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Newsletter 27 
日本比較文学会中部支部 2021 年秋号 
  

日本比較文学会第 51 回中部大会 
オンライン開催について 

 
 

第 51 回中部大会は 12 月 4 日（土）にオンライン形式（ZOOM）で

開催する予定です。リモートの開催となりますので、以下の点にご

留意くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

● ZOOM のソフトを各自でダウンロードしてインストールしておいてくだ

さい。 

 

● 参加にあたって、ZOOM のアカウントを取得する必要はありません。 

 

● ZOOM のミーティングリンク（URL）は 12 月 1 日(水)までにメール（BCC

で送信）にてお送りします（メールアドレスをご登録されていない方は、お手

数ですが事務局までご連絡ください）。当日はそのミーティングリンクから入

室してください。12 時 50 分から開室します。 

 

● 入室しましたら、「音声」と「ビデオ」をオフにしておいてください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



2 

 

 

  

日本比較文学会第 50 回中部大会シンポジウム報告 

藤岡 伸子（名古屋工業大学名誉教授）、平林美都子（愛知淑徳大学）、 

林 正子（岐阜大学）、岩田和男（愛知学院大学） 

2021 年 5 月 8 日（土）にオンライン形式で開催された第 50 回中部大会におい

て、シンポジウム「文化研究と文学研究の間—文化を誰がどう読み解くのか」を、藤

岡が司会兼コーディネーターとして担当した。比較文学研究を志す中で、おそらく

誰もがいつかどこかで意識せざるを得ない「文化研究の領域」に正面から挑む大き

なテーマを掲げた。提案したテーマに対し、それぞれの専門領域から快くパネルに

加わってくれたのは、平林美都子、林正子、岩田和男という中部支部の重鎮であ

り、文化研究を志向する同志の 3 名である。林が企画した 2017 年 12 月のシンポ

ジウム「文化主義者の美学——鷗外、烏水、荷風による欧米受容と文化の創出—

—」に藤岡が参加したことは、文化の読み解き方や文学研究を社会の活力へと繋

げることについて、その続きを語る場を設けたいという思いを膨らませる機会となっ

た。その思いに日頃の会話の中で共感してくれたのがこの 3 名である。以上のこと

から、この報告は「登壇者」4 名の連名で行うこととした。 

本シンポジウムは、「文化研究と文学研究の間」に本来あるべき何かが欠けてい

て、「文化」と「文学」の間に躍動しているダイナミズムが、どちら側からも十分に捉え

きれていないという問題意識を出発点にしている。そうした現状に対して、「文化と

文学」の連動の具体例を探り、その可視化を通じて、文学研究と文化研究の双方

にさらなる実りをもたらす可能性を探ることを目的としている。そこで、今回のシンポ

ジウムでは、文学作品の解釈に留まらず、文学が自然・人間・社会に向けて発揮す

る、何かを促す力—いわば、「つくる/はたらきかける」力に注目した。物理的・空間

的な広がりや日々の営みが、「文学の言葉の力」を得て、「文化」として有機的な総

体を形成し立ち現れるプロセスの可視化を試みようとしたのである。パネリストたち

の話題提供とディスカッションを通じて、「文化と文学」という地続きの営みへの意識

的な注視が、人の「生きる場」そのものをいかに創造的なものになしうるかについ

て、語り尽くすことは到底無理だとしても、少なくとも明確な問題提起はできたので

はないか考えている。 

 

当日の３つの話題提供については、担当者自身によるまとめを紹介しておきた

い。（文責、各担当者） 

【話題 1】「重層化した土地の記憶——ジョイ・コガワの長崎」（平林美都子） 

ジョイ・コガワの自伝的エッセイ Gently to Nagasaki (2016) を取り上げ、長崎の土

地の記憶がどのように表象されるのかを述べた。コガワは日系カナダ人であるた

め、戦中・戦後に「ロッキー山脈以東」へ強制移住させられた辛い体験を持つ。

彼女は高校時代、聖公会牧師として人望を集めていた父が小児（男児）性虐 
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  待者であることを知った。戦争がもたらした被害者であり性虐待の加害者家族

