手引書を書いている。思想的、宗教的には異なる

立場の彼女たちだが、なぜ、tracts、little books というメディアを用いたのかを分析した。さ

らに、Charles DickensやElizabeth Gaskell等により、人気のジャンルとなる19世紀イギリス社

会小説に対して、モアやマーティノーが果たした役割についても、新たな視点を示した。 
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次に、20 世紀以降の中国に関して、田村容子氏が「中国の『連環画』のなかの女たち」を

報告した。連環画とは、20 世紀の中国で隆盛し、いまは衰退した、絵入りの物語のことであ

る。1920 年代に上海で出版されはじめ、主には貸本屋によって流通した。20 世紀半ばごろ

まで、連環画の題材は古典小説や演劇・映画の改編ものが主流であったが、1949 年、中華人

民共和国が成立すると、連環画は新中国のプロパガンダ・メディアとなる。識字率の低かっ

た中国において、新体制の宣伝と啓蒙に、連環画が役立つとみなされた。そのなかには、新

婚姻法の啓蒙や、出産、避妊の知識の普及を目的とした女性を題材とするものも数多く見ら

れる。特に、1950 年代から 60 年代の連環画に描かれた女性像に焦点を絞り、20 世紀後半の

中国社会における女性に期待された役割、ジェンダー観の変遷について明らかにした。最後

にフランスにおける女性とメディアについて、石川清子氏が、「アルジェリア系フランス人

映画監督ヤミナ・ベンギギ作品における移民女性」を報告した。フランス人、アルジェリア

移民二世女性初の映画監督ヤミナ・ベンギギ（1955〜 ）の代表作は、1997 年のドキュメ

ンタリー映画『移民の記憶』である。この映画は、第二次大戦後、労働力として大量にフラ

ンスに渡ったベンギギらの両親の世代から子世代の現在までを、証言・映像・音楽を重層的

に構成した大作で、これまで語られなかった仏旧植民地マグレブ（北アフリカ）諸国出身の

移民の歴史に初めて切り込んだ作品である。とりわけ女性への焦点の当て方が男性と異な

り、移民第一世代の女性の歴史・物語に光を当てている。ベンギギ自らが、「映画は万人が

アクセスできる世界共通の平等な言語」と表明するとおり、彼女は映画を出発点として書籍、

討論会等、複数の表現通路を戦略的に展開している。移民、女性の権利獲得を目指す、表現

者としてのベンギギの映像作品、テキスト、政治活動まで幅広く言及し分析した。 

本学会では、これまでに研究発表されることがほとんどなかった中国連環画、ベンギギの

映画・音楽に加えて、イギリスの女性作家による手引書から社会小説への発展など、興味深

い報告を受けて、聴衆からも、積極的な質問やコメントがあった。18 世紀、19 世紀イギリ

スから、20 世紀の中国、そして現在のフランスまで、時代や地域を横断した研究発表は、比

較文学会の特色に溢れた刺激的な時間を提供し、研究発表者と聴衆との有意義な質疑応答と

して結実した。 

なお、当初予定していた村山瑞穂氏（愛知県立大学）の「太平洋を超えて繋がる女性とメ

ディア―ルース・オゼキの My Year of Meats と A Tale for the Time Being」は、発表者の体

調不良のため、残念ながら取り止めとなった。 
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日本比較文学会 第 45回中部大会のご案内 
 

 
日時：2018 年 12 月 8 日（土） 
場所：中京大学 名古屋キャンパス １号館６階１６２教室 
〒466-8666 名古屋市昭和区八事本町 101-2 地下鉄名城線,鶴舞線「八事」駅下車 

中京大学ＨＰ 名古屋キャンパスマップ  

地図①（図書館・学術棟 1 号館）の建物です。 

https://www.chukyo-u.ac.jp/information/facility/g1.html 

 
１１：３０－１２：５０ 幹事会（１号館６階１６B 教室） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

大会進行：小松 史生子（金城学院大学） 

１３：００  開会の辞：平林 美都子（愛知淑徳大学）  

１３：１０－１４：３０ 研究発表（発表 3０分、質疑応答 1０分） 

１． 「『心は孤独な狩人』―ミック・ケリーの不条理な結末を『交

響曲第三番』から読み解く」   

発表：岩塚 さおり（名城大学非常勤講師） 

司会：岩田 和男（愛知学院大学） 

２． 「井上円了『失念術講義』考―東西の忘却観の交差点―」                                                  

発表：甘露 純規 （中京大学） 

司会：林 正子 （岐阜大学） 

（休憩 １５分） 

１４：４５－１７：１５ シンポジウム 

「帝国崩壊と本国帰還 

――イギリス、ドイツ、日本における（旧）支配者たちの＜語り＞」 

司会兼パネリスト： 杉浦 清文（中京大学） 

パネリスト： 伊勢 芳夫（大阪大学） 

 林 久博（中京大学） 

 樹本 健（中京大学） 

１７：２０  閉会の辞： 藤岡 伸子（名古屋工業大学） 

１７：３０  総会   司会：杉浦 清文（中京大学） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１８：００  懇親会  司会：杉浦 清文（中京大学） 

