
１ 

Newsletter 17 
日本比較文学会中部支部 2016 年秋号 

  

巻頭言 

日本比較文学会第 40 回中部大会シンポジウム報告 

星野幸代（名古屋大学） 

2016 年 5 月 14 日、先回のシンポジウムは、「戦時期日本における半植

民地・植民地の音楽・舞踊表象」と題して企画した。報告者たちは、五年

前から他三名のメンバーと６人体制でこれに関する共同研究を行ってき

た。すなわち、日中戦争期に演劇、音楽、映画、舞踊が、共産党勢力区・

国民党勢力区・日本軍占領地で如何にプロパガンダとして機能したか、こ

れを実証的に解明する研究である。本シンポジウムでは、日中戦争期に日

本・半植民地・植民地において如何なる流行歌曲、レビュウ、モダンダン

スが発信され、受容されたかを史料で再現しつつ、文人たちがそれらを如

何に著したか、それぞれの立場と目的を背景に考察した。 

 まず、20世紀前半中国における流行歌史を研究対象としている西村正男氏

は、報告「日本人によって記され歌われた中国流行歌」により、中国の流行

歌「毛毛雨」(1927)、映画『漁光曲』の主題歌(1934)、「何日君再来」(1937)

等の日本における流行やカバーを紹介しつつ、戦況による流行状況の変化に

ついて考察した。1930年代中国では左翼知識人が映画や流行歌制作に腕を振

るったため、労働者や兵士等を歌う歌曲が発信され、日本でもその主義に則

って流行した。その後盧溝橋事変、太平洋戦争勃発により日本に占領された

上海では政治的に無色の流行歌が流行るようになり、日本では歌詞を脱政治 
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化したカバーが歌われるといった変化が見られた。 

 次に音楽学を専門とする葛西周氏は「レビュウのなかの「外地」―日中戦争期

の宝塚歌劇を中心に」と題し、戦時期に宝塚歌劇で演じられた軍国主義的な「国

策物」のうち、「外地」を題材とした「満洲より北支へ」（1938）などのレビュウ

について、日本での上演史や慰問舞踊の記録を踏まえた上で、そこに現れた「外

地」表象を考察した。「外地」作品は必ずしもエキゾチックなステレオタイプに陥

っておらず、中国の流行歌を取り入れ、中国映画とタイアップするなど、同時代

中国の文化を対等に取り入れた一面があったのである。 

星野は中国比較現代舞踊史を研究している立場から「日本・中国・台湾人作家

の表象した舞踊家・崔承喜」と題して、崔承喜に関する日本、台湾、大陸中国の

散文、エッセイ等に表象された／されなかったものを検討した。目下の結論とし

ては、崔承喜に対して日本文人たちは、五族協和の朝鮮民族として帝国日本を代

表し、国際的発信力を持つ文化媒体としてとらえていた。いっぽう台湾・中国の

文人は、民族文化を高揚する崔承喜に憧憬の念を抱きつつ、日本帝国文化を高揚

する面は否定するという両義的な語り方をするか、もしくは黙殺することでその

姿勢を示したといえる。フロアより、西村氏には、流行歌は映画上映だけでなく

ラジオを通じて映画の鑑賞者以外にも普及したのではないか、という質問があっ

た。西村氏からは、同時代ラジオ文化については同氏も関わった共同研究があ

り、ラジオと流行音楽についても近年研究があることが紹介された。葛西氏に

は、国策レビュウを日本人観衆はいかに受容していたのかという質問が上がっ

た。葛西氏からは、雑誌『歌劇』へのファンの寄稿を見る限りでは“軍国もの”

への批評は厳しいという回答がなされた。星野へは、崔承喜の当時の新聞・雑誌

における発言を用いると、当時のメディアの思惑に載せられてしまうのではない

かという懸念が発せられた。星野の回答としては、当時非公式に崔承喜が発言し

た資料があり、それと上述の報道記事とを照合することで彼女の意思を推論する

ことが出来ると考える。シンポジウムと議論を通じて、身体文化・大衆文化は、

しばしば製作者の意図したプロパガンダを離れて受容され、時として華やかに栄

え、必ずしも植民側＞被植民側の図式に当てはまらないことが見えてきた。 
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  日本比較文学会 第 41 回中部大会のご案内 