でもあるコガワは、両者が理解し合える道を探っていく。彼女は永井隆、遠藤周

作の著作から、隠れキリシタンや原爆被災者の苦難を刻む長崎の歴史を知り、

さらにアイリス・チャンの著作やその翻案劇から日本軍による集団レイプや虐殺

が行われた南京の歴史を知る。彼女はこれらの両都市に、被害者であり加害者

にもなった日本の両面（愛と忍耐の善き日本/残忍で極悪な日本）を見ることに

なったのである。こうした読書体験によって長崎と南京という土地の歴史は「読ま

れる」ことになり、過去と現在はリンクする。同様に、コガワの実体験（被害者や

加害者家族との出会い）から父の二面性（ハイド氏の側面）を認識することにな

る。コガワにとっての長崎は、個人的な体験をグローバルな残虐行為と並行させ

て、「許し、許されること」を考えて行く場となっていることを論じた。 

【話題 2】「占領期日本の「文化国家」建設——小木曾旭晃の「地方文化」論

——」（林正子） 

第二次世界大戦後の日本の文化状況を確認する事例報告として、明治・大

正・昭和期の新聞・雑誌記者、小木曾旭晃（こぎそ・きょっこう 1882～1973）が主

宰した岐阜県の総合文芸雑誌『地方文化』（1946 年 7 月～1950 年 1 月、通巻

34 号、A5 判、20 頁）をおもな考察対象とした。雑誌『地方文化』において、旭晃

は「地方文化」が「国民文化」の下位概念ではなく、オルタナティブとしての意義

を有することを一貫して主張した。すなわち、敗戦国による「文化国家」建設の

前提として、それぞれの「地方」における「文化滋養の育成や発達」が求められ

ているという確信、「地方」が発展してこそ「文化国家」が成立するという信念にも

とづく「地方文化」論を展開したのである。このような旭晃が先導する戦後の「地

方文化」論の隆盛が、戦前・戦中期の「新国民文化の建設運動」に接合している

こと、すなわち、日中戦争以降、日ましに強まる「文化面への圧力」に直面して

鬱屈していた地方文化人の文化統制への反発が、大政翼賛会文化部に対す

る「期待」として噴出した言論と連動している状況を論じた。本報告を通し

て、近代日本の文化状況を問い直す際に、「地方文化」論という視座の有効

性を提示することに努めた。 

【話題 3】「はたらきかける文学／文化研究を目指して」（岩田和男） 

福島県伊達郡川俣町山木屋地区と浜通り地区との視察を通して得た知見か

らみた文学／文化研究が、いかに「はたらきかける」という協働と結びつくかを明

らかにしようとした。理論的基盤として、声の記録としての Life Writing、記憶を

めぐる文学／文化の理論としてのアライダ・アスマン『想起の文化——忘却から 

対話へ』とフェルナン・デュモン『記憶の未来——伝統の解体と再生——』を用 
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い、原発事故という大災害がもたらした記憶の文化の集積ともいうべき「声」を、いか

