
1 

Newsletter 22 
日本比較文学会中部支部 2019 年春号 

  巻頭言 日本比較文学会第 45 回中部大会シンポジウム報告 

 

杉浦 清文（中京大学） 

2018 年 12 月 8 日（土）、中京大学名古屋キャンパスにて、日本比較文学会第

45 回中部大会シンポジウム「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＞―」が開催された。そこでは、とりわけ帝国

崩壊前後に「本国帰還」を経験した、イギリス、ドイツ、日本における（旧）支

配者たちの＜語り＞の問題性と可能性が巨視的に――もしくは「惑星規模」で―

―検証された。 

「本国」とされる場へと「帰還」した／しなければならなかった（旧）支配者

たちの＜語り＞は、国民国家のイデオロギーに支えられた、加害者／被害者とい

った二項対立的な国民意識によって歪曲され隠蔽される危険性に常に脅かされ

てきた。つまり、そうした＜語り＞は、自民族中心主義的な国民国家の危険な語

り・騙りと隣接してきたといえる。本シンポジウムでは、伊勢芳夫氏（大阪大学）、

林久博氏（中京大学）、樹本健氏（中京大学）、杉浦（司会兼任）がそれぞれ、国

民国家の自己粉飾の語り・騙りに警戒しながら、（旧）支配者たちのこうした＜

語り＞の複雑な様相を慎重に読み解こうとした。 

シンポジウムの前半は、登壇者それぞれが研究報告を行った。研究報告「裏

切者か、愛国者か――『ラジ 4 部作』に総括された帝国の終焉」において、

伊勢氏は、英国の小説家ポール・スコットの４部作である、『王冠の宝石』

(1966)、 
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大英帝国崩壊という歴史的契機と植民地インドとの関係の中で生起する、

支配者としての英国人たちの＜語り＞の揺らぎを浮き彫りにした。林氏の

研究報告「ギュンター・グラス『蟹の横歩きで』について――三世代の物

語から見えてくるもの――」では、ドイツにおいては今もタブー視されて

いるグストロフ号沈没事件を題材にしたグラスの作品『蟹の横歩きで』

(2002)が詳細に検証され、被害者／加害者へと二分化されてしまう歴史言

説の問題点が指摘された。また、樹本氏の研究報告「安部公房と「故郷」

――満州、引揚げ、民族をめぐって」では、『けものたちは故郷をめざす』

（1957）が扱われ、民族的同一性にもとづく「故郷」としての「日本」に

対する安部の独自の批評が明らかにされた。最後に杉浦は、研究報告「少

年時代の断片化された記憶――三木卓と『ほろびた国の旅』」において、『ほ

ろびた国の旅』(1969)にみられる、少年時代の「満洲」の記憶と自己抑圧

的に向き合おうとする三木自身の痛ましい自己省察の＜語り＞を注意深く

読み取った。 

シンポジウムの後半では、フロア（他支部の会員、非会員も含む）との活

発な質疑応答が行われた。そのとき、フロアから沸き起こった「問い」は、

（旧）植民地の記憶の忘却化が著しい戦後の時代を生きる私たちにとって、

「大きな意味」を持ち得るものばかりであった。ただし、本シンポジウム

の成果は、加害者／被害者といった二項対立的な国民意識に亀裂を入れる

ような「問い」がいつまでも生み出され拡散され続ける時代が来るまで決

して明らかとはならないだろう。 
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日本比較文学会 第 46 回中部大会のご案内 

 

日時：2019 年 5 月 11 日（土） 

場所：愛知淑徳大学星が丘キャンパス 1 号館 3B 

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  

１１：３０－１２：５０ 幹事会（愛知淑徳大学星が丘キャンパス 1 号棟 3A） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

大会進行：松本 三枝子（愛知県立大学） 

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 3０分、質疑応答 1０分） 

1. 芥川龍之介『舞踏会』論――ピエール・ロティ『江戸の舞踏会』 

（Pierre Loti, "Un Bal à Yeddo"）原文との比較――   

発表：山下 祐里奈 （金城学院大学国文学専攻博士課程 1 年） 

司会：小松 史生子 （金城学院大学） 

2.  20 世紀初頭中国人留学生の日本女性観――楊増瑩の『女学生旅行』を中

心に                                                

発表：呂 輝菲 (名古屋大学人文学研究科博士後期課程２年） 

司会：星野 幸代（名古屋大学） 

                                                （休憩 20 分） 

１４：4０－１７：１0  

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」 

司会兼パネリスト：工藤 貴正（愛知県立大学） 

「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」 

パネリスト：若松 伸哉（愛知県立大学） 

「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」 

パネリスト：林 正子（岐阜大学 

「森鷗外の戦争と文学――戦時に〈詩を要求する〉心の軌跡」 

１７：１５  閉会の辞： メベッド・シェリフ（龍谷大学）   

１７：２０  総会:  中村 晴香（愛知淑徳大学）  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１８：００  懇親会  司会：平林 美都子（愛知淑徳大学） 

