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Newsletter 25 
日本比較文学会中部支部 2020 年秋号 

  
日本比較文学会第 49 回中部支部大会 

オンライン開催について 
 

 

第 49 回中部支部大は 12 月 12 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 8 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 回中部大会のご案内 

 

日時：2020 年 12 月 12 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）  
 
１３：１０－１４：２０ 研究発表（発表２５分、質疑応答 1０分） 

13:10-13:45 
1.蘇雪林『鳩那羅的眼睛』から見る魔女像 

     発表： 龔月婷（名古屋大学人文学研究科博士後期課程 1 年） 
司会： 星野 幸代（名古屋大学） 

13:45-14:20 
2.都市小説と物語構造  『羊をめぐる冒険』と『ロング・グッドバイ』を中心に 

発表： 井𡈽𡈽 康仁（藤田医科大学非常勤講師） 
司会： 平林 美都子（愛知淑徳大学） 

 
１４：２０ 休憩 （２０分） 
 
１４：４０－１６：１０ シンポジウム「水と文学──漱石、川端、福永」 

司会・パネリスト： 佐々木 英昭（文筆業） 
漱石文学における「水」の役割と「自然」 

パネリスト： メベッド・シェリフ（龍谷大学） 
       『伊豆の踊子』における心の浄化とナルシシズム 

                                   ～母の身体への願望としての温泉～ 
パネリスト： 西岡 亜紀（立命館大学） 

         過ぎ去る記憶～『幼年』と『廃市』をつなぐ水のイメージ～ 
１６：１０   休憩 （１０分） 
１６：２０   シンポジウム 質疑・討論 
 
１６：５５   閉会の辞： 林 正子（岐阜大学）   

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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第 49 回中部大会研究発表要旨 
 

蘇雪林『鳩那羅的眼睛』から見る魔女像 

龔月婷 (名古屋大学人文学研究科 博士課程１年) 

 『鳩那羅的眼睛〔鳩那羅の眼〕』（1935 年。以下は『鳩』と略す。）は五四時期の代

表的女性作家・蘇雪林（1897―1999）がオスカー・ワイルド（1854―1900）の唯美

主義の影響により、唐代『法苑珠林』所録の阿育王の継室・帝失羅叉と皇太子・駒

那羅の物語を土台として創作した戯曲である。この作品は研究者に「東方の『サロ

メ』」と評されている。本稿ではジェンダー学の視点から、ヒロイン・浄容を中心とし、

蘇雪林の魔女の捉え方を考察する。古典との照合をはじめ、浄容とサロメとの比較

を試み、前者の独創的な点を明らかにする。次いで、浄容の愛と欲望、及び本作

品における倒錯した男女間の力関係に目を向け、緻密に分析していく。また、ヒロ

インの魔女という身分を巡り、作品のキーワードである「目」に見られるメタファーを

明らかにし、蘇雪林が描く魔女の真相と美的世界との関係を究明したい。尚、この

時期の中国女性作家の作品にとしては珍しく『鳩』は魔女を語る作品として、唯美

的手法により女性の自我発見の道のりを描いている。そのため、中国近現代戯曲

史や唯美主義文学史に限らず、本作品は中国近現代女性文学の領域においても

っと重要視されるべき存在であり、より明確な位置付けは不可欠であると考える。 

 

都市小説と物語構造   『羊をめぐる冒険』と『ロング・グッドバイ』を中心に 

井𡈽𡈽康仁 (藤田医科大学 非常勤講師)  

