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Newsletter 29 
日本比較文学会中部支部 2022 年秋号 
  

 
日本比較文学会第 53 回中部大会 
ハイブリッド形式での開催について 

 
第 53 回中部大会は 11 月 26 日（土）にハイブリッド形式（対面

型とオンライン型 ZOOM）で開催する予定です。 

 

≪対面型 開催場所≫ 

名古屋大学文系総合館 7 階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。 

https://www.nagoya-u.ac.jp/extra/map/index.html 

 

≪オンライン型 ZOOM≫ 

オンラインでご参加される場合は、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 11 月 23 日(水)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 52 回中部大会シンポジウム報告 

「異常心理の比較文学」 

司会・パネリスト 小松史生子（金城学院大学） 

パネリスト 竹内瑞穂（愛知淑徳大学） 

パネリスト 光石亜由美（奈良大学） 

パネリスト 一柳廣孝（横浜国立大学） 

 

 異常心理をめぐる文学的想像力は、19 世紀末にフロイトが開拓した精神分析学の

普及をリアリティの拠りどころにしながら、その前史にあった民間療法や信仰療法の

言説をも取り込み、結果、ゴシック小説や探偵小説を新たなジャンルとして定着させ

るほどに拡大していった。一方で、英国を中心とした心霊に関するアカデミック研究

の勃興、ロンブローゾの先天性犯罪人説の発表、ニーチェ哲学の展開と彼の狂気

などといった事態は、アカデミズム実証主義の名の許にありながら、正常と異常の境

界が或る時は確固として線引きされ、或る時は大きく揺らぎだすという両極現象へ

の認識を世間に普及させ、同時代文学における想像力の傾向に大きく影響した。 

本シンポジウムは、上記の海外言説場の傾向が知識人によって日本に輸入され、メ

ディアによって普及しはじめた 1910～30 年代の日本近代文学の現場において、

この異常心理をめぐる想像力がどのような日本的展開を見せたのか、およびその展

開にはどのような文学的問題がうかがえるのかについて、翻訳／翻案、アカデミズム

／ジャーナリズム、身体／精神など、幾つかの対峙するキー・タームを意識しつつ議

論していった。 

 

 竹内瑞穂は、科研費基盤研究Ｂ「中村古峡資料群と近代の〈異常心理〉に関する

総合的研究」（19H01234）の研究代表者として蓄積してきた中村古峡資料調査を

基に、「文学者・中村古峡の蹉跌――大正期文学の〈狂気〉表象からの逸脱――」

と題して発表を行った。中村古峡（1881-1952）は、弟の「発狂」を題材とした『殻』

（1913）で漱石門下の小説家としてデビューしたのち、雑誌『変態心理』の主幹とし

て活躍。後半生は精神科医として患者の治療に尽力した、近代日本の文学と精神

医学・心理学の交錯点を生きた人物である。本発表では、古峡の『殻』や短編集

『変態心理の人々』(1926)にあらわれた〈狂気〉表象を、同時代の日本の批評や、そ

のころ西洋の〈狂気〉文学として受容されていたチェーホフ『六号室』、アンドレーエ

フ『思想』、モーパッサン『オルラ』を参照しながら再検討し、古峡の描こうとする〈狂

気〉が同時代の文学からずれていたこと、だがそれゆえにはらみ得た文学的・社会

的意義を読み解く内容であった。 
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  光石亜由美「文学者は〈変態〉である――病跡学の移入と谷崎潤一郎「異端

者の悲しみ」」は、病跡学（パトグラフィー）による文学研究に着目し、「変態心理」

や「変態性欲」と呼ばれた異常心理をめぐる言説が、異常性として狂気を排除

するだけではなく、時に作家の天才性や芸術性と結びつく資質として語られる傾

向を分析した。精神医学者による病跡学で見出された作家の〈変態〉性は、その

異常性ゆえに芸術的価値を賦与され、作家の天才性を裏付ける証拠として語ら

れることを提唱し、日本における病跡学の移入を概観した上で、〈性〉の異常心

理をめぐる素材をパフォーマティブに変奏した作家・谷崎潤一郎の「異端者の悲

しみ」（1917）を中心に、当時「色情狂」や「変態性欲」と呼ばれた〈性〉の異常心

理をめぐる文学的想像力の功罪について考える内容であった。 

 