【日本比較文学会会員以外の方々のご来場も歓迎いたします。】 

 

https://www.chukyo-u.ac.jp/information/facility/g1.html
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第 45回中部大会 シンポジウム 

 
帝国崩壊と本国帰還 

――イギリス、ドイツ、日本における（旧）支配者たちの＜語り＞―― 

植民地主義あるいは帝国主義が、少なくとも自国中心的な領土拡大という志向性と

不可分な関係にあったならば、帝国が強大であればあるほど、必然的に大規模な人の

移動が生み出されたという事実を否定できないだろう。けれども、ここでまた考えな

ければならないのは、まさにその帝国が崩壊に向かったとき、今度は領土縮小という

過程の中で人の大移動が生み出されたという点である。本シンポジウムでは、とりわ

け帝国崩壊前後に「本国帰還」を経験した、イギリス、ドイツ、日本における（旧）

支配者たちの＜語り＞の問題性と可能性について巨視的に――もしくは「惑星規模」

で――検証していきたい。 

「本国」とされる場へと「帰還」した／しなければならなかった（旧）支配者たち

の＜語り＞――だが、その＜語り＞は、国民国家のイデオロギーに支えられた、加害

者／被害者といった二項対立的な国民意識によって歪曲され隠蔽される危険性に常

に脅かされてきた。つまり、そうした＜語り＞は、自民族中心主義的な国民国家の危

険な語り・騙りと隣接してきたのである。だとすると、こうした＜語り＞は、いわゆ

る「国民史」の言説と一体化する中でそのまま国民国家の自己粉飾の語り・騙りとし

て回収されていくという運命をたどるしかないのだろうか。それとも、その＜語り＞

の中に「国民史」の言説内部に亀裂を入れるような、未来志向的な＜語り＞の可能性

を見出すことはできるのだろうか。しかし何よりも、そもそもこのような（旧）支配

者たちの＜語り＞に慎重に耳を傾けようとする研究は、（旧）植民地の記憶の忘却化

が著しい戦後を生きる、特に「日本人」と名指される者たちにとって、一体いかなる

意味を持ち得るのだろうか。 

 

裏切者か、愛国者か――『ラジ 4 部作』に総括された帝国の終焉 

伊勢 芳夫（大阪大学） 

イギリスによる植民地化までのインドは、いわゆる近代的な意味での国家ではな

く、ムガール帝国と藩王国、ヒンドゥーの階層社会、少数民族のコミュニティの重層

的集合体であり、想像の共同体としての「インド」は地図の上でのインド亜大陸には

存在しておらず、そのような混沌とした状態から「インド」という近代的な社会を作

り上げたのは「白人の責務」を担ったイギリス人であったというのが、ラドヤード・

キプリング流の見方である。 

ポール・スコットの『ラジ 4 部作』は、『王冠の宝石』（1966）、『サソリの日』（1968）、

『沈黙の塔』（1971）、そして、『戦利品の分割』（1975）からなり、インド北部の架空

の都市マヤポールで 1942 年に起こった 2 つの事件を中心に、それらの事件の関係者

や周辺の人々に広がる波紋を描くことによって、1942 年からインド・パキスタン分離

独立の 1947 年までの英領インドの状況と、第 2 次世界大戦という緊迫した世界情勢

を描き出している。(伊勢の発表では、)この大英帝国最大の植民地インドの喪失の渦

に巻き込まれた立ち位置の異なるイギリス人たちの帝国に対する思いを、『ラジ 4 部

作』で発せられる彼らの「声」を通して概説する。 
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 『蟹の横歩きで』に見られるドイツの諸問題――ユダヤ人迫害と外国人排斥 

