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Newsletter 26 
日本比較文学会中部支部 2021 年春号 
  

日本比較文学会第 50 回中部大会 
オンライン開催について 

 
 

第 50 回中部大会は 5 月 8 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 5 月 4 日(火)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。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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日本比較文学会第 49 回中部大会シンポジウム報告 

「水と文学──漱石、川端、福永」           

本シンポジウムでは、自らの世界の表現のための仕掛けや道具として意識

的・方法的に持ち込む、いわば「芸術的な水」への執着を示した日本近代の三

人の小説家──夏目漱石、川端康成、福永武彦──の諸作品を俎上に挙

げ、 彼らの「水」をめぐる方法意識や個人的な背景などを多様な角度から検

討・ 討論し、そのことを通して、三人を貫く「流れ」の有無をも見定めようとし

た。 

佐々木英昭（文筆業）はまず漱石文学の主要登場人物がしばしば水に入る

こと──『吾輩は猫である』の「吾輩」の水死、『夢十夜』「第四夜」の爺さんが河

の水に入ったきり出て来ないこと、『草枕』で「余」の浸かっていた湯船に入って

くる那美さん、『心』の「先生」と「私」の馴れ初める海水浴、 『明暗』のクライマッ

クスに設定されたらしい温泉場──を指摘した上で、このような 境位(element)

としての「水」のもつ「自然」を代表する役割に着目を促した。『それから』の代助

が「自然の昔に帰るんだ」と宣言する際の「自然」が水の如きものとされることあ

たりを、バシュラールの「物質の詩学」をも参照しつつ解析。また『明暗』期、独

自の「自然」概念を展開しつつ「則天去私」を説いた際、漱石が筆頭に挙げたシ

ェイクスピアの”nature”観にもふれ、それと漱石の「天≒自然」とがどのように絡

み合うのかの解析にも及んだ。 

シェリフ・メベッド（龍谷大学）は川端康成の代表的作品「伊豆の踊子」を取り上

げ「水と文学」について述べた。「伊豆の踊子」の主人公は東京帝国大学の学

生で、一人で伊豆への旅に出かける。なぜ一人で出かけることにしたかについ

て、作品の始めには明確になっていない。その旅の最中旅芸人にあって、その

グループのメンバーの一人が表題の「踊子」である。最初、主人公は踊子を性 

的対象として軽く見るが、そのうち芸人たちと友人関係を築いて、人間として

踊子を見るようになる。また主人公の心理描写が多く、こころの中にある悩みが

あって、純粋で素直な踊子と接する内に自分の汚れた性格が癒されるというよ 
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うに成長する。作品の中で踊子の癒す能力は雨水、温泉の水、泉の水そして海の 