に未来に向けて発信すべき「文化現象」につないでいけるかを考察した。ポイントは

現在的問題と伝統とのせめぎ合いである。伝統という記憶すべき普遍性は、立ちは

だかる状況の逆立性に引き裂かされざるを得ない。それが現代であり、ドイツであ

れ日本であれ、事情は同じである。そういう危機に際して重要なのが、「『別の場

所』を想定することによって距離を設け、自分自身を意識する能力」であり、それが

「文化」なのだとデュモンは言う。福島における「声」の集積も未来へと開かれそうな

ものだが、放射線の影響はその可能性を軽々と凌駕する。事故は東北の「現在」

（＝過疎）を 20 年早めたからである。記憶という伝統を次世代に継承させる時間が

残されていないのだ。残るはヨコのつながりである。そこで NHK『クローズアップ現代

＋』での柳美里の発言を紹介し、福島について「想像」し、「悼むココロを持ち、悼む

カラダを持」った「はたらきかける文学／文化研究」の可能性を示そうとした。これに

加えて、日本文学の事例として柳田國男と寺田寅彦を合わせて検討したいと考え

ていたが、時間的制約から資料提示のみに留めざるを得なかった。 

以上のように、各担当者が、それぞれに温めていた話題を「文化研究と文学研究

の間」をつなぐ例として紹介した。フロアからは、林、平林の両方が資料の中で明確

に示し、岩田の話題提供にも関連する部分が多いドロレス・ハイデン（Dolores 

Hayden アメリカの都市計画家、歴史家、詩人 1945～）の概念である「場所の力」に

ついての質問があった。これは、普通の人々の営みの記憶の蓄積が「場所の力」と

して発見され、当事者によって語り紡がれることによって顕在化されるプロセスを言

い、それ自体が持続的に地域の再生力・活力を生み出すという運動論的な視点を

も内在させるもので、昨今の地域再生の現場に大きな示唆を与えている。重要なこ

とは、「場所の力」が可視化される過程において決定的な役割を担っているのが、

言葉の力/文学の力だということである。まさに、今回掲げた、「文学が自然・人間・

社会に向けて発揮する、何かを促す力—いわば、「つくる/はたらきかける」力という

テーマと軌を一にする概念であり、今後も文学と文化の連続性を考える上で重要な

ものとなろう。 

松本三枝子氏の「閉会の辞」では、登壇者全員がベテランという近年例のないシ

ンポジウムだったが、それぞれの研鑽・研究の蓄積が惜しみなく披露された観があ

って大変な迫力を感じた、という感想をいただいた。また、近年の「文学を教える」と

いうことの極小化が進む大学教育の中で、文学研究者が文化研究と否応なく関わ

らざるを得ない状況があり、その状況とどう向き合うことが可能なのかについても考

えるヒントを得たというコメントは、特に印象に残った。ハイデンらの文化側からの文

学へのアプローチと同じように、文学研究の側からも文化にもっと目を凝らし、文学

を読み解くように文化を読み解き、言葉の力を通じて文化を磨き上げる試みを今

後も続けたいと考えている。    
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日本比較文学会 第５1 回中部大会のご案内 
 

日時：2021 年 12 月 4 日（土） 

場所： オンライン形式（ZOOM）開催 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１２：５０ ZOOM 開室             大会進行：杉浦 清文（中京大学） 

１３：００  開会の辞：平林 美都子（愛知淑徳大学）  

１３：１０－１４：２０ 研究発表（発表２５分、質疑応答 1０分） 

１. 状況の崩壊の同時代感覚 

——村上春樹の「同時代としてのアメリカ」を読む——  

発表：井  康仁（藤田医科大学） 

司会：平林 美都子（愛知淑徳大学） 

２．巖谷小波〈お伽噺〉における〈メルヘン〉の反映  

——近代日本〈国民童話〉におけるドイツ文化受容の意義 —— 

発表：林 正子（岐阜大学） 

司会：藤岡 伸子（名古屋工業大学名誉教授） 

 

１４：２０ 休憩 （２０分） 

 

１４：４０－１４：５５ シンポジウム「近代作家のヨーロッパへのまなざし」 

１４：４０－１４：４５ 趣旨説明： 若松 伸哉（愛知県立大学） 

１４：４５－１６：１５ 

１．昭和初期における永井荷風の創作営為とフランス受容 

——『つゆのあとさき』におけるコレットの影響を視座として—— 

      パネリスト：岸川 俊太郎（南山大学） 

２．文芸復興期におけるヨーロッパ文芸受容 

——石川淳の文学的営為を中心として—— 

       パネリスト：若松 伸哉（愛知県立大学） 

３．松本清張『黒の回廊』と「ヨーロッパ大衆旅行」の時代   

       パネリスト：尹 芷汐（大阪大学）  

１６：１５ 休憩  （１０分） 

１６：２５—１６：５５ 質疑・議論（３０分） 

１６：５５ 閉会の辞：森 有礼（中京大学） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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第 51 回中部大会 シンポジウム 

