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Newsletter 23 
日本比較文学会中部支部 2019 年秋号 

  日本比較文学会第 46 回中部大会シンポジウム報告 

工藤 貴正（愛知県立大学）         

2019 年 5 月 11 日（土）、愛知淑徳大学星が丘キャンパスを会場に開催された第 46

回中部大会において、シンポジウム「戦時期における文学――国家と個人の関係か

ら」を、林正子氏（岐阜大学）、若松伸哉氏（愛知県立大学）とともに担当した。 

近代において日本が関わった大きな４つの戦争は、太平洋（大東亜）戦争以外、

日清、日露、日中戦争は戦場がすべて中国である。戦争は体制変革と体制破壊の二

つの作用をあわせ持つが、日本の場合、全面戦争に発展した4番目の戦争において

日本帝国主義が崩壊した。今回のシンポジウムでは、戦場が外地にあり戦争を平和

な場所から客観化できた時期と、生活の場にまで戦争が到来した時期の日本、そし

て、終始生活の場が戦場となっていた中国を例に議論を展開した。 

第一報告の林氏「森鷗外の戦争と文学――戦時に〈詩を要求する〉心の軌跡」で

は、最初に、鷗外の小説作品の「戦争」と「平和」の用例から、戦争の意味を原理

的に問う視点や積極的な反戦を唱えたものは見当たらず、反戦・非戦の平和論は、

終生軍医としてふるまった鷗外には、立場上、望むべくもなかったことを指摘し

た。その上で、クラウゼヴィッツ『戦争論』、サムソン・ヒンメルスチェルナ『黄

禍論梗概』などの鷗外の翻訳・要約の記述を挙げ、西洋における黄禍論の高まりに

無関心な日本人に警鐘を鳴らす鷗外の〈観念としての戦争〉認識を示した。続い

て、『うた日記』（春陽堂、1907.9）の諸編の「詩」において、第二軍軍医部長と

しての日露戦争従軍（1904-1905）を通して、それまでの〈観念としての戦争〉認

識を超え、〈肉体としての戦争〉認識を得ることになったことを論じた。 

鷗外は戦争という現実を表象する近代的なリアリズムから逸脱し、内から突き上

げてくる真率で自由な境地を歌い上げる手段を獲得したのであり、鷗外にとっての

作歌とは、戦争における「詩の要求」として内発的に希求された文学の営為となっ

たであろうこと、鷗外は、反戦論、非戦論、積極的な平和論を展開したわけではな

いが、人間が根源的に希求するものの本質を提示することによって、悲惨無残無常

を説くとともに、文学の持つ力を示し得たといえるだろう、という論を展開した。 

第二報告の若松氏「太宰治テクストにおける国家への応答――『惜別』の地方性

から」では、情報局と日本文学報国会からの委嘱を受けて執筆され、太平洋戦争終

戦直後の1945年9月の出版された太宰治の長篇小説『惜別』に刻み込まれている 
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〈地方〉という問題に焦点を当てた議論がなされた。本作品が描く魯迅は仙台での