水というイメージで象徴される。「伊豆踊子」はビルドゥングスロマンで、その中に

川端の主人公の心の描写が重要な役割を担っている。また、川端がフロイトの思

想に精通していたことを指摘し、作品にフロイトの思想が影響を及ぼしていると

示唆した。メベッドは作品の解釈にジャック・ラカンの思想も参照し、大自然の中

の露天風呂と母親へのノスタルジア的な思い出との関係について述べた。最終

的に「伊豆踊子」においては、「水」は主人公の心の浄化を意味し、自己嫌悪か

ら、自己愛そして他者への愛を可能にしている役割を担っていることを意味して

いると論じた。 

西岡亜紀（立命館大学）の「過ぎ去る記憶～『廃市』と『幼年』をつなぐ水のイメ

ージ～」では、福永武彦（1918-79）の小説における水のイメージについて扱っ

た。福永は小説 50 作品のうち 23 作品で舞台またはタイトルが水に関するものと

いうことを確認したうえで、事例として、運河に張り巡らされた水の町を舞台とし

た『廃市』(1960）における河の描出箇所を抜き出して分析した。『廃市』における

河の描写は、語り手が一夏を過ごした水の町で起こる悲劇に語りを誘引しつつ

それを浮き上がらせ、最終的には語り手が汽車で未来に向かったという「過ぎ去

る記憶」の物語構造をつくる舞台装置と解釈できる。同じような構造は『幼年』ほ

か他の福永作品においても確認できるが、福永作品のなかで水や水辺の風景

は、汽車に乗って一旦は過ぎ去ったが再び深い淵から立ち上る記憶の風景=原

初的記憶のメタファーの構造をつくるのに一役買っているのではないか。つまり、

福永文学における「水」は、意味というよりはむしろ構造的な次元で重要な機能

を担っていると示唆した。 

フロアからの質疑では、フロイト理論の摂取が川端のみならず漱石にもあった

か否かとか、水のイメージ描出と女性性との関係や同時代の民俗学などとの関

係などを問う質疑などが出て、各パネリストが応対し、議論を深めることができた

(漱石がフロイトを読んだ形跡はない)。 
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日本比較文学会 第５０回中部大会のご案内 

 

日時：2021 年 5 月 8 日（土） 
場所： オンライン形式（Zoom）開催 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

大会進行 杉浦 清文（中京大学）  
１２：５０ ZOOM 開室  

１３：００ 開会の辞： 平林 美都子（愛知淑徳大学）  

１３：１０－１３：４５ 研究発表（発表２５分、質疑応答 1０分） 

「解説」との内容比較から考察する「訳者あとがき」の役割について 

発表： イザベル・ビロドー（愛知淑徳大学） 

司会： 平林美都子 （愛知淑徳大学） 

１３：４５ 休憩 （１５分） 

１４：００－１６：４０ 

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」 

    司会・ディスカッサント： 藤岡 伸子   

（元名古屋工業大学） 

１４：００ 趣旨説明           

１４：１５―１５：４５ 話題提供（各話題３０分） 

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（愛知淑徳大学）  

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（岐阜大学） 

3．はたらきかける文学／文化研究を目指して 

岩田 和男（愛知学院大学） 

１５：４５ 休憩  （１０分） 

１５：５５ シンポジウム 質疑・議論（４５分） 

１６：４０  閉会の辞    松本三枝子（愛知県立大学名誉教授）                    

   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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第 50 回中部大会 シンポジウム 

 

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」 

司会・ディスカッサント：元名古屋工業大学 藤岡伸子 

パネリスト：愛知淑徳大学 平林美都子 

岐阜大学   林正子 

愛知学院大学 岩田和男 

【趣旨説明】 

「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」の間に活き活きと働いているはずの連動性を文学研究は捉えきれておら

ず、そのダイナミズムを十分に語り得ていないのではないかと常に感じている。こ

うした問題意識の投げかけに対して、3 名のパネリストがそれぞれの専門性と関

心から、「文化と文学」の連動とそのダイナミズムの具体相や可能性を語る。そし

て、出発点は異なるものの、それぞれのテーマを深く掘り下げた先にあるはず

の、一つの共通した水脈に触れることを目指したい。その共通した水脈とは、文

学に内在し、自然・人間・社会に向けて常に発揮する、何ものかの生成を促す

力、いわば、「言葉の力」を介して「つくる/はたらきかける」力である。 

ディスカッションでは、パネリストが提供する話題から、「文学と文化の間」の諸

相を検討する。最終的には、文化と文学という本来一つながりの営みが有効に

連動する様に注視する文学研究というものが、その有り様を的確に語り、描くこと

によって、人の「生きる場」がいかに分節化を免れ、活力に満ちて創造的なもの

となりうるかを探りたい。またそうした議論を通じて、「文化研究と文学研究の間」

に何が必要なのか、また、文化と文学の連動に文学研究の側から積極的に目を

向け、幅広い文化事象を読み解き、磨き上げる試みの意義を明らかにしたい。

物理的・空間的な広がりや営みが、文学の「言葉の力」を得て、「文化」として有

機的な総体として生命を得て立ち現れるプロセスを注視し、その可視化を試み

たい。このシンポジウムの本旨は、そうした視点をパネリストと共有し、聴衆と共

に深めることにある。 

 