 

シンポジウム「近代作家のヨーロッパへのまなざし」 

司会・パネリスト 愛知県立大学 若松伸哉 

パネリスト    南山大学 岸川俊太郎 

パネリスト    大阪大学 尹芷汐 

趣旨説明 

 近代化した日本にとってイギリス・フランス・ドイツなどヨーロッパの国々

は、政治形態・文化・技術・芸術など常に日本が目標としてきた存在である。

同様に日本近代文学においてもその成立と発展にとってヨーロッパの文学か

らの影響と受容が大きいことは言うまでもない。イギリスに留学した夏目漱

石の例を出すまでもなく、明治のはじめから日本の文学者はヨーロッパの文

芸の動向を常に意識し、その摂取と受容に努めてきた。 

 本シンポジウムでは、不断の関係にある日本近代文学とヨーロッパの関係

について、特に三人の小説家の営為にスポットを当て、昭和期の文学界にお

ける作家たちのヨーロッパへのまなざしの具体的な一面を提示したい。取り

上げる作家は永井荷風・石川淳・松本清張であるが、この三人は世代が異な

りながらもヨーロッパへの意識が見られる作家たちである。この三者を軸に

した報告は、昭和期のなかでもそれぞれ局面を異にするが、各報告のなかで

は文学を中心としながらその他の要素にも注目しつつ、同時代的なヨーロッ

パへのまなざしと、そのなかでの個別的な受容のあり方を特に問題としたい。

そして各報告を踏まえた議論のなかでは、こうした三者のあり方の共通性や

差異などを検討しつつ、昭和期の文学界における通時的なヨーロッパへの関

心と推移が浮かび上がることを期待したい。（文責・若松） 

 

昭和初期における永井荷風の創作営為とフランス文学受容 

－『つゆのあとさき』におけるコレットの影響を視座として− 

岸川俊太郎 

永井荷風が終生にわたりフランス文学に親しみ、その経験を自身の創作営

為に活かしたことはよく知られる。ゾラ、モーパッサン、ボードレール、ロ

ティ、レニエ、ジッドらの影響が有名であるが、その他にも様々な作家の作

品を荷風が渉猟していたことは、42 年間に及ぶ日記『断腸亭日乗』の記述か

らうかがい知ることができる。本発表では、これまでの研究で指摘されるこ

とのなかったフランス人作家コレット（1873-1954）に焦点を当て、荷風文

学におけるフランス文学受容の新たな一側面を明らかにしたい。具体的な考

察対象は、荷風がコレットの作品を関心をもって読んでいた時期に発表され 
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た中篇小説『つゆのあとさき』(『中央公論』、1931 年 10 月）である。銀座のカフ

ェーで働く女給の生活を描いた同作は、発表当時、登場人物の描写をめぐって

大きな反響を巻き起こした。本発表では、『つゆのあとさき』の人物描写に着目

しながら同作とコレットの作品を比較することで、荷風文学とフランス文学の

関わりについて考察したい。 

 