村上春樹の『羊をめぐる冒険』（1982）には、いわゆる「物語構造」が見受けられ

ることを数多くの研究者・批評家が指摘している。とりわけ説得力があるのは、大塚

英志の論考で、彼は自著の中で、物語論の成立過程を踏まえつつ、『羊をめぐる

冒険』と「物語構造」との関係を丁寧に解き明かしている。 

実は、『羊をめぐる冒険』と構造との関係を、村上自身もインタビューなどで述べ

ている。加えてそれは、構造も明らかな探偵小説である、レイモンド・チャンドラー

の『ロング・グッドバイ』（1953）を下敷きにしているとも発言している。 

研究者・批評家が指摘し、村上自身も認めているように、『羊をめぐる冒険』は『ロ

ング・グッドバイ』を参照しながら、構造をもとにして書かれた作品であった。物語を

成り立たせるための構造は、後の村上作品でも用いられ、その点を指摘する論考

も多い。しかしながら、なぜ村上はそのような書き方をせねばならないのか、という

問いには、まだ十分な検証がなされていないように感じる。 

そこで本発表では、その問いに対し、「都市小説」としての『羊をめぐる冒険』とい

う観点から迫っていきたい。「都市小説」を（小説としてではなく）「冒険」譚として成

立させるためには、構造が不可欠であり（ちなみに、村上は『ロング・グッドバイ』を

「都市小説」とも読み得る作品であると発言している）、「都市小説」というキーワー

ドを介せば、構造を有した『羊をめぐる冒険』と『ロング・グッドバイ』の二つの作品の

関係を、より一層明らかに出来ると思うからである。 
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 第 49 回中部大会 シンポジウム 

 

シンポジウム  「 水と文学──漱石、川端、福永」 

司会・パネリスト   文筆業 佐々木英昭 

パネリスト        龍谷大学  メベッド シェリフ 

パネリスト        立命館大学 西岡亜紀 

趣旨説明              

 「水」なしに人間が生きられないこと、したがって、人間の営みを描く文学の

世界において「水」が大きな地位を占めてきたことは言うまでもない。つまり物語

をすれば、そこにおのずと「水」は入ってきたのである。だが、近代文学では話

はそう単純ではない。自らの世界の表現のための仕掛けや道具として意識

的・方法的に持ち込まれた、いわば「芸術的な水」も少なくないはずで、

そのような「水」を汲み上げることは、作家それぞれの核心部分を穿つよ

うな研究につながる可能性を含んでいる。 

このシンポジウムでは、そのような意味での「水」への執着を示した三

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・

討論していきたい。またそのことを通して、三人を貫く「流れ」の有無を

も見定めることができればと考えている。（文責・佐々木）             

 

        漱石文学における「水」の役割と「自然」                                                        

                                                      佐々木 英昭 

漱石文学の主要登場人物が水に入ることは少なくない。『吾輩は猫であ

る』の「吾輩」の最期は水死だし、『夢十夜』「第四夜」の爺さんは河の水

に入ったきり出て来ない。『草枕』で「余」の浸かっていた湯船に入ってく

る美貌のヒロイン、那美さんには、やがて水死するオフィーリアのイメー

ジも貼り付けられる。『心』の「先生」と「私」の馴れ初めは海水浴だし、

『明暗』のクライマックスも温泉場に設定されたようである。 

このような 境
エレメ

位
ント

としての「水」の「自然」を代表する役割は、『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

ものと形容されることにも読み取れる。『明暗』で独自の「自然」概念を展

開するのと同時期に木曜会で「則天去私」を説いた際、漱石が筆頭に挙げた

作家はシェイクスピアだったが、漱石の「天≒自然」に、この文豪の”nature”観と

漢語的「自然」観との綜合の跡を探ることができればと考えている。 
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『伊豆の踊子』における心の浄化とナルシシズム 

～母の身体への願望としての温泉～ 

                                                 メベッド シェリフ 

日本の近代文学の代表的作品の一つとして挙げられる川端康成（1899−

1972）の「伊豆の踊子」に注目する。このビルドゥングスロマンともいうべき小説

の中心人物「私」は自分探しの旅に出かけ、旅芸人の一団に出会い、親交を

深める。一方、主人公の心の浄化が旅の目的であるということが明確で、踊子

等との触れ合いによって自己のイメージの変化が描かれていることが一般的な

解釈である。しかし、心の浄化、あるいは自分が価値のある人間という発見の

背景に体を浄化するという行為が作品に何度も表現されている。作品の中で

体を洗う目的の温泉の意味を考察しながら、公衆の温泉と主人公の内面の変

化との関係を明らかにして行く。そのため、当時流行していたフロイトの概念の

一つであるナルシシズムに注目し、人格の形成とナルシシズムとの関わりを解

釈に取り入れ、またさらにジャック・ラカン（1901−1981）のナルシシズム思想の

発展も参考し、川端作品における「雨」「温泉」「入浴」「水」そして「海」というイ

メージの役割を分析する。 

 