一柳廣孝は人文書院に残されていた日本心霊学会の関連資料調査の実績

を基盤に、「小酒井不木の場所――身体と精神のあいだ」と題して、探偵小説

作家・小酒井不木の業績を大正期の霊術ブームと絡めて発表した。小酒井不

木（1890～1929）は 1920 年代に活躍した、医学者にして探偵小説作家であ

る。留学中に結核を発症し、帰国後は東北帝国大学に赴任することが決まって

いたにもかかわらず、長い療養生活に入った。療養の傍らに医学随筆を発表、

さらに海外の探偵小説を数多く翻訳し、創作に転じて「恋愛曲線」「人工心臓」

「疑問の黒枠」などを発表。また自らの療養体験を踏まえた『闘病術』はベストセ

ラーになっている。その一方で、不木は大正期の代表的な民間精神療法（霊

術）団体である日本心霊学会と関わりを持ち、同学会の心霊療法に関心を寄せ

ていた。不木というフィルターを通すことによって見えてくる、正常と異常の境界

線をめぐる 1920 年代の議論を分析し、大正期の「精神」を語る言説布置の再考

察を行う内容であった。 

 

以上の発表を通して、本シンポジウムでは「狂気と文学」をめぐる言説が如何

に 1920 年代の文学市場を牽引していたかについて、活発な論議が行われた。

また、比較文学研究の視座から、精神医学の翻訳言説や紹介した人物の人脈

についても意見が出され、コンテンポラリーなフィールドにおける天才論の展開

へも発展する契機が見いだせたことが貴重であった。このシンポジウムのテーマ

による今後の研究成果に期待を寄せたい。 
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日本比較文学会 第５３回中部大会のご案内 
 

日時： 2022 年 11 月 26 日（土） 

開催方法： ハイブリッド形式（対面型とオンライン型 Zoom） 

＜対面型 開催場所＞ 名古屋大学文系総合館 7 階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。 

https://www.nagoya-u.ac.jp/extra/map/index.html 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１２：５０ ZOOM 開室       大会進行: 香ノ木 隆臣（愛知学院大学） 

１３：００ 開会の辞： 星野 幸代（名古屋大学）  

１３：１０－１３：４５ 研究発表（発表２５分、質疑応答 1０分） 

「翻訳と翻案の狭間で 

     ――泉鏡花・登張竹風共訳「沈鐘」論――」 

発表： 久永 うらら(金城学院大学大学院文学研究科国文学専攻前期課程２年) 

司会： 若松 伸哉（愛知県立大学） 

１３：４５ 休憩 （１５分） 

１４：００－１６：３０ シンポジウム 

「日中の労働と娯楽にみる戦中戦後の連続性 

――歌い、踊る身体を通して」           

１４：００ 趣旨説明 星野 幸代（名古屋大学）           

１４：０５－１５：３５ （各話題３０分） 

１、「一緒に歌うこと、そして身体を動かすこと 

――戦後日本における合唱と労働者」 

パネリスト  河西秀哉（名古屋大学） 

２、「戦後日中のペアダンスの流行からみた労働者の娯楽と身体 

――社交ダンス・フォークダンス・集団舞」 

パネリスト 大濱慶子（神戸学院大学） 

３、「戦後日中バレエの分岐と交流 

――中国映画「白毛女」のアダプテーションを中心に」 

パネリスト 星野幸代（名古屋大学） 

１５：３５ 休憩  （１０分） 

１５：４５ シンポジウム 質疑・総合討論（４５分） 

１６：３０ 閉会の辞： 岩田 和男（愛知学院大学） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

https://www.nagoya-u.ac.jp/extra/map/index.html
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第 5３回中部大会 シンポジウム