林 久博（中京大学） 

ギュンター・グラスの『蟹の横歩きで』（2002 年）は、大型旅客船グストロフ号沈没

事件（1945 年 1 月 30 日）をめぐる物語である。東プロイセン一帯のドイツ人避難民は

ソ連軍の猛攻から逃れるためにグストロフ号に乗り込んだ。だがこの船はソ連の潜水艦

の攻撃を受け、およそ 1 万人とも言われる死者を出した。この事件はアウシュヴィッツ

の加害者責任を問われてきたドイツ人には自らの被害者性を訴えるものでもあったた

め、戦後ドイツでは大きく取り上げられることはなかった。 

本作品では、グストロフ号の生き残りのトゥラ、その息子のパウル、パウルの息子の

コニー、この三世代を通じて様々な問題が描かれている。その中でも、本発表ではユダ

ヤ人迫害と外国人排斥の問題を取り上げたい。扱いにくいテーマであるだけに蟹のよう

に逡巡しながら進行していく本作において、両者は作品解釈の大きな軸となりうる。 
 

安部公房と「故郷」――満洲、引揚げ、民族をめぐって 

樹本 健（中京大学） 

安部公房が満洲出身であることはよく知られている。内地で医学生だった安部は

1944 年、日本の敗戦を見越して故郷の奉天（瀋陽）に帰るが、その後「苛酷な無政府

状態」と呼ばれるものを体験する。安部が自身の引揚げ体験を語ることは少なかったが、

初期の『終わりし道の標べに』（1948）において故郷喪失について語り、また『けもの

たちは故郷をめざす』（1957）では、「日本」への引揚げの挫折を小説にしている。と

りわけ後者は、「本物の日本人」とは誰か、「日本」は一体どこにあるのかと問いかけて

おり、そこには当時の引揚げ体験の物語の多くが想定していた、民族的同一性にもとづ

く「故郷」としての「日本」に対する明確な批評を読み取ることができる。本発表では、

安部公房がその満洲経験から民族のあり方をどのように描いたかを、当時の歴史的文脈

を考慮しながら検討することにしたい。 
 

少年時代の断片化された記憶――三木卓と『ほろびた国の旅』 

杉浦 清文（中京大学） 

芥川賞作家である三木卓は 1935 年に東京で生まれた。その後 1937 年、彼が 2 歳

の時に「満州」へと移住したが、敗戦後、日本への引揚げを余儀なくさせられた。1969

年に出版された『ほろびた国の旅』は、「満州」で過ごした三木の少年時代の記憶が土

台となって創作されている。けれども、その作品で三木が、自身の少年時代にただ哀愁

を漂わせているだけとは考えにくい。看過できないのは、この作品から、「満州」の記

憶と自己抑圧的に向き合う三木の痛ましい自己省察の様子が窺える点である。『ほろび

た国の旅』において、三木は、「満州」での少年時代の断片化された記憶をまるで拾い

集めるかのような文学的語りを展開している。だが、そうした語りは、「五族協和」と

いうスローガンの悪しき実態を暴露していく一方で、＜（旧）植民者・支配者＞という

三木自身のおぞましき自画像をもゆっくりと不気味に炙り出していくのである。本発表

では、『ほろびた国の旅』を読む中で、＜戦後＞の現在を生きる三木卓と＜戦中＞の少

年時代を生きる三木卓との苦渋に満ちた対話の痕跡を慎重にたどっていきたい。 
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第 45回中部大会 研究発表 

 

『心は孤独な狩人』―ミック・ケリーの不条理な結末を『交響曲第三番』から読み解く 

                      岩塚 さおり（名城大学非常勤講師） 

カーソン・マッカラーズの長編デビュー作、The Heart Is a Lonely Hunter (1940)（『心

は孤独な狩人』）に登場するヒロイン、Mick Kelly(ミック・ケリー)について、評者たちは、

様々な解釈を試みて来た。中でも、ミックの、一方的な友情を語る「愛と孤独」の物語

と解釈されることが多い。しかし、本発表においては、音楽描写に焦点を当てて検証し、

ベートーヴェンの『交響曲第三番』に突き動かされたミックが、心理的に二分された「内

の部屋」、「外の部屋」を経験することによって、真理を得た、と主張する。初めに、テ

オドール・W・アドルノが『交響曲第三番』について主観主義と客観主義との対立が表現

されているとする解釈と、ミックの『交響曲第三番』を境界にして「内の部屋」、「外の

部屋」が対立する描写が重なり合っていることを検証する。そして、ベートーヴェンの

主観的な表現は、神の世俗化であるというアドルノの解釈から、ミックの「内の部屋」

に存在する聾唖者 Singer(シンガー)もまた、神格化された存在でしかなかったと読む。最

後に、本作品は、『交響曲第三番』を通して、人間は目的を失っても、真理を得ることに

よって再生可能であると結ぶ。 

 