留学時代に限定されており、小説の体裁もまた「日本の東北地方の某村に開業してゐる

一老医師の手記」となっている。『惜別』の語り手「一老医師」＝「田中卓」は東北地

方の小さな城下町出身であり、小説の舞台となっている仙台においても田舎出身の劣等

感をたびたび語っており、学友と親しく交わることもない。そのなかで敬愛をもって交

流を持つのが留学生の「周さん」であり、藤野先生である。語り手はそれを田舎訛りの

自分と関西訛りの藤野先生を含めて「日本語不自由組」と表現しているが、福井出身の

藤野先生が関西訛りという記述は、太宰が参照したと思われる資料にもなく、『惜別』

において付与した創作的な特徴だと思われる。作品冒頭にも語り手を訪ねてきた記者が

「地方文化への一つの刺戟」とも発言しており、『惜別』のなかには〈地方〉という問

題が明らかに刻まれている。 

『惜別』の語り手「田中卓」は「支那人」とも揶揄される。一方で「周さん」も日本

に留学している同郷人たちへの大きな失望も印象的に語っている。当時日本の原点とし

て語られていた〈地方〉を舞台としながら、『惜別』が描くのは、地方そして国家の枠

組から外れていく語り手と「周さん」の孤独なあり方であり、そしてその個的な交流で

ある。こうした作品のあり方を確認したとき、戦時下日本のなかで政治的に再編成され

ていく地方という問題と交差する『惜別』の批評的ポジションが浮かび上がってくる、

という発表である。 

第三報告の工藤「戦時期に構想された戦後の文学のかたち――毛沢東『文芸講話』に

おける魯迅の役割」では、毛沢東が共感していた魯迅の「国民性改造」論を中国知識人

の「思想改造」のモデルとして実践するためにどのような方法を採ったかについて論及

した。第 1 回全ソ連作家大会での「ジダーノフの演説」（1934.8.17）で規定した「社会

主義リアリズム」理論の導入により、「エンジニア」（工程師）としての作家は「人の魂」

と「社会」を改造することでスターリン体制を支える役割を果たしたように、毛沢東は

中国の文化伝統に適合する「社会主義リアリズム」論を浸透させるために、「民族魂」

とされた魯迅の自己犠牲の精神に見習うという中国独自の「民族化」形式により、作家

である知識人自身が自己改造して中国共産主義体制を支えることを希望した。 

 そこで、胡風は馮雪峰は毛主席が魯迅に対して高い評価を与えていたと明かしてい

たことを紹介し、「トロツキー派へ答える手紙」において、魯迅が中国トロツキー派を

批判し、スターリン、毛沢東を支持していると表明したことが魯迅神格化の始まりで

あった。次に、胡風が「毛沢東論魯迅」において、「私たちは、…魯迅精神を学び、…

中華民族の解放と闘争に使おうではないか」としたのが、第二段階の魯迅神格化であ

った。毛澤東「新民主主義論」では、魯迅を、「偉大な文学者・思想家・革命家」であ

り、「魯迅の方向こそ中華民族の新文化の方向である」と規定したのが、第三段階の魯

迅神格化であった。このように、魯迅と彼の言動を上手くテクストに盛り込んだ『文

芸講話』を「思想改造」の実践として機能させていることを発表した。 
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日本比較文学会 中部・関西支部合同大会 

（第 47 回中部大会） 
 

日時：2019 年 12 月 7 日（土） 

場所：愛知淑徳大学星が丘キャンパス 1 号館 3B/3C/3D 

住所：〒464-8671 名古屋市千種区桜が丘 23 

地下鉄 東山線「星ヶ丘」駅下車 3 番出口 左折 

愛知淑徳大学星が丘キャンパスマップ 

https://www.aasa.ac.jp/guidance/campus_guide/hoshigaoka.html 

 

  １１：３０－１２：４０ 中部支部幹事会（愛知淑徳大学星が丘キャンパス 1 号棟 13A） 

 関西支部幹事会（愛知淑徳大学星が丘キャンパス 1 号棟 13E） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 大会進行：若松 伸哉（愛知県立大学） 

１３：００  開会の辞： 平林 美都子（愛知淑徳大学） 1３C 

１３：１０－１５：１５ 研究発表（発表２０分、質疑応答 1０分） 

第 2 発表後 5 分休憩 第 3 発表１４：１５より 

第一室（1３B） 

1.「ジェンダーを翻訳する―――明治翻訳家政書の「家族」「家庭」をめぐる言説とそ

の変容」 

  発表： 山田 千聡（愛知淑徳大学） 

  司会： 松本 三枝子（愛知県立大学名誉教授） 

2.「小説における花の役割―――「愛妻の死」の比較文学」 

  発表： 豊田 里絵 （愛知県立大学・院生） 

  司会： 荘中 孝之（京都外国語短期大学） 

3.「『豊饒の海』「春の雪」における根底を流れる意味ネットワークの破壊」                                              

  発表： 寺浦 麻由（大阪大学・院生） 

  司会： 荘中 孝之（京都外国語短期大学） 

第二室（1３C）  

1.「越境するノスタルジア―――青木正児『江南春』をめぐって」 

  発表： 郭 立欣（名古屋大学・院生） 

  司会： 星野 幸代（名古屋大学） 

 