 

日時：２０１6 年 12 月 3 日（土） 

場所：名古屋大学文系総合館カンファレンスホール 

〒４６４-８６０１ 名古屋市千種区不老町 地下鉄名城線「名古屋大学」駅下車 

名古屋大学ＨＰ 東山キャンパスマップ Ｂ４④の建物です。 

http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/index.html/ 

 

１１：３０－１２：５０ 幹事会（文系総合館７階オープンホール） 
       ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
  
 大会進行： 名古屋工業大学 藤岡 伸子  
１３：００  開会の辞： 愛知県立大学 松本 三枝子 
 
１３：１０－１４：４０  研究発表（発表 30 分、質疑応答 10 分） 
 

  1. 神秘家ラフカディオ・ハーンを巡って   

      発表： 名古屋工業大学 大貫 徹 
司会： 岐阜大学    林 正子 

  2. 日本の新聞に見た清末民初期に渡日した中国人女子留学生の 

身体表象――朝日新聞と読売新聞を中心に 

発表： 名古屋大学（院） 薛 梅  
司会： 名古屋大学    星野 幸代 

（休憩 10 分） 
 
１５：００－１７：２０  シンポジウム 

司会： 平林 美都子（愛知淑徳大学） 

 パネリスト：杉浦 清文（中京大学） 

姜 信和（名古屋大学学術研究員） 

戸田 由紀子（椙山女学園大学） 

１７：２０        閉会の辞： 京都女子大学 武田美保子 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
１７：３０  総会      司会：名古屋大学 星野 幸代 
１８：００  懇親会     司会：金城学院大学 小松 史生子  

 
 （グランピアット山手通店：名古屋市昭和区 1-24 052-834-8973） 

【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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  第 41 回中部大会 シンポジウム 

「戦争（争い）における記憶と忘却のナラティヴ――和解に向けて」 

                  司会：平林 美都子（愛知淑徳大学） 

 1990 年代以降、世界中でさまざまな理由から「記憶」への関心が高まってきた。

集団移民や難民がかつて所属していた社会を懐古する共同体記憶から、戦争という

大惨事の生存者の証言、回想録からコンピュータの記憶装置に至るまで、現代文化

は「記憶の問題に取り憑かれている」（Andreas Huyssen, Twilight Memories 3-9）

といっても過言ではないだろう。記憶の問題は「正史」とそれ以外のもの、あるい

は共同体と個人の対立だけではない。戦争（争い）に焦点を当てた場合、死者の記

憶は誰がどのような代理行為によって語ることができるのかという問題も存在す

る。死者の記憶を引き継ぐことはできるのだろうか。共同体の戦争や争いの加害者

と被害者の体験は、誰によってどのように記憶されるのか。あるいは歪曲され忘却

されるのだろうか。本シンポジウムでは、記憶と忘却の作用によって戦争・争いが

いかに語られるのか、過去の争いに関する記憶や忘却は争いをもたらした両者の関

係性にどのような影響を与えるのか、さらには記憶と忘却が真の和解に繋がる可能

性があるのかについても考えてみたい。 

 

「引揚者と（旧）植民地の記憶 ―森崎和江の詩と「いのち」について― 

                               杉浦 清文（中京大学） 

日本には、敗戦後、植民地から本国へ引揚げてきた 650 万人もの人々の歴史があ

る。しかし、戦後、敗北というトラウマは日本人に「被害者意識」や「犠牲者意識」

を植え付け、植民者（支配者＝加害者）の立場を想起させうる引揚者の声はタブー

視されることが多かった。引揚者である森崎和江は、戦後のこうした日本の風潮に

戸惑いつつ、しかし、それに抗いながら自らの思想を深化させてきた作家である。

昨今、森崎に関する研究が増えつつあり、彼女の思想を再評価しようとする気運が

高まっている。けれども、詩人としての森崎の研究はこれまであまり行われていな

い。本発表では、植民者としての原罪意識に苛まれながらも、（旧）植民地の記憶と

ひたすら向き合いながら創作された森崎の詩を検証していく。その際、とくに後年 
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 の彼女の詩集『ささ苗ひとつ』（2004）を中心に読む中で、大日本帝国の植民地の

