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Newsletter 20 
日本比較文学会中部支部 2018 年春号 

  巻頭言 日本比較文学会第 43 回中部大会シンポジウム報告 

          林 正子（岐阜大学） 

 2017 年 12 月 2 日（土）、名古屋大学文系総合館を会場に開催された第 43 回中部大会

において、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――」を、藤岡伸子氏（名古屋工業大学）、真銅正宏氏（追手門学院大学）ととも

に担当しました。 

まず、林による「森鷗外の『文化』概念と近代日本の『文化主義』」の報告では、「文明」

「文化」概念の変遷を経て「文化主義」に至る近代日本の思潮において、森鷗外による「文

化」概念を位置づけるとともに、大正期に展開された「文化主義」の由来を明らかにする

ことをめざしました。「文明」から自律した「文化」表現として鷗外の用例が先駆的であ

ることを、『妄想』（1911）、『鼎軒先生』（1911）、『かのやうに』（1912）などの記述によっ

て確認するとともに、「生の哲学」「新理想主義」からの影響による「文化主義」提唱に繋

がる鷗外の「文化」認識について検討しました。 

 鷗外の「秀麿もの」、とくに『吃逆』（1912）におけるルドルフ・オイケンの「精神生活」

尊重の思想からの影響を考察し、鷗外のオイケン受容のあり方に、人間の本能や欲望を赤

裸々に描写する自然主義に対しての問題意識が投影していることなどを明らかにするこ

とによって、「人間生活の最高の目的を文化の向上に置き、文化価値の実現をめざしてい

こうとする立場」がもたらした近代日本の「文化」の精華について論じることをめざしま

した。 

 続く藤岡伸子氏の「忘れられた『文化の巨人』小島烏水が生きた『文化の時代』とその

ゆくえ」の報告では、『日本アルプス』全４巻（1910～1915）をはじめ、明治後半から昭

和初期にかけてきわめて広汎な分野にまたがる仕事を展開した小島烏水について、浮世絵 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