 

https://www.aasa.ac.jp/guidance/campus_guide/hoshigaoka.html
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2.「戦後日本における『聊齋志異』 の受容と変容                                            

   発表： 陳 潮涯（大阪大学招聘研究員） 

   司会：  中 直一（大阪大学） 

3.「日本人作家が描いた三・一独立運動―――中西伊之助「不逞鮮人」を 

   中心に」 

   発表： 原 佑介（立命館大学） 

   司会： 中 直一（大阪大学） 

第三室（1３D）  

1.「70 年代少女マンガにおけるギムナジウム文化の受容」 

   発表： 尾関 未紗（金城学院大学・院生） 

   司会： 小松 史生子（金城学院大学） 

2.「戸坂潤における翻訳と世界文学論」 

   発表： 中井 祐希（立命館大学・院生） 

   司会： 佐々木 英昭（龍谷大学） 

3.「『東は東、西は西』―――E. P. Hughes と安井てつの間の‘gulf’」                                             

   発表： 小橋 玲治（東京成徳大学） 

   司会： 佐々木 英昭（龍谷大学） 

4.「日本文化における「今」と「ここ」―――詩的、文学的な伝統に根ざした 

   現象学的思想」                                                

   発表： ジュリー・ブロック（京都工芸繊維大学） 

   司会： 佐々木 英昭（龍谷大学） 

１５：２０－１７：４０ シンポジウム （1３C） 

「クィアネスと LGBT」 

      司会・パネリスト：愛知学院大学   岩田 和男 

      パネリスト：愛知県立大学      梶原 克教 

      パネリスト：立命館大学       三須 祐介 

      ディスカッサント：立命館大学・院生 宮田 絵里                                

１７：４０  閉会の辞： 中川 成美（立命館大学）   

１７：５０  終了 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１８：１０－２０：００  懇親会   司会： 林 正子（岐阜大学） 

    （星ヶ丘「窯バル&CUORE」名古屋市千種区星が丘山手９１１サンホシガオカ４Ｆ） 

【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。】 
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中部・関西支部合同大会(第 47 回中部大会)シンポジウム 

 

「クィアネスと LGBT」 

 

司会・講師 愛知学院大学 岩田 和男（英米文学、比較文学・文化） 

講師   愛知県立大学 梶原 克教（英語圏文化、ポストコロニアリズム） 

講師   立命館大学  三須 祐介（近現代中国演劇、台湾 LGBT 文学） 

 

 