記憶を反復強迫的に回帰させると共に、彼女の意味する「いのち」の思想を探究し

ていきたい。 

玄基榮の語りの可能性と不可能性―「順伊（スニ）おばさん」を中心に― 

          姜 信和（名古屋大学学術研究員） 

3 万人の島民が犠牲となった済州島四・三事件（1948）は、冷戦構造を背景にか

つての韓国独裁政権によって、長らく真相究明はおろか大虐殺について語ることさ

え禁じられてきた。報道機関も沈黙するなか、玄基榮（1941〜）の「順伊（スニ）

おばさん」（1978）は事件の残虐性を最初に告発する作品となり、以来、事件の文

学的表象である「四・三文学」は真相究明の一翼を担ってきた。しかし一方で、和

解と救済を希求して止まない、その記憶のドラマティックな語りがもたらす忘却と

亀裂、たとえば同世代に生まれ同じく創作活動を続けてきた玄吉彦（1940〜）など、

民主政権下の歴史認識による四・三特別法（2000）制定以降の「正史」に対して、

保守派の反発も根深い。本報告では、玄基榮の同作品を中心に「四・三文学」の語

りが何を記憶し、また忘却してきたのか、ことに日韓というトランスナショナルな

空間の読解における可能性とともに、その不可能性についても検討を試みたい。 

 

「イーデン・ロビンソンの『モンキー・ビーチ』――死者について語る物語」 

戸田 由紀子（椙山女学園大学） 

1970 年以降、同化主義から多文化主義へカナダ政府が政策を移行したことによ

って、先住民やマイノリティに対する関心が高まり、彼らが発する言葉（文学作品）

への関心と需要が生まれた。その結果、先住民に対する数々の不当な扱いや第二次

世界大戦時の日系カナダ人の強制収容など、国家の正史が「忘れようとしてきた」

負の過去が明らかになり、国による正式謝罪へと至った。しかし負の歴史は、過去

に終わった出来事ではなく、今もなおそのつどの現在において想起・忘却され続け

ている。本発表ではハイスラ作家イーデン・ロビンソンの『モンキー・ビーチ』を

取り上げ、寄宿学校制度を含めた先住民同化政策の記憶がどのように語られている

かを考察する。その際、この物語が「死者について語る」物語であることを指摘し、

それが記憶と忘却とどのように関係しているかをみていきたい。 
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第４1 回中部大会 研究発表要旨 