（星ヶ丘「窯バル&CUORE」） 

【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 45 回中部大会 

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 

日本の近代に展開した大きな４つの戦争――日清戦争、日露戦争、日中戦争

と太平洋（大東亜）戦争――このそれぞれの戦争に関わる個人の意識と作家

および文学が果たした意義はそれぞれの場合において異なっていた。さらに、

西欧近代に倣って急速に推し進められてきた我国の近代化は、日露戦争後の

大正期から昭和に入って発生した満州事変頃までには、様々な局面で破綻を

きたしていた。その結果、日清戦争から日露戦争の終結までの時期と、日中

戦争から太平洋戦争へと突入し終結までの時期とでは、明らかに国家と個人

に関わる「近代」に対する意識に大きな認識の違いが生じている。その認識

の違いは1942年7月に開催された「近代の超克」座談会で問題提起がなされた

が、現在に至るまで未だに具体的な解決策が提案されたとはいえないのだろ

う。 

本シンポジウムでは、まず、日露戦争の終結に至るまでの時期に関して、

森鷗外を例にして戦争と文学との関わりの考察を試みる。次に、太平洋戦争

期の国家（そこに包含される〈地方〉）との関わりにおける文学の問題につ

いて、太宰治を例に考察を試みる。最後に、日中戦争期に革命政権として戦

後の新国家の樹立を目指し成功した、権力掌握者としての中国共産党の毛沢

東の場合を例に、国家と作家（知識人）と文学の関係を考察する。 

 

 

「森鷗外の戦争と文学――戦時に〈詩を要求する〉心の軌跡」 

林 正子（岐阜大学） 

森鷗外の戦争認識や戦争論を追尋し、戦争との関わりで展開された鷗外の文

学活動の必然性を把握することによって、戦争に関わる作家の意識や心情に

おいて「詩」（創作という営為）がいかに希求されたか、戦争あるいは反戦に

向けての精神や行動に対して、文学はどのような位相を占め得るのかについ

て考察する。具体的に、第二軍兵站軍医部長としての日清戦争従軍（明治 27

～28年）や北清事変＝義和団の乱（明治 32～33 年）をめぐる見聞をとおし

て展開された「黄禍論」についての鷗外の論説を確認し、続いて『うた日記』

（春陽堂 明治 40年 9月）の詩歌の諸編から浮かび上がる、第二軍軍医部長

としての日露戦争従軍（明治 37～38年）をとおして変化していった鷗外の戦

争認識を考察する。戦場において「詩を要求」せざるを得なかった鷗外の心

情を検討することによって、「戦争」における「文学」の位相を明らかにす
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１ るとともに、戦争の実態や要因を理解し感情・主観のレベルにおいて人間

を突き動かす力を、文学は内包し発揮してきたことに論及することをめざ

している。 

 

「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」 

若松 伸哉（愛知県立大学） 

太平洋戦争終戦直後の 1945年 9月、魯迅を題材とした太宰治の長篇小説『惜

別』が出版されている。内閣情報局と日本文学報国会からの委嘱を受けて執筆

された本作品は太宰治の時局への態度を問われてきたが、本発表では『惜別』

のなかに刻み込まれている〈地方〉という問題に焦点を当てたい。というのも、

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』は

このような前提のほかにも、作品全体を通して地方性に関わる箇所が散見でき、

〈地方〉というものへの志向性を読み取ることができる。また、太平洋戦争開

戦前後の論壇・文壇では国策と絡むかたちで〈地方〉が問題にもされていた。

こうした同時代文脈も踏まえたうえで、〈地方〉そしてそれを抱える〈国家〉の

問題から太宰治『惜別』というテクストを改めて読解してみたい。 

「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」 

工藤 貴正（愛知県立大学） 

 日本で「近代の超克」座談会が開催された2カ月前、日中戦争真っ只中の陝西

省延安において、「整風運動」(知識人の思想教育、思想「改造」の実践)の一

環として行われたのが「延安における文芸座談会における講話」(1942年5月、

いわゆる『文芸講話』)である。この『文芸講話』は建国後の国家と知識人(作

家)および彼らの描く作品（文学）との関わりを規定する理論として、思想統制

時には権力掌握者側の立場を補強する理論として未だに機能している。毛沢東

は、知識人が西欧近代理論を直輸入することには懐疑的であったが、自身はソ

連共産党のスターリン理論を援用していること、さらに西洋理論を「民族化」

することを推奨し、そのため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に論及したい。 
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第 46 回中部大会研究発表要旨 
 