趣旨説明              

 最近、LGBT という言葉を聞かないことがない。LGBTQ とか、LGBTQIA という表現も

決して珍しいものではなくなった。まさに、性の多様性を指す言葉としてポピュラリテ

ィを得たわけで、同性愛問題、あるいは性自認との葛藤を抱えていたであろう多くの

人々にとって、この用語が含意する「明るさ」、希望は何よりも寿ぐべき事象である。 

 しかし、90 年代にクィア批評について考えたことのある司会者は、実は、なかなかに

複雑な気持ちでこの流行語に接している。LGBTQ の Q に「クィア」の含意がないとは

到底考えられないからである。究極の個人主義を標榜した感の強い「クィアネス」を掲

げて一世を風靡したクィア批評が、言葉を変えることで、たとえば、LGBT 被雇用者を

も含めた会社組織のあり方というかたちで問題提起され、LGBT 集団が「個人、組織、

共同体、社会に利する人間資源開発を提供することになる」と言われたりすると、少な

からず隔世の感を抱かないわけにはいかないのだ。 

 このシンポジウムでは、いわゆる「クィアネス」が用語 LGBT の持つ「明るさ、軽さ」

とは好対照であることに焦点を置いて、①アメリカ文化表象・政治的状況の現在（岩田）、

②トリニダード・トバゴのポピュラー文化におけるクィアネスのありよう（梶原氏）、③

「台湾におけるセクシュアル・マイノリティ文学」であるところの「同志文学」とクィ

ア（酷児）をめぐる現象の比較から見えてくる問題点（三須氏）を突き合わせることで、

アメリカのポップ文化、ポストコロニアル批評、台湾の LGBT 文学に何か新しい変化が

起きているのかいないのかを報告する。そして、「流行すること」とは、状況に対して何

らかの本質的転機を促す普遍性を有するのか、それとも、司会者が考えている流行に係

る「現在的状況」とはあくまでも地域的現象に過ぎないのかを、聴衆の方々とともに考

察する場としたい。 
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「エルサがクィア表象かどうかを問うと」  

                                                       岩田 和男 

 『アナと雪の女王』（Chris Buck and Jennifer Lee, Frozen, 2013）は様々な愛の形に対

する寛容を説き、LGBT 理解の普及に功績があったという説がある。確かに、2008 年頃

から本格化する合衆国の同性婚合法化への道に歩を合わせるように生まれたこの映画

は、2015 年に最高裁が合法化を認める判断を示したことで全米のどの州においても同性

婚が合法となる道程を反映しているし、それはある意味で、米ポップ文化における LGBT

理解世俗化への里程標を示していると言ってもよい。しかも、世界的全ヒットであった

だけに、一気にノーマライゼーションが加速する可能性だってあった。事実、この映画

の大ヒット、そして合衆国での同性婚合法化以後、会社での労働現場におけるノーマラ

イゼーションの動きは確かに加速した。 

 しかし、それと同時に、大変な反発を生んだのも事実で、その一つの反動的現象とし

てトランプ大統領の誕生、世界的な保護主義的傾向の強まりを挙げることすらできると

筆者は考えている。実は、この動きというのは、クィア・スタディーズが本格化した 90

年代に既に問題視されていたことと関連していることに最近気がついた。そのことにつ

いて報告したい。具体的な手法は、①アナ雪による LGBT 世俗化がいかに危険を孕んだ

ものであるかをまずは分析する。②その結果から解釈できる事柄を、セジウィック（Eve 

Kosofsky Sedgwick）が示していたクィアネス研究に関する危惧と重ねてみる。そうする

と、思わぬ根源的問題が表出するのである。言うまでもなく、それはカミングアウトに

関わる事柄である。 

 

 

「カリブのポピュラー・カルチャーにおけるクィアネス」 

        梶原 克教 

ホミ・バーバが指摘する植民地主体による「擬態」の戦略が、ジュディス・バトラー

が強調するジェンダー・パロディによる「起源なき模倣」と類似してしまうのは、それ

ぞれが植民地主義的権力と異性愛主義的権力への「撹乱」であることを考慮すれば、驚

くまでもない論理的帰結である。いっぽうで、それはダイアナ・ファスがいうような慣

習的な権力関係を強化する結果を生むにすぎないのか、それとも、帝国主義的/国家主義

的権威のほころびを指し示すのか？本報告では、トリニダード・トバゴの文化をケース・

スタディとして、その点を考察する。 

 トリニダードのカーニバルは、リオやヴェネチアと並ぶ世界三大カーニバルのひとつ

とされているが、パノラマと共にその支柱を形成するカリプソとマス(masquerade 仮装)

は、宗主国的なハイ・アートとは異なり、大衆的なジェンダーとセクシュアリティの交

渉の磁場となってきたがゆえに、生きられた経験と文化実践の重要なレンズの機能を果

たしてきた。バトラーは「ジェンダーとはするものだ(doing)」という表現を議論の中心 
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に据えてきた。ならば文字文化に拘泥せずに、身体的イメージの絶え間ない反復と累

積に関わるポピュラー・カルチャー(トリニダードのカーニバル・アート)を考察する

ことこそが、その真意の追究にふさわしいものとなるだろう。 

 

 