重層化した土地の記憶――ジョイ・コガワの長崎 

平林 美都子（愛知淑徳大学） 

土地には固有の歴史、文化の記憶が埋まっており、とくに災害や虐殺など際立
った歴史的事象が重なった土地は、それらの記憶が重層化されている。とくに
16 世紀以降グローバルな視点から解釈されるべき歴史的事象（キリスト教容
認、キリシタン迫害、唯一海外へ開港、近代産業化の先駆け、原爆投下）がいく
つも積み重なった長崎は重層化した記憶が絡み合い、土地の記憶という問題系 
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を取り上げる好例だと思われる。土地への感受性を持つ作者はいかに「土地の
記憶/ナラティヴ」を引き出しながら作品を著していくのだろうか。英語翻訳され
た日本文学が与えた影響も視野にいれつつ、日系カナダ人ジョイ・コガワの作
品 Obasan（1981）、Gently to Nagasaki（2016）において長崎はどんな意味を
付与されて立ち上がってくるのかを考えてみたい。カズオ・イシグロの A Pale 
View of Hills (1982)における長崎表象とも比較したい。 

 

占領期日本の「文化国家」建設 

――小木曾
コ ギ ソ

旭
キョッ

晃
コウ

の「地方文化」論―― 

                              林 正子（岐阜大学） 
本報告では、明治・大正・昭和期の新聞・雑誌記者、小木曾旭晃（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）の記事をおもな考察対象として、戦後日本の文化状況を確認する。雑誌
『地方文化』において旭晃は、「国民文化」に対する「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
している。雑誌『地方文化』には、「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、すなわち、「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」論が展開されている。このような「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」に接合するとともに、文化を向上・発
達させることを人間生活においての最上の目的とする〈文化主義〉のもと、「地方
文化」が「国民文化」の創出に寄与することを志向した側面を考察する。 

はたらきかける文学／文化研究を目指して 
岩田和男（愛知学院大学） 

データ重視の社会科学系学部という多勢無勢のなかで、「ことば／映像の文
化」の意義・意味をどう説いたらいいものか長い間試行錯誤してきた。一見無駄
な「悪あがき」のように見えたこの努力が、最近思いがけない実りをもたらしそう
な予感に変化しつつある。福島での地域連携学参加や、自治体との共同プロ
ジェクト志向へ学生を誘う活動、社会学・心理学・社会工学との共同研究活動
に発展することで、文学を「言葉に関わるはたらきかけの文化」と考えるきっか
けになったからである。そう言えば、フェミニズムとは男性文化を「ことば」で批
判する「はたらきかけ」そのものであった。オリエンタリズム然りである。 
今回は、ライフライティングについての敷衍的考察を基盤に、アライダ・アスマン
の『想起の文化』に端を発した「はたらきかける」文化研究、「誰でもつくれる」時
代の表現教育に関する話題提供を通じて、言葉の「つくる／はたらきかける力」
について、文学研究者にも社会学系研究者にも理解される言葉で語りたい。 
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第 50 回中部大会研究発表要旨 
 

「解説」との内容比較から考察する「訳者あとがき」の役割について 

イザベル・ビロドー （愛知淑徳大学） 

 