 

シンポジウム「日中の労働と娯楽にみる戦中戦後の連続性 

――歌い、踊る身体を通して」 

司会・ディスカッサント 星野幸代（名古屋大学） 

                             パネリスト 河西秀哉（名古屋大学) 

                                パネリスト 大濱慶子（神戸学院大学） 

 

趣旨説明 

日本の戦時総力戦体制においては、兵士の予備軍、銃後の勤労者および母体

という人的資源を養成し、健康に保つとともに、その情操を陶冶し、人的資質を

向上させることが目指された。この目的のもと、厚生省、日本厚生協会、産業報

国会によって組織的に、宣伝啓発の効果を含む様々な娯楽(読書、展覧、音

楽、舞台芸術など)が「厚生運動」として招聘された。いっぽうでそれにそぐわな

い娯楽は禁止された。こうした娯楽の制度は終戦によって一旦断絶し、関係者

の多くは戦中の記憶を封印した。しかし習慣化した娯楽、また潜伏した娯楽は、

文化国家を掲げる戦後日本で蘇り、指導者たちも戦前からそのままシフトしたケ

ースが多い。本シンポジウムは、戦時動員から勤労者の心身の健康へと目的を

引き継いだ娯楽のうち、特に身体の律動を伴う歌と舞踊を対象とし、日中関係

を中心に国際的な状況を意識しつつ、戦中戦後の連続性と変質について議論

する。 

 

 

一緒に歌うこと、そして身体を動かすこと 

――戦後日本における合唱と労働者 

河西秀哉 

戦時中、政府は厚生運動を展開し、職場に合唱団を作らせ、「健全」な娯楽を

提供した。それによって、総力戦体制に労働者を組み込むことを企図していたの

である。しかし、音楽にそれまでほとんど接したことのない労働者をいかにひきつ

けるかという問題が存在していた。敗戦後になると、共産党を中心とした左翼勢

力において、うたごえ運動が生まれる。平和を求めたり体制への批判を展開した

りする合唱運動である一方で、職場のサークルとしての意味合いもあった。その 
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ため、やはりこれまで音楽には接したことがない多くの労働者が参加することもあり、

彼らに音楽への障壁を感じさせない工夫が求められた。戦前は国家のために、敗

戦後は左翼運動として、性格の異なるベクトルの合唱で同じく展開されたのが、身

体を動かすということであった。本報告では、その状況と意味を検討していきたい。 

 

戦後日中のペアダンスの流行からみた労働者の娯楽と身体 

――社交ダンス・フォークダンス・集団舞 

大濱慶子 

代表的なペアダンスの一つに男女が一対になって踊る社交ダンスがある。近代、日

本では鹿鳴館時代を経てダンスホールの隆盛を背景に普及した。主に都市中間階

級の男性の娯楽として発展し、戦時下取締りが強化され、1940年ダンスが規制され

るまで続いた。今では忘れ去られているが、社交ダンスは戦後、労働者の健全な明

るいダンスとして再生し、民主主義や男女平等の掛け声とともに国会や県議事堂、

公園、ビルの屋上、工場、学校、公民館、農村や漁村といった日本の至るところで

踊られ、大流行した一時期があった。興味深いことに政治体制が異なる中国でも類

似した社会現象が巻き起こった。本報告では忘却された史実を掘り起こし、労働運

動の高まりや政府主導によるフォークダンスの導入（日本）、集団舞の創作（中国）

など日中両国の文化政策、その共時性に着目しながらペアダンスという娯楽を再

考し、戦後身体の再創出について検討したい。 

 