「台湾におけるクィア（酷児）と『同志文学』」 

                                三須 祐介 

 台湾におけるセクシュアル・マイノリティ文学、すなわち「同志文学」は、1990 年

代に文学賞の受賞等を契機に注目を集めるようになった。元来「政治的志を同じくす

る」という含意で、中国近代の政治的な現場で流通してきた用語「同志」は、1990 年

前後以降から同性愛者ひいてはセクシュアル・マイノリティ全般を指し示す新たな

意味を付与され、いわば二重の意味をもった言葉として流通するようになった。 

 一方で、この 90 年代に活躍した作家、文学研究者である紀大偉は、「クィア」概念

に訳語「酷児」をあてて広く定着させた人物である。「酷」は「酷い」「残酷」である

という本来の意味に加えて、近年では「クール」という肯定的な含意の形容詞として

使われることもあり、ある種の破壊性を有しながらもポップな響きすら感じさせる

ことに成功している。紀はこのとき、「同志」という語が漂わせる「良き隣人として

のセクシュアル・マイノリティ」を批判していた。規制の価値観を揺るがすというこ

とが「クィアネス」の本来の方向性であったとすれば、90 年代の台湾というリアル

な時空間は、「酷児」が活躍するにはうってつけの現場だったからである。 

 ところで紀は最新の研究成果である『同志文学史：台湾的発明』（2017）において

は、もはや「酷児」ではなく、むしろ「同志」の重要性を支持している。この問題は、

90 年代以降の台湾社会の推移と関連付けて考えることが可能ではないだろうか。た

とえばいまや「同志文学」ひいては台湾文学を代表する作家である白先勇の代表作

『孽子（罪の子）』（1983）のメディアを越えた改編は、台湾社会がセクシュアル・マ

イノリティにどのように向き合ってきたか、の一つの参照例として考えられる。本報

告では、上述したような「同志」と「酷児」の関係性、台湾における「同志文学」の

カノン化の問題について検討してみたい。 
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中部・関西支部合同大会研究発表要旨 
 

第一室（13B） 

１．「ジェンダーを翻訳する―――明治期翻訳家政書の「家族」「家庭」をめ

ぐる言説とその変容」 

               山田 千聡（愛知淑徳大学） 

文部省は翻訳により西洋文化を受容し、社会に浸透させる大規模な翻訳事

業を展開した。その成果として明治前半に出版された種々の翻訳テクスト

は、近代日本の時代精神や文化規範の礎となる翻訳語や概念を多数生成し

た。本発表では、「家族」「家庭」「主婦」等の語彙が使用された『百科全書 

家事倹約訓』『家事要法』等に代表される翻訳家政書を考察する。文化翻訳

の過程で登場した「家族」や「家庭」の言説に着目し、翻訳学の視座を取り

入れながら、訳者たちの西洋思想受容過程における葛藤を読み解く。続いて、

家庭やジェンダーにまつわる概念の定着に寄与した婦人雑誌･啓蒙書と翻訳

書の比較分析を試み、ジェンダー規範の変容を追う。従来、個々の学問分野

で取り上げられることが多かった「家族」「家庭」の誕生という事象を、日本

社会の近代化という広い文脈から捉え直したい。 

 

 

２．「小説における花の役割―――「愛妻の死」の比較文学」 

        豊田 里絵（愛知県立大学大学院国際文化研究科前期課程） 

単なる季節や美の象徴とは異なる文化や思想の表象としての「花」に着目

し、小説内で描写される際の人間の身体・思想に及ぼす効果や影響を検証す

る。研究対象として「妻の病死と花」という共通したテーマと類似するプロ

ットを持つ日米の二作品を比較し、差異と同一性を分析する。愛妻の死に遭

遇した作者本人の実体験を交えて描いた小説として、日本文学の作品は横光

利一の「花園の思想」、アメリカ文学からはエドガー・アラン・ポオの「エレ

オノーラ」を取り上げる。一本から数本を総称する「花」の姿だけでなく、

切り花として集めた「花束」、および花が複数本植わっている広い面積でも

って眺める「花園」と、花のさまざまな形態と、さらにそれらがどう空間を

占め、どのように人間の体と心に影響するか。夫が愛する妻の死や死後にそ

れを花とどう関連づけて描こうとしたのか。妻の死と花の機能という通底す

るテーマから横光とポオの小説世界を読み解く。 
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３．「『豊饒の海』「春の雪」における根底を流れる意味ネットワークの破壊」 