神秘家ラフカディオ・ハーンを巡って  大貫 徹 （名古屋工業大学） 

 西田幾多郎は「ヘルン氏は万象の背後に心霊の活動を見るといふ様な一種深い

神秘思想を抱いた文学者であった」（大正３年３月）と述べている。従来、ハーン

研究者は、この西田の発言をそれほどまともに取り扱って来なかった。それは、

ひとつに、神秘思想という言葉が持つ宗教的、哲学的な含意があまりに重層化し

ているため容易に扱えないと考えたからであろう。さらに、ハーンと言えば、ス

ペンサー流の進化論の信奉者で、神秘という言葉とは裏腹な存在と考えられてい

たからでもあろう。しかし神秘思想を「超越者を垣間見た体験を踏まえた世界観」

と捉えるならば、ハーンはまさにそれに該当する思想の持ち主である。今回の発

表では、こうした観点から、これまでハーンの個人神話に還元されていた解釈を

見直したい。 

日本の新聞に見た清末民初期に渡日した中国人女子留学生の身体表象 

                −−朝日新聞と読売新聞を中心に-- 

             薛 梅（名古屋大学国際言語文化研究大学院生）  

 1899 年に初めての清国女子留学生が渡日してから 1912 年の中華民国成立まで

の凡そ十年間にわたる中国人女性の日本留学の最初期には、彼女たちは封建礼儀

の束縛から脱して、勇気を持って異国の土地に足を踏み入れ、そこでは自分の身

体への考え方にいろいろな変化が起きた。例えば、彼女らの多くは纏足のままで

留学して来たので、日本では悪名高い「陋習」と言われる纏足にどのように対処

すればよいのか、自分の服装や髪型をどのようにすればよいのか、などについて

である。この時期においては、異国かつ女学校、寄宿舎生活という比較的に閉鎖

的な生活環境は、中国人男性による女子身体への管理から逃れることができる良

い契機を作ったと言えよう。本稿では朝日新聞と読売新聞の２紙を主な対象とし

て、その中に記載された清末民国初期に渡日した中国人女子留学生の諸身体表象

をまとめて、彼女たちの自分の身体への認識及び扱いを分析したうえで、近代中

国人女性が身体管理の主導権を中国人男性から奪還することへの最初期の兆し

を浮かび上がらせたい。 
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支部長便り 

松本 三枝子（愛知県立大学） 

 今夏は、と言っても 9 月中旬であったが、久しぶりにイギリスで仕事をすることができ

た。1 週間の短い期間であったが、British Library で集中的に研究資料を閲覧・収集でき

たのは、やはり変わらず有益な時間であった。それでも 4 年ぶりのことなので、変わった

ことも多くある。中でも特筆すべきは、BL 内で WiFi の使用が可能になったことである。

そのため自分の席で所蔵資料の検索や、貸出の進捗状況などが確認できる。研究資料もコ

ピー代は相変わらず高いので、スキャンすることを勧められるが、周囲を見ると各自がス

マホで研究資料を撮影している。それならと私は持参した iPad で撮影した。以前は

Humanities の Reading Room で盛んに PC を使っていて、かなりうるさかったのだが、現

在は外に PC 専用のデスクを置くようになっている。 

 もっとも Manuscripts の方は相変わらず照明が落とされ、撮影が許されていない資料が

当然ある。幸運にも Harriet Martineau の書簡が見つかったので、3 通要求したところ、通

箱のような大きな箱に書簡を 1 通ずつ貸し出してくれた。確かに 3 通まとめて貸し出せ

ば、間違って混在させてしまうこともあるわけで、そうなったら大変だということか。残

念ながら撮影は許可されなかった。 

 ロンドンはリフレッシュする場所に事欠かない。Tate Britain と Tate Modern はロンド

ンに行った時には必ず訪れる美術館であるが、この日は自転車レース Tour of Britain が市

内で開催され主要道路が封鎖されてしまっていた。Tube も可能であったが、Thames Boat 

で移動することにした。ボートから眺める国会議事堂やグローブ座はやはりロンドンに来

ているという実感がわく。Royal Shakespeare CompanyによるSimon Godwin監督のHamlet

の主役は黒人俳優 Paapa Essiedu が演じ、躍動感にあふれ話題になっていた。友人によれ

ば、Regent’s Park の野外劇場で上演された Pride and Prejudice も Jane、Lady Catherine、

Kitty を黒人俳優が演じていたとのことだ。Brexit だろうが、なんだろうが、Diversity の

波はどんどんイギリスに押し寄せている。 

 翻って、我々自身はどうであろうか、どう変わってどう動くのか、研究の場で、会議の

場で試練に直面する昨今である。 
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2016 年度の中部支部役員 

支部長： 松本三枝子（愛知県立大学） 

代表幹事： 福田眞人（名古屋大学） 
事務局長： 星野幸代（名古屋大学） 
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） 林正子  （岐阜大学） 

工藤貴正 （愛知県立大学） 平林美都子（愛知淑徳大学） 

小松史生子（金城学院大学） 藤岡伸子 （名古屋工業大学） 

杉浦清文 （中京大学） 星野幸代 （名古屋大学） 

武田美保子（京都女子大学） メベッド シェリフ（龍谷大学） 

長澤唯史 （椙山女学園大学）  
  

※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）及び下記の中部支部事
務局の二か所へご連絡を頂きたく、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 17 号 
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 発行人 松本三枝子 

 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 〒464-8601 名古屋市千種区不老町 B4-5(700) 

  名古屋大学大学院国際言語文化研究科 

  星野幸代研究室 

  TEL/FAX:052-789-4875 

  E-mail:  hoshino@lang.nagoya-u.ac.jp

mailto:hikaku-chubu@googlegroups.com