文芸復興期におけるヨーロッパ文芸受容 

—石川淳の文学的営為を中心として— 

若松伸哉 

日本近代文学史において〈文芸復興〉と呼ばれる現象がある。プロレタリア文学の

退潮などを受けて、いわゆる純文学の復興を謳ったこの出来事は、『文芸』『文学界』

『行動』などの文芸雑誌が創刊される 1933（昭和 8）年にはじまり、日中戦争がはじまる

1937（昭和 12）年までの期間を指して言われることが多い。この文芸復興期に日本の

文壇でとりわけ言及されたヨーロッパの作家として、フランスのアンドレ・ジッドが挙げら

れる。そしてアンドレ・ジッドの翻訳を手がけた石川淳は、1935（昭和 10）年に作家とし

てデビューする。本発表ではフランス文学の翻訳家でもあり作家でもあった石川淳の

文学的営為と、彼が最初に拠点とした文芸雑誌『作品』との関係にフォーカスして、ヨ

ーロッパ文学の受容とその作品化の具体的なあり方の一端を見てみたい。また、この

時期のヨーロッパの最先端の文学の受容は、芸術という観点はもちろん政治という問

題とも深く関わるものでもあった。本発表ではこうした二面性を持った文芸復興期のヨ

ーロッパの文学の受容までを射程に入れたい。 

 

松本清張『黒の回廊』と「ヨーロッパ大衆旅行」の時代 

尹芷汐 

 1960 年代後半から、「三十万円の欧州旅行」といった宣伝文句とともに、ヨーロッパへ

の団体旅行が日本で流行し始めた。かつて文学世界によって築かれてきたヨーロッパ

への欲望が、消費主義と新たな階層観念と結合しながら、文化遺産を巡礼する行為と

して具現化し、それがさらに「旅行記」という形で再表象されていく。松本清張の『黒の

回廊』は、「女性だけのヨーロッパツアー」として企画された団体旅行の中で起きた殺

人事件を描いた長編推理小説である。コペンハーゲンやロンドン、スコットランドなどの

観光名所を舞台に、次々と怪奇事件が起きるが、「探偵役」の文学少女はヨーロッパ

各地についての知識と教養を頼りに謎を解いていき、やがてツアーの女性客たちが抱

えていた負の記憶を暴くこととなる。物語の中で入り混じる複数の欲望と、物語の外部

に位置する作者／読者の眼差しを分析し、高度経済成長期の日本にとって、「ヨーロッ

パ」とは何かを考察する。 

＊『黒の回廊』：『松本清張全集』の「月報」に連載、1971 年 4 月〜1974 年 5 月。 
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第 51 回中部大会研究発表要旨 
状況の崩壊の同時代感覚    

—村上春樹の「同時代としてのアメリカ」を読む— 

井  康仁（藤田医科大学）      

村上春樹は雑誌『海』に 1981 年７月号から翌年７月号にかけて、「同時代としてのア

メリカ」と題した論考を６回にわたって発表している。この論考で村上は、当時のアメリカ

文化、特に文学（スティーヴン・キング、ジョン・アーヴィング、レイモンド・チャンドラー）、

映画（『地獄の黙示録』）、そして音楽（ドアーズ）などを取り上げ、それらに共通して感じ

られる「同時代感覚」を浮かび上がらせようとしている。その「感覚」とは、「ある状況に

対する認識と、その状況の崩壊あるいは変質に伴う認識の修正、そのふたつの認識の

あいだの落差の共時体験」からもたらされるものであろうと、村上は述べている。つまり、

認識が生む価値観の変化、その変化の度合い（落差）こそが、国を超えた「同時代感

覚」であると、村上は考えているのである。 

これらの論考を発表した直後の 1982 年 10 月、村上は『羊をめぐる冒険』を上梓する

わけだが、この作品内には（多くの批評家が指摘するとおり）「喪失感」が色濃く漂って

いる。この「喪失感」が、村上にとっての「同時代感覚」の表出なのではなかろうか。 

村上が『羊をめぐる冒険』に込めた「喪失感」は、キング、アーヴィング、そしてチャン

ドラーたちと共有する「同時代感覚」の表れである、という仮説をもとに、先の論考を読

み解きながら、村上と彼らとの「同時代感覚」の表出を比較・検討していきたい。 

 