  寺浦 麻由（大阪大学大学院言語文化研究科後期課程） 

本発表では三島由紀夫『豊饒の海』「春の雪」のマイケル・ギャラガーによ

る英語翻訳 Spring Snow を翻訳理論の観点から考察する。この英訳には批判

が多少ない。 

「春の雪」の英訳翻訳について筆者は特に主人公松枝清顕の心象風景に

「藻」をモチーフとした万葉集などの古典作品からの引喩を中心としたネッ

ト(Keen1972, Larry2015, and Ryan1974)が具体的にテクストの分析を行った

研究はワークが張り巡らされていることに注目したい。原文では 15 歳の御

立待の祝い、お裾持ちの経験などに「藻」の表象が散見される。翻訳作品に

おける体系的な歪曲傾向(deforming tendency)を提唱したアントニー・ベルマ

ンの “The destruction of underlying networks of signification” (根底を流

れる意味ネットワークの破壊)(Berman,1985)を援用し訳文で意味ネットワー

クがどのように変化したかを考察する。 

 
 
 
第二室（13C） 

１．「越境するノスタルジア―――青木正児『江南春』をめぐって」 

            郭 立欣（名古屋大学人文学研究科博士後期課程） 

近代日本の中国学研究者である青木正児は、魯迅や新文化運動を最初に日

本に紹介したことで知られ、中国文学評論や戯曲研究の新たな領域を切り開

いた。一方、青木は文献研究に留まることなく、大正期において二度中国を

訪れ、観察する機会を持った。江南の旅を思い立った青木は、1922 年の春に

初めての中国遊学に出かけ、中国文雅の源流とされる江南の地を訪れた体験

を雑誌『支那学』に寄稿し、その集成作として 1941 年 11 月に紀行文『江南

春』が出版されている。 

『江南春』は青木自身の見聞に始まり、風俗と名物、文学と芸術、儒教と道

教に及ぶ中国文化論が展開されている。本発表では、江南の春を尋ねた青木

の旧き良き中国に対するノスタルジックなまなざしとその都市体験の特徴

について考察し、青木における「江南」の位相を探求する。また、ほぼ同時

期に中国を周遊した芥川龍之介の旅行記『江南游記』との比較を通して、そ

の認識の違いを明らかにしたい。 
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２．「戦後日本における『聊斎志異』の受容と変容」 

                   陳 潮涯（大阪大学招聘研究員） 

『聊斎志異』（清・蒲松齢）は江戸時代後期に日本に伝わって以来、漢文

小説だけではなく近代文学者にも影響を与えた中国古典文学の代表作品で

ある。しかし昭和前期までの『聊斎志異』の受容状況を整理した藤田佑賢の

研究以外、『聊斎志異』の受容史、特に戦後の部分が更新されないまま停滞

している。 

 実際、一見『聊斎志異』の翻訳・翻案ではなないが、「聊斎話」のパター

ンないしその変形はインテリから大衆文化まで幅広い領域で繰り返されて

いる。本発表は、戦後日本文学における『聊斎志異』の翻案・翻訳と、戦後

大衆文化における『聊斎志異』のアダプテーションという二つの部分を含ん

でおり、「聊斎話」の応用も視野に入れて戦後『聊斎志異』の受容について

考察を行う。これによって、戦後から現在にかけての日本における『聊斎志

異』の影響力を再発見しようと思う。 

 
 