「芥川龍之介「舞踏会」論 ――ピエール・ロティ「江戸の舞踏会」（Pierre Loti, "Un 

Bal à Yeddo"）原文との比較――」 

      山下 祐里奈（金城学院大学国文学専攻博士課程 1 年） 

芥川龍之介が活躍した大正時代（1912～1926）は、日本に西洋文明がようやく定

着しはじめ、近代的な市民社会が形成された時期である。政治および社会構造だ

けでなく、文化の面においても西洋文明が広く受容されると同時に、それと対峙する

東洋文明としての日本文化の在り方が文学のテーマとして描出される時代でもあっ

た。こうした時代動向の中で、芥川は日本が西洋へ大きな憧れを抱いていた明治

開化期を舞台にした作品を残している。 

本発表ではその中から「舞踏会」(1920)に焦点を当てる。これはピエール・ロティ

「江戸の舞踏会」(“Un Bal à Yeddo”, 1986)にオマージュされた作品である。ロティ

に象徴される西洋のまなざしを、その受け手であった芥川がどのように受容し自身

の文学へと変換していったかを問う。芥川のテクストとロティの原文の比較はもちろ

ん、芥川のテクスト以前に刊行された飯田旗軒訳（1892）、高瀬俊郎訳（1914）の

「江戸の舞踏会」を加えることにより、各テクストの時代背景を明確にした上で、芥川

がロティという異邦人の眼と姿を借りて、どのような日本をどういった効果で描いてい

たのかを考察する。 

 

「20 世紀初頭中国人留学生の日本女性観 

――楊増瑩の『女学生旅行』を中心に」 

呂 輝菲(名古屋大学人文学研究科博士後期課程２年） 

 19世紀後半から 20世紀前半、激しい変動期にあった日本では、女性の社会的な

役割や、新しい生き方も非常に強い関心を集めていた。中国からの留学生たちは、

そうした新しい動向に強烈なインパクトを受け、新しい中国を構想する上で、それを

不可避の問題として認識するようになった。楊増瑩もその一人である。彼は 1907

年、日本の小説『滑稽女学生旅行』（五峰仙史、東京、1906）を原本として、さらに

東京の各新聞における女学生に関する報道や、楊自身の見聞を加えて訳編した

『女学生旅行』を有正書局（上海）から出版する。 

本発表は『女学生旅行』の検討を通じて、楊増瑩の日本女性観を明らかにする。

方法的には、とくに、原本の『滑稽女学生旅行』との対照検討、日本留学経験があ

った留学生が経営する有正書局の出版方針の考察などを重視したい。 
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支部長便り 

 新支部長挨拶              

                     平林 美都子（愛知淑徳大学） 

 昨年２月末、初めて長崎を訪問しました。芥川賞作家の青木有一が「長崎

で文学を書くときは、キリシタン・原爆・出島の三つに縛られる」と言って

いるように、土地そのものに過去の歴史が重層していることを実感した一人

旅でした。「隠れキリシタンの史跡めぐり」という私の勝手なテーマに合わせ

て、観光タクシーの運転手さんは初日（昼食抜きで）六時間、最終日の三日

目はなんと九時間も付き合ってくれました。外海の史跡に至っては運転手さ

んが印刷したグーグルマップを持ってきてくれました（遺産登録後は、この

ルートも整備されたことでしょう）。それを見ながら山道を迷いつつ「バスチ

ャン屋敷」にたどり着き、その粗末な侘しい小屋に象徴されるような密やか

で、さらには何百年も守り続けてきた篤い信仰心に驚嘆しました。一方、長

崎を拠点とする西洋人の助力が明治期の近代産業の発展に大きな役割を果た

してきたことも再認識しました。過去の重層、文化の重層性とは比較文学に

通じていきます。長崎は興味深く、そして再訪したい街になりました。 

 昨年末のシンポジウムは日本、イギリス、ドイツの帝国支配者の語りが孕

む矛盾をテーマにした内容で、フロアとの応答も盛り上がりました。中部支

部のシンポジウムの内容の濃さは定評がありますが、それを再度実感した一

日でした。2 月の最終土曜日には院生ワークショップを開催いたしました。

これは院生や研究者としてスタートを切ろうとしている若手の発表の場で、

今回は 7 回目を迎えました。発表者が有益な助言をもらうことができる中部

支部の恒例行事として根付いています。今後はこうした若い研究者が主導し

てシンポジウムを企画していただき、中部支部の層が厚くなることを願って

おります。 
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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： 田所 光男（名古屋大学）、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）  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）  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 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。 
 

日本比較文学会中部支部ニューズレター第 20 号 2019 年 4 月 15 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：杉浦清文（中京大学）今年度は以下が代行します。 

〒名古屋市千種区桜が丘 23 愛知淑徳大学星が丘キャンパス  

外国語教育部門  中村晴香 

     電話番号：  (052)781-1151（内線  633） 

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