巖谷小波〈お伽噺〉における〈メルヘン〉の反映 

        －近代日本〈国民童話〉におけるドイツ文化受容の意義－ 

                            林 正子（岐阜大学） 

近代日本児童文学の先駆者として知られる巖谷小波（1870〜1933）は、幼少期より

家業の医師となることを期待されたことからドイツ語を学び、ドイツ留学中の兄から贈ら

れたフランツ・オットーのメルヘン集（Der Jugend Lieblings-Märchenschats von Franz 

Otto）愛読などを契機として文学への関心を募らせている。尾崎紅葉らと硯友社を結ん

だ当初は、『五月鯉』（1888）や『妹背貝』（1889）などの小説を創作し、博文館『少年文

学叢書』第一編『こがね丸』（1891）が画期的な好評を得て以降は、雑誌『少年世界』

（1895 創刊）の主筆として、1917 年まで毎号巻頭に〈お伽噺〉を発表している。その集

大成としての『日本昔噺』 (1894～96) 、『日本お伽噺』 (1896～98) 、『世界お伽噺』 

(1899～1908) 、『世界お伽文庫』 (1910)、『桃太郎主義の教育』（1915）などの編著が

創り出した小波の〈国民童話〉において、ベルリン大学附属東洋語学校講師体験（1900

〜02）などによるドイツ文化受容がどのように反映しているか、日清・日露戦争以降の時

代状況を踏まえながら論じることをめざしている。 
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支部長便り 

コロナ禍の上半期の読書報告 

平林 美都子 

新型コロナパンデミック宣言から 1 年半。いまだに終息の目途はたっており

ません。昨夏は「Go to トラベル」「Go to イート」の影響で感染者が急増しま

したが、今夏はオリンピックと直接的な因果関係はないものの、「災害レベル」

級と呼ばれるほど感染者数は各地で増加し続けています。加えて、気温の上昇

や各地を襲う記録的豪雨など、人類は地球で生き延びるための深刻な問題に直

面しています。 

 この 1 年半、私自身海外旅行は論外で、国内旅行はおろか街へ買い物に出る

こともない日々を過ごしています。そんなコロナ禍の上半期、普段は選ばない

読書をしました。勤務校の研究室の隣人（アメリカ文学専門）が「この本、お

好きかも」と言って時折本を貸してくれるようになりました。その一冊はマー

ガレット・ミッチェルが 15 歳のときに書いた中編小説の『ロスト・レイセン』

です。ミッチェルの作品といえば『風と共に去りぬ』しか知られていなかった

のですが、彼女の恋人が保管していた原稿を彼の死後その息子が発見し、1996

年に出版されたということです。三角関係の細やかな機微が 15 歳の少女とは

思えない筆致で描かれています。 

 隣人が次に貸してくれた小説はフランス人作家アントワーヌ・ローランの

『赤いモレスキンの女』です。パリの本屋の店主とある女性をめぐる話です。

互いにまったく見ず知らずだった二人が、ひょんなことから時間差で名前も住

所も知らない相手を探すことになります。英米文学にはあまり見られない洒落

た表現、洒落た展開が気に入りました。 

 お返しとして私は次の本を彼女に勧めました。今年翻訳が出たばかりのルイ

ザ・メイ・オールコットの『仮面の陰に——あるいは女の力』です。オールコ

ットの代表作品といえば『若草物語』が知られていますが、彼女は実に多くの

作品を書いています。この『仮面の陰に』は、主人公の類い稀な悪女ぶりが何

とも腹立たしくもあり小気味良くもある、いわゆる煽情小説のジャンルに属す

るものです。 

 別の友人が貸してくれたのはミン・ジン・リー(Min Jin Lee)の Pachinko で

す。物語は在日朝鮮・韓国人の 4 世代にわたる話ですが、著者が韓国系アメリ

カ人ということに驚きました。私の友人は主人公の女性（Sunja）につきまと

い続ける男性（Ko Hansu）にある程度の理解を示していましたが、私は Hansu

に対し終始腹を立てながら読んでいました。読後に本の感想を語り合う楽しみ

を久しぶりに味わったこの頃です。 
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