３．「日本人作家が描いた三・一独立運動―――中西伊之助「不逞鮮人」を

中心に」 

    原 佑介（立命館大学） 

今年は、植民地朝鮮で三・一独立運動が勃発してから百年目の年だが、本

発表では、近現代日本文学においてこの歴史的事件がどのように描かれたの

かを、中西伊之助の中編小説「不逞鮮人」（1922）を中心に論じる。 

この小説は、三・一運動を日本人が同時代的にあつかった希少な作品である

のみならず、時期的にみてもきわめて重要な意義をもつ。というのも、発表

のわずか一年後に、関東大震災（1923）にともなう朝鮮人無差別虐殺事件が

起きているからである。中西の「不逞鮮人」は、植民地宗主国の臣民たちが

共有していた「不逞朝鮮人」幻想が暴発した結果だといえるこの惨劇をあた

かも予言するかのような不気味な迫真性に満ちている。 

本発表では、小説「不逞鮮人」の現代性を考察するほか、ポストコロニアル

日本文学史において三・一運動をテーマにした例外的な作品であるという意

味で、中西の後継者とみることもできる小林勝の代表作「万歳・明治五十二

年」（1969）などとの比較分析をおこなう。 
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第三室 （13D） 

１．「70 年代少女マンガにおけるギムナジウム文化の受容」  

           尾関 未紗（金城学院大学国文学専攻博士後期課程） 

 従来、日本近代文学の領域では、森鷗外ら男性作家による男子寮文化への言

及は数多いが、女性作家によって語られる男子寮描写はほとんど見出せない。

ここには、表現対象におけるジェンダー・テリトリーの問題が存在しているこ

とは明白である。  

しかしそれらは、文学がマンガという表現形式に追いつかれ、そして或る点で

追い越された 1970 年代に、自ずから消滅していった気配がある。70 年代の少

女マンガの画期性は、近代文学の描いた世界観をマンガという別種のメディア

に移し替え、男子寮文化を女性作家のまなざしによって捉え直した点にある。

主に女子寮文化に集中していた吉屋信子系統の女性作家の目が、男子寮文化に

向けられ始めたのが 70 年代と言えるかもしれない。  

本発表では、男子寮文化が少女マンガの中で表象的に捉え直されていく状況

を、ヘッセ『車輪の下』『デミアン』やケストナー『飛ぶ教室』、映画『寄宿舎

～悲しみの天使～』『if もしも…』といった、ヨーロッパのギムナジウム（中

等教育機関）を舞台にするテクストの受容史とも絡めて考察する。 

 

 

２．戸坂潤における翻訳と世界文学論 

                        中井 祐希（立命館大学） 

ファシズム化していく 1930 年代の時局下において、唯物論の立場から精力的

に批評活動を展開していった哲学者戸坂潤（1900-1945）の言説を概観して

みると、数はそう多くはないものの〝翻訳〟や〝世界文学〟といった用語が

独特な使われ方をしていることに気づかされる。本発表では、戸坂における

〝翻訳〟と〝世界文学〟といった用語が、日本精神・日本的なもの・国民文

学論争など、日本回帰に向かいつつあった時代状況の中で、どのような意味

を有していたのかについて考察を行っていく。具体的には、同時期の翻訳や

世界文学といった考え方（例えば、野上豊一郎『翻訳論』）との比較検討のほ

か、近年の翻訳・世界文学論にまつわる知見を適宜参照しつつ、戸坂を描こ

うとした〝翻訳〟と〝世界文学論〟の現在的な意義について考えていきた

い。 
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３．「東は東、西は西」―――E. P. Hughes と安井てつの間の'gulf' 

                       小橋 玲治（東京成徳大学） 

元ケンブリッジ・トレーニング・カレッジ校長の Elizabeth Phillips Hughes

は、日本での一年以上にわたる教育視察を終え、ウェールズへと帰国した。そ

の年（1903 年）の 10 月、居住地のバリーにて、Hughes は女性のための啓蒙団

体 20th Century Club を立ち上げた。その創立総会で Hughes は“The Women 

of Japan”と銘打った講演を行い、自身の日本での経験を聴衆に伝えた。そこ

で Hughes が引用したのが、“Oh, East is East, and West is West,”で始まる

Kipling の有名な詩、「東と西のバラード」であった。Hughes ははたしてどのよ

うな意図でこの詩を引用したのだろうか。この事実は現地新聞の記事に記載さ

れているのみで詳細はほとんど分からない。 

発表者はこれまで Hughes のケンブリッジでの教え子で、その後新渡戸稲造の

後を継いでお茶の水女子大学の第二代学長に就いた安井てつを中心に、20 世紀

初頭における日英の教育者同士の交流について調査を行ってきた。現地調査も

含めたこれまでの研究を踏まえた上で、この詩の引用に込められた Hughes の

思いを考察してみたい。 

 