過ぎ去る記憶 

～『幼年』と『廃市』をつなぐ水のイメージ～ 

西岡 亜紀 

福永文学と水とのかかわりは長くて深い。『忘却の河』『海市』『死の島』とい

った主要な長編のタイトルはいずれも、水にかかわるものである。また、水のあ

る風景が作品の舞台になることも多い。『風土』『草の花』『形見分け』『廃市』

『告別』などの中編、「湖上」「伝説」、「風雪」「鵜のいる風景」といった短編、さ

らには加田怜太郎名義で書いた推理小説に至るまで、水の舞台は頻出する。

海や河や湖、雪や雨は美しい情景描写を支えつつ、浮く・よどむ・沈む・漂う・

降る・流すといったさまざまな意味によって、小説のプロットも動かしてきた。 
本発表では、福永作品の水のイメージは深いところで作家の記憶の風景と

つながっていて、記憶を追体験したうえでそこを過ぎ去る（≒ことによって流

す）という構造に一役かっているのではないか、という仮説を提示する。テキス

トには、作家の故郷の九州を舞台とする『廃市』（1960）と『幼年』（1967）を中

心に、後期の罪の意識に関わる作品『忘却の河』（1964）を取りあげる。 
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 在外研究 体験記 

 
リーズ再訪 

――英国リーズ大学での在外研究を通して―― 

杉浦 清文（中京大学） 

2019 年 4 月から 2020 年 3 月まで、幸いにも本務校の在外研究制度を通じ

て、英国のリーズ大学英文学研究科にて 1 年間の在外研究を行う機会を頂い

た。受け入れ研究機関として母校を選んだわけだが、今回、リーズへは 11 年ぶ

りの再訪となった。 

11 年前――赤煉瓦の古い校舎の中で、憧れのポストコロニアル文学研究者

たちの授業から文学的想像力を掻き立てている＜私＞がいた。あのときも旧英

領ドミニカ島出身の白人クレオール――（旧）植民地で生まれ育った植民者――

の作家ジーン・リースの作品に夢中になっていた。しかしながら、ポストコロニアル

文学研究に専念していたにもかかわらず、英国／西洋の学問体系をただ鵜呑

みにして快楽を覚えていた＜日本人＞の＜私＞がそこにいたのである。今回の

在外研究中、11 年前のあのときの＜私＞と事あるごとに対話しようとしていた。 

第 45 回中部大会（2018 年 12 月）において、＜私＞はコーディネーターとして

大きなプレッシャーを感じながら、「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＞」と題するシンポジウムを開催した。そのと

き、比較越境的な文学研究の重要性を改めて実感することができたのは幸運だ

ったと思う。＜私＞が渡英したのは、その数か月後であった。英国では、ジーン・

リースと共にトリニダード出身の白人クレオール作家ローレンス・スコットの作品に

も着目し、白人クレオールの文学の射程を広げようと奮闘していたが、その際、

＜私＞はいつも日本人引揚者の文学のことを考えていた。 

越境的な文学的想像力。在外研究中、カリブ海地域の（旧）植民者による文

学（白人クレオールの文学）を東アジアの（旧）植民者による文学（日本人引揚者

の文学）と交差させて読むという実践は、白人クレオール文学の＜日本人＞研

究者としての＜私＞の立ち位置を常に激しく揺さぶった。＜日本人＝（旧）植民

者・支配者＞とされる＜私＞が、白人クレオールの文学を研究する「本当」の意

味とは何か――今回、リーズにおいて、ただの「英国／西洋かぶれ」だった 11 年

前の＜私＞と対話する中で、その意味の重さを思い知らされた。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ メモ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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2020 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 25 号 2020 年 11 月 9 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 

事務局：〒466-0815 愛知県名古屋市昭和区山手通 5 丁目
31−2 アネックス 中京大学国際学部 

    杉浦 清文研究室 
     電話番号：TEL: 052-835-7392 

 E-mail: ksugiura@lets.chukyo-u.ac.jp 