日本の出版物においては、一冊内に多数のパラテクスト（序・跋
ばつ

・あとがき等）を

含む慣習が長い歴史を持つ。現在の翻訳作品にもその伝統は引き継がれており、

そこでは、作品の翻訳者が執筆する「訳者あとがき」と、編集者が依頼した人物に

よって執筆される「解説」という二つのパラテクストを含む書籍形態がよく見られる。

しかし当然ながら、書籍内に同時に収録されるこれら二つのパラテクストは同じ内

容を含む場合がある。その場合、翻訳者のパラテクストの独特な役割について疑

問が浮かび上がる。解説者は作品・作家・ジャンルなどに関する専門家であるは

ずだが、翻訳者はそうであるとは限らない。そのため出版社の観点から考えると、

翻訳者と解説者、どちらの文章を重視するかといえば、おそらく「外」から作品を支

持する解説者の文章の方が、より大きな象徴的価値を作品に与えると判断するだ

ろう。さらに読者の観点から考えると、両パラテクストの内容（作家の履歴、プロット

の要約、海外文化的文脈に関する説明等）の重複は不要であろう。また、「訳者あ

とがき」という題目であっても実際の「翻訳」に関しては述べない翻訳者が多く、謝

辞を別にすれば、具体的な翻訳作業を担った「訳者」としての立場がパラテクスト

の内容に影響を与える訳でもないようである。では、解説と並んで収録される訳者

あとがきが読者に提供する独特なものとは一体何か。本発表ではまず、訳者あと

がきと解説の各特徴を確認する。そして両パラテクストが同時に収録されている

書籍のコーパスを対象に、重複する内容と異なる内容に関し検討する。その上

で、このような「訳者あとがき」が持つ特定の機能を指摘し、その機能が翻訳作品

にどのような「価値」を加えようとするかを考察する。 
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支部長便り 

平林 美都子 

2020 年は新型コロナウィルスで明け暮れた一年でした。当初これほど長くコロナ

禍が続くと誰が予想できたでしょうか。世界がグローバル化した現在、このパンデミ

ックは文字通り世界規模のものとなってしまいました。 

他の教育現場とほぼ同じく、私の勤務校でも前期の授業は 1 か月遅れでスター

トし、そのほとんどがオンライン授業（オンデマンド）でした。当然、学生からはオンラ

イン環境が整っていないことや課題の多さなどさまざまな不満やクレームの声が届

きました。担当する教員側にしても、相手の反応がわからないままスクリーンに向か

って話をしているだけで、ストレスを感じたのも事実でした。 

改めて考えてみると、マスクの着用をはじめ人との接し方や飲食方法など、人と

出会うあらゆる場面でのマナーが世界レベルで一気に変わってしまったというの

は、驚くべきことです。この変化が一時的なものか、あるいは新たな人間関係として

定着していくのかはわかりませんが、少なくとも園児や低学年児童など幼い子どもた

ちの生活スタイルに影響をもたらしているのは確かなようです（例えば、食事中は前

を向いて誰ともしゃべらずに食べることが当たり前に受け止められています）。 

慣れないオンライン生活からの気分転換に「ハリーポッター・シリーズ」を読み返

し、映画も初めて視聴してみました。各巻を読む毎に映画を鑑賞する、ということを

繰り返したのですが、映画版で何が削除されたのか、それがもたらすストーリーへの

変化など、娯楽にすぎない読書・視聴においても興味深い発見がありました。 

さて、2020 年 12 月 12 日に第 49 回中部大会を開催いたしました。遠方からの

参加希望もあり、オンライン開催の可能性を感じた大会でした。さらには質問や意

見を随時チャットで書き込めるため、従来のリアルな大会に劣らぬほど双方向的で

充実したディスカッションが行われることになりました。今後のコロナ禍の行方はわ

かりませんが、研究するテーマを議論し合う場があることはとても大切なことだと改

めて実感しています。次回の大会にはさらに多くの方にご参加いただき、ともに研

鑽し合えることを願っています。 
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2021 年度の中部支部役員 

 

支部長： 平林 美都子（愛知淑徳大学） 
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： 林 久博（中京大学） 

 
幹事：福田 眞人（名古屋外国語大学）      岩田 和男（愛知学院大学） 

松本 三枝子（愛知県立大学名誉教授） 林 正子（岐阜大学） 
工藤 貴正（愛知県立大学）        藤岡 伸子（元名古屋工業大学） 
若松 伸哉（愛知県立大学）        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） 
中村 晴香（愛知淑徳大学）        森 有礼（中京大学） 

   
※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 伊藤豊先生(ytkiytki-jcla@yahoo.co.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。 
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