 

４．「日本文化における「今」と「ここ」―――詩的、文学的な伝統に根差した

現象学的思想」 

ジュリー・ブロック（京都工芸繊維大学） 

日本文化における「今」と「ここ」−−詩的、文学的な伝統に根差した現象学

的思想本発表では、加藤周一の『日本文化における時間と空間』に展開された

思想の主要な概念について、「今」と「ここ」を中心に検討する。第一部では、

加藤周一の文体の分析を通し、著者の思想と著者が書き表した表現の仕方の関

係性について考察し、思想と文体の一致性を確認する。第二部では、「時間と空

間」や「今」を扱う安部公房の初期詩篇を取り上げ、加藤周一の思想を補強す

るものとして考察するだけでなく、この詩篇の中で「今」と「ここ」という概

念がいかに具体化されているのかを見る。結論部では、加藤周一と安部公房の

両者に見られるように、日本の伝統に根差した言葉やイメージ、修辞法などを

通じて、現象学的思想が表現されていることを明らかにする。 
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2019 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： 林 久博（中京大学） 

 
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） 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） 

   
※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。 
 

日本比較文学会中部支部ニューズレター第 23 号 2019 年 10 月 21 日発行 

 発行人 平林 美都子 

 編集担当 メベッド・シェリフ 

 発行 日本比較文学会 中部支部 

新事務局：〒464-8671 名古屋市千種区桜が丘 23  

     愛知淑徳大学外国語教育部門（合同研究室２） 

      中村 晴香 

     電話番号：(052)781-1151（内線  633） 

     E-mail: nharuka@asu.aasa.ac.jp

支部長便り 

         

                     平林 美都子（愛知淑徳大学） 

   

中部支部では、前回（46 回大会）と前々回（45 回大会）の二回のシンポジウ

ムで「戦争」のテーマが取り上げられました。戦時期および戦後における国民

国家のイデオロギーと個人の意識の乖離、そしてそこから生じる葛藤は、多く

の文学作品の主要テーマとして、あるいは基調低音として、または語られない

ものとして繰り返し扱われています。日本の「8 月」は私たちが戦争へ特別な

思いを馳せる季節ですが、戦争の記憶を年に一度の公的記念行事として済ます

だけでなく、こうした文学作品を読み解き続けることによって記憶を繋ぐこと

が比較文学研究者の使命といえるのかもしれません。 

 さて今回の第 47 回中部大会は、関西支部と中部支部との初の合同大会とな

りました。関西支部は中部支部に比べ 4 倍もの数の会員を抱える大きな支部で

す。しかし数の差はどうであれ、こうしたジョイント大会は、双方にとり研究

面での人的交流の場として刺激的なものになることでしょう。研究発表は中部

からは 3 名、関西からは 7 名の参加があります。「LGBT とクイアネス」と題す

る合同シンポジウムでは、20 世紀末から 21 世紀にかけて顕在化してきた性志

向、性自認の問題が扱われる予定です。新しい概念/カテゴリーが一般に流布す

ると、パラダイムシフトにより新たな問題も生まれてくるはずです。今回の研

究発表やシンポジウム発表者にとってもそれを聴く人たちにとっても、それぞ

れの分野でパラダイムシフトが起こり、新たな研究対象、方法、問題意識を見

出す機会になることを祈っています。 

 

 

 

 

mailto:hikaku-chubu@googlegroups.com
mailto:nharuka@asu.aasa.ac.jp
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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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新事務局：〒464-8671 名古屋市千種区桜が丘 23  

     愛知淑徳大学外国語教育部門（合同研究室２） 

      中村 晴香 

     電話番号：(052)781-1151（代表） 

     E-mail: nharuka@asu.aasa.ac.jp
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