戦後日中バレエの分岐と交流 

――中国映画「白毛女」のアダプテーションを中心に 

星野幸代 

日中戦争期、日本のバレエとモダンダンスは、留学生や占領地域駐留日本軍の慰

問公演などを通じて中国の舞踊に少なからず影響を与えた。中華人民共和国の成

立後、中国では国家主導のもと、また戦後日本では民間で、バレエ教育が急激に

発達する。それを支えたのは戦時期に育成された、近代的な動きに慣れた身体を

持つ世代であった。日中の公式な国交はなかったが、虐げられた農民とその救済

を描く中国映画「白毛女」が、左翼系労働団体を通じて広く公民館、学校など草の

根で上映され、反響を受けて公式に上映する映画館も出た。さらにアダプテーショ

ン作品としてバレエ「白毛女」が日本で誕生し、中国に逆輸入された。本発表では

映画「白毛女」の受容、バレエ創作のプロセスを追ったうえで、日本の「白毛女」ブ

ームを、「労働者に芸術を」をスローガンとする移動舞踊活動、労音等に見られる教

養主義等の状況下に置きなおし、戦時動員に由来する娯楽習慣との連続性と合わ

せつつ、ブームの要因を検討したい。 
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第 53 回中部大会研究発表要旨 

 

翻訳と翻案の狭間で 

――泉鏡花・登張竹風共訳「沈鐘」論―― 

久永 うらら（金城学院大学大学院文学研究科国文学専攻前期課程２年） 

 

泉鏡花・登張竹風共訳の「沈鐘」は、ゲルハルト・ハウプトマン『Die Versunkene 

Glocke』（1896 年）を竹風が下訳し、鏡花が自らの作風に落とし込んだ作品であ

る。初出は 1907 年 5 月 5 日から 6 月 10 日『やまと新聞』に第一齣、第二齣まで発

表された後、1908 年 9 月に春陽堂より単行本として第五齣までの完訳を発表し

た。先行研究では、共訳「沈鐘」における〈山の妖精界〉と〈麓の人間界〉といった二

項対立的な物語構造が、後世の鏡花戯曲に影響を与えたと位置づけられている。

その一方で、原作は西洋の伝承文学を下敷きとしており、その随所から〈水の女〉

の要素を見出すことができる。 

近代文学の黎明期において、西洋の文学に登場する男を誘惑し破滅させる〈水

の女〉表象は多くの文壇によって描かれ流布していた。本発表では明治期における

〈水の女〉受容という視点から「沈鐘」のラウテンデラインの人物造形の分析を進め

つつ、その分析過程で、鏡花と竹風の共訳という挑戦が、明治の翻訳文学におい

て如何なる位置付けが可能なのか考察を試みる。 

 

          ～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

支部長だより 

                                星野 幸代 

 2022 年 6 月全国大会理事会において、平林美都子先生より支部長を引き継ぎ

ました星野です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 今号は故・藤岡伸子先生の追悼号となってしまいました。学会では重職を歴任さ

れ、文理融合の先駆的な研究成果を挙げつつ、女性研究者の未来のために献身

する背中を見せて頂いたことに深謝し、心よりご冥福をお祈り申し上げます。 
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藤岡伸子さんのご冥福を心よりお祈りします 

                              林 正子 

 本年 2022 年 7 月 11 日、日本比較文学会中部支部幹事・事務局長、全国理

事を歴任し、学会運営に多大の貢献を果たしてこられた藤岡伸子さんが逝去さ

れました。10 月になってご訃報に接したこともあり、今もなお藤岡さんの急逝を信

じることも納得することもできておりません。しかしながら、20 年を超えて親しく交

流を持たせていただいてきた一人の友人として、ご冥福を心よりお祈りいたしま

す。 

藤岡さんは昨年 3 月末、30 年以上にわたって勤務なさった名古屋工業大学を

定年退職なさいました。ヘンリー・デイヴィッド・ソローやウイリアム・モリスに関する

若き日のご研究成果を基盤として、社会工学科の建築・デザイン分野で、風景や

街並みなど「心に響くさまざまなモノやコトの背後にある原理や法則」を文化研究

の方法論で読み解き、「新しいデザイン創出」を追