研究、西洋版画の収集・研究などを中心とした彼の芸術上の業績が紹介されるとともに、ラスキン

やアメリカ超絶主義などを含む欧米の文学・文化研究上の業績、氷河研究など自然科学上の事績

など、広汎で多彩な烏水の仕事の全体像が提示されました。 

 烏水と鷗外との関連では、「地質学者ナウマンと森鷗外の論争」（全集第 11 巻）という烏水の文

章や、水彩画家・大下藤次郎によって創刊された水彩画の専門誌「みづゑ」（美術出版社）につい

て、大下歿後に鷗外と烏水が大下の妻を支援して「みづゑ」の発行を継続したエピソードも残され

ています。藤岡氏の報告では、田山花袋との協力などについても言及され、当時の人々が共に創造

した「文化」の豊かさと奥行きが再確認されることによって、「文化主義」を土壌として生まれ花

開いた「文化の時代」の具体相が見事に提示されました。 

最後に、真銅正宏氏の「情報は人が持っている――明治期の文学と絵画をめぐるネットワーク―

―」の報告では、永井荷風を中心とする当時の文化の発展に資する人的交流の実態が紹介されま

した。明治期の文学者と画家は親密な繋がりを有し、同じ芸術家として、西洋文化の移入や日本文

化のアイデンティティの確立のために協同して尽力していたこと、情報の流通環境が現代と比べ

て格段に劣っていた当時、人的交流こそは多様な文化を理解し、新時代の文化を創出するための

大切な手段であったことなどが、充実した資料とともに提示されました。 

与謝野寛がパリを訪れた際に活動の拠点としたホテルには、荷風も滞在しており、海外滞在に関

する情報交換ルートの存在がうかがえることや、その荷風を慶応義塾大学の教授に推薦した鷗外

も、「パンの会」などを通じて与謝野寛など多くの文学者や画家たちとも親交があったことなど、

特定の人物の経歴をたどると、さまざまな人間関係が線として結ばれ、やがてそれが大きな文化

圏を構成していた事実が明らかにされました。 

以上、鷗外、烏水、荷風をおもな対象とし、「文化」の定義、「文化人」の再発見、「文化圏」

における相互影響をテーマとした本シンポジウムでは、滞在、留学、その後の研鑽を通して、ド

イツ、アメリカ、フランスの思想・芸術をそれぞれ受容・移入した３人の「文化主義者」の美学

を通して、明治から大正期にかけて構築された「文化人」のネットワークとその成果を検討する

とともに、近代のメルクマールとも言える「文化」が創出されたダイナミズムについて論究する

ことをめざしました。質疑応答の時間には、多様な研究テーマを有する参加者から、それぞれの

視点に立った「文化」概念が提示され、広く「文化」論をテーマとする今後のシンポジウムの可

能性について、有意義な意見交換をすることができました。実施運営に携わってくださいました

方々、ご参加くださいました皆様に、心よりお礼申し上げます。 
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日本比較文学会 第 44 回中部大会のご案内 

 

日時：2018 年５月１２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：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）  

１３：１０－１４：１０ 研究発表（発表４０分、質疑応答２０分） 

     発表：工藤 貴正（愛知県立大学） 

「中国における日本受容のマルクス主義文芸論の運命 

   ―「革命文学」論争での移植から「文芸講話」決行による隔絶へ」 

  司会：星野 幸代（名古屋大学） 

（休憩 ２０分） 

１４：３０－１７：１５  

シンポジウム「女性とメディア」 

司会兼パネリスト：松本 三枝子（愛知県立大学） 

パネリスト：田村 容子（金城学院大学） 

石川 清子（静岡文化芸術大学） 

村山 瑞穂（愛知県立大学） 

１７：１５  閉会の辞： 林 正子（岐阜大学）   

１７：２０     総会   司会：星野 幸代（名古屋大学） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１８：００  懇親会       司会：杉浦 清文（中京大学） 

 （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 44 回中部大会 シンポジウム「女性とメディア」 

松本三枝子 

 メディアとは媒体・媒介であり、人と人をつなぐものである。21 世紀の今

日では、人は新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、映画、インターネット、SNS な

ど、多様なメディアを通して社会とつながることができる。しかしながら、

そのようなメディアによる情報は時に過剰となり、時に排他的ともなり、私

たちが共通理解や連帯を築くことを困難にもする。このようなメディアの持

つ二面性あるいは両義性に配慮しながら、本シンポジウムでは、イギリス、

中国、フランス、アメリカにおいて、女性たちがなぜそのメディアを選択し、

それはどのように女性たちの目的に貢献したのかなどを考察したい。 

 ジェンダーをめぐる社会問題の多くは、産業革命後のイギリス社会で誕生

したものと考えられる。それゆえ本シンポジウムにおける「女性とメディア」

についても、まずは 18 世紀末から 19 世紀初期のイギリスにおける、女性の

社会参加、あるいは女性の公共圏での活動という観点から考察を始めること

にする。この時代に、性別役割分担という伝統的な社会規範の中で、女性た

ちはどのように規範から逸脱することなく、社会へ、公的領域へ出て活動す

ることができたのだろうか。この時代の女性作家と社会の関係性を原点とし

て、20 世紀以降の中国、フランス、アメリカにおける女性とメディアについ

て、さらに議論を深めたい。 

イギリス社会小説と女性作家の役割―モアとマーティノー 

松本三枝子 

 フランス革命の影響下にあったイギリス社会を安定させるために、 Hannah 

More (1745－1833) が書いた物語、Village Politics (1792)、The Cheap Repository 

Tracts (1795－97)と、Harriet Martineau (1802－76) が、19 世紀初期に新しい学問

であった political economy（経済学）を、女性や労働者たちを対象に、物語によ

り解説した Illustrations of Political Economy (1832－34) を中心に考察を進めた

い。政治思想的には、国教会福音派のモアは体制を維持するために物語を書き、

ユニテリアン派のマーティノーは社会改革を目指して、経済学の手引書を書いて 
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 いる。思想的、宗教的には異なる立場の彼女たちだが、なぜ、tracts、little books 