井上円了『失念術講義』考―東西の忘却観の交差点― 

甘露 純規（中京大学） 

忘却と記憶のメカニズムは複雑であり、現代の科学においても十分に解明されたとは言

いがたい。その仕組みの把握には憶測と想像が混じらざるを得ない。１９世紀の日本に

おいてはなおさらである。加えて、歴史をふりかえれば、洋の東西において忘却・記憶

観は一様であったわけではない。明治 28（1895）年に出版された井上円了『失念術講義』

は、東西の忘却・記憶観の交差点に生まれた書物と言っていい。本発表では『失念術講

義』の分析を通して、忘却・記憶の概念をめぐる英米と日本の間の断絶と連続を明らか

にし、異なる文化で生み出された二つの忘却観がどのように接合・変換されていったか

という問題を明らかにしたい。 
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支部長便り 

新支部長挨拶 

平林 美都子 

2018 年度より日本比較文学会中部支部長を任ぜられました平林美都子です。1993 年の

中部支部発足時に会員となってから、４半世紀にわたって支部に席を置いてまいりまし

た。いまさらながら、大した貢献もできないまま年月を重ねてきたことを恥ずかしく思っ

ております。この度の任期中、微力ではありますが、中部支部のために少しでもお役に立

ちたいと思っております。会員のみなさまのお力添えをなにとぞよろしくお願いいたしま

す。 

 私が比較文学に関心を持ち始めたのは、カナダ文学との出会いからでした。移民国家で

あるカナダの文化・文学は（1990 年代の初め頃）ポスト・コロニアリズムの視点から読

まれていました。移民により言語と文化の置換の歴史に根ざしたポスト植民地文学の独自

性の戦略として、「翻訳」が重要なテーマとなっていることをカナダ文学作品から感じま

した。それが「翻訳論」――今流にいえば「アダプテーション理論」――、そして比較文

学へ関心のきっかけでした。 

しかしカナダ文学の特異性や「ポストコロニアル文学」とカテゴリー化しなくとも、そ

もそもどんな文化、そしてそこから産出される文学も直接的に、間接的に異質な文化/言

語の影響を受け、それを変容・土着化させて発展してきたことは間違いないでしょう。普

遍化へ向かうグローバリゼーションと個別化を強調するローカリゼーションの二極化が

進む 21 世紀こそ、こうした文化/文学の変容の様子を複眼的に検証していくことは重要で

あり、義務といえるかもしれません。 

中部支部は小さな組織ですが、春と秋の研究大会、最近では院生のワークショップも途

切れることなく続けています。シンポジウムでは常に新しいテーマで活発な議論が繰り広

げられ、参加者に多くの刺激を与えています。研究発表はもちろんのこと、シンポジウム

の発案など、とくに若い研究者の発表の機会としても活用いただき、会員同士の知的な交

流の場にしていただければ幸いです。 
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2018 年度の中部支部役員 

 

支部長：       平林 美都子（愛知淑徳大学） 

代表幹事： 福田 眞人（名古屋外国語大学） 
事務局長：      杉浦 清文（中京大学） 

編集委員長： メベッド・シェリフ（龍谷大学） 

会計監査： 田所 光男（名古屋大学） 

幹事：岩田 和男 （愛知学院大学）  松本 三枝子（愛知県立大学） 

 林 正子  （岐阜大学）    工藤 貴正 （愛知県立大学）  

藤岡 伸子 （名古屋工業大学） 小松 史生子（金城学院大学） 

杉浦 清文 （中京大学）    星野 幸代 （名古屋大学） 

 メベッド・シェリフ（龍谷大学） 

   
※支部運営についてのご意見やご提案など、役員の誰にでもお気軽にご連絡
下さい。研究発表のお申し込みも随時受け付けております。また、みなさま
のご意見・ご連絡等をコンスタントに集約するため、メールでの連絡窓口も
設けています。hikaku-chubu@googlegroups.com をご利用下さい。 
 

事務局からのお願い 

 

■ご異動、お引っ越しなどに伴う登録情報の変更について： 

 ご異動、お引越しなどに伴う登録情報の変更がありましたら、速やかに本
部事務局長 中 直一先生（naka@lang.osaka-u.ac.jp）、及び下記中部支部事
務局にご連絡下さい。近年、本部で作成する名簿が支部へ送付されなくなり、
照合や修正に手間取ることが多くなっています。ご面倒ですが、本部と支部
の両方へご連絡下さいますよう、どうぞ宜しくお願いいたします。 
 
日本比較文学会中部支部ニューズレター第 21 号 2018 年 11 月 7 日発行 
 発行人 平林 美都子 
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