というメディアを用いたのだろうか。さらに、Charles Dickens や Elizabeth Gaskell

等により、人気のジャンルとなる 19 世紀イギリス社会小説に対して、彼女たちが

果たした役割についても、新たな視点を提供したい。 

中国の「連環画」のなかの女たち 

田村容子 

連環画とは、20 世紀の中国で隆盛し、いまは衰退した、絵入りの物語のことで

ある。1920 年代に上海で出版されはじめ、主には貸本屋によって流通した。20

世紀半ばごろまで、連環画の題材は古典小説や演劇・映画の改編ものが主流であ

ったが、1949 年、中華人民共和国が成立すると、連環画は新中国のプロパガンダ

メディアとなる。識字率の低かった中国において、新体制の宣伝と啓蒙に、連環

画が役立つとみなされたのである。そのなかには、新婚姻法の啓蒙や、出産、避

妊の知識の普及を目的とした女性を題材とするものも数多く見られる。本報告で

は、1950 年代から 60 年代の連環画に描かれた女性像を眺め、20 世紀後半の中国

社会における女性に期待された役割、ジェンダー観の変遷について考察したい。 

 

アルジェリア系フランス人映画監督ヤミナ・ベンギギ作品における移民女性 

石川清子 

 フランス人、アルジェリア移民二世女性初の映画監督ヤミナ・ベンギギ（1955

〜 ）の代表作は、1997 年のドキュメンタリー映画『移民の記憶』である。第二

次大戦後、労働力として大量にフランスに渡ったベンギギらの両親の世代から子世

代の現在までを、証言・映像・音楽を重層的に構成した大作で、これまで語られな

かった仏旧植民地マグレブ（北アフリカ）諸国出身の移民の歴史に初めて切り込ん

だ作品である。とりわけ女性への焦点の当て方が男性と異なり、それまで光が当た

ることがなかった、移民第一世代の女性の歴史・物語が展開するさまは興味深い。

また、「映画は万人がアクセスできる世界共通の平等な言語」と自ら表明するとお

り、映画を出発点として書籍、討論会等、複数の表現通路を戦略的に派生させてい

く。以上を考察しつつ、移民、女性の権利獲得を目指す、表現者としてのベンギギ

の映像作品、テキスト、政治活動に言及したい。 
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太平洋を超えて繋がる女性とメディア― 

ルース・オゼキの My Year of Meats と A Tale for the Time Being 

                              村山瑞穂 

 日系アメリカ（カナダ）人作家 Ruth Ozeki (1956-) は、ドキュメンタリー映画を

手がけた時期もあり、小説にも様々なメディアを意識的に取り込み、環境やフェミ

ニズムなどグローバル化する時代の今日的問題を描き続けている。第一作目の My 

Year of Meats (1998)では環境ホルモンとそのメディア報道を軸に、最新作 A Tale 

for the Time Being (2013)は 9.11 と 3.11 という大災害を背景に、どちらも太平洋を

挟んだ女性たちの絆をテーマの一つとして浮き上がらせている。本発表では、日本

と北アメリカを往還するオゼキの二つの小説間に流れる時代の推移を、テレビやイ

ンターネットといったメディア事情およびフェミニズムの変遷と連動させて考察し

てみたい。 

 第 44 回中部大会研究発表要旨 

中国における日本受容のマルクス主義文芸論の運命 

―「革命文学」論争での移植から「文芸講話」決行による隔絶へ 

工藤貴正 

 東京・第一高等学校特設予科の同級生(1920 年 9 月入学)であり、後期創造社

（1927.10-1930.3）のメンバー・李初梨（1900-1994）、馮乃超(1901-1983)、彭康

(1901-1968)が日本で受容したマルクス主義文芸論は上海で展開された「文学革

命」論争で生かされ、1930 年 3 月に成立した中国左翼作家連盟（左連）の 10 年の

歴史の中で実を結んだ。また、1929 年に日本に留学し、左連（東京支部）に参加

し、1933 年に強制送還された、後に上海・左連宣伝部長を務めた胡風（1902-

1985）が共感したマルクス主義文芸論も東京で学んで蔵原惟人理論に影響されてい

た。一方、モスクワのコミンテルン中国代表の王明(1904-1974)の指示で、1936 年

春文芸界の「抗日民族統一戦線」の建設を合言葉に左連は解散させられた。また、

毛沢東(1893-1976)は 1938 年の延安の整風運動以降、積極的にスターリン主導の

『ソ連共産党（ボリシェビキ）歴史小教程』（ロシア語初版 1938.9、中国語訳

1939.1 初版）および「ソ連共産党（ボ）の文芸政策」を重視した。そして、いわゆ

る毛沢東の『文芸講話』（1942.5）はこの延長に位置した。 

 本報告では、『文芸講話』は文芸政策としていかなる機能を果たしているかを解明する。 
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支部長便り 

松本三枝子（愛知県立大学） 

 今回の支部長便りは、過去 3 年間の支部長時代を振り返り、厳しい現状の中ではある

が、今後の展望を考えることにした。もっとも私自身も幹事として、これからも中部支部

を支えていくので、支部への関心や支援はこれまでと少しも変わらない。 

 本支部の活動は、年に 2 回、5 月と 12 月に開催される中部大会と 2 月の院生ワークシ

ョップで構成されている。中部大会では、おおむね研究発表 2 件とシンポジウム 1 件が準

備される。過去 3 年間のシンポジウムは、時系列で、「音とコラボレートする」（企画：岩

田和男氏）、「SF やメディアにおける科学・災厄表象―分離融合研究の試み」（企画：長澤

唯史氏）、「戦時期日本における半植民地・植民地の音楽・舞踊表象」（企画：星野幸代

氏）、「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」（企画：平林美都

子氏）、「巷説と文学」（企画：小松史生子氏）、「文化主義者の美学―鴎外、烏水、荷風によ

る欧米受容と文化の創出」（企画：林正子氏）である。これらのタイトルを列挙しただけで

も、本支部における研究活動の多様性が垣間見えるが、比較文学会らしく、地域横断的で

かつ分析手法も text criticism から cultural studies までさまざまである。 

 院生ワークショップは、若手及び新進の研究者を育成することを目的としている。それ

ゆえに、本学会員でなくても研究発表ができ、その後の博論執筆や、本学会入会への契機

となるように企画されている。修士課程の院生も発表することができるため、研究発表の

レヴェルは必ずしも一定ではないが、研究指導教員以外の研究者からの助言は彼らの研究

の発展に資するものとなっているようである。 

 このように活発な研究活動を展開している本支部であるが、時に大会への参加者が少な

く充実した内容のシンポジウムの講師や、研究発表者に申し訳ないと感ずることもあっ

た。他支部の前例もあり、関西支部と本支部との共同開催は、幹事会や総会などの議論を

経てのことであるが、現実的な選択肢としてすでに机上にあがっている。昨今の文学・文

化研究者の減少等の現実の中で、いかに充実した大会運営を継続していくのか、様々な検

討を必要としている。 

最後になったが、事務局長として、真摯に支部運営や大会開催に尽力していただいた星

野幸代氏をはじめとして幹事の方々に感謝しながら、今後の中部支部の繁栄を次期執行部

に託し、最後の挨拶としたい。 
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2018 年度の中部支部役員 

6 月の全国大会以降、新執行部で動きます 

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： 田所光男（名古屋大学） 

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） 小松史生子（金城学院大学） 

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） 

   
※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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  中京大学国際英語学部 

  杉浦清文研究室 

  TEL/FAX: 052-835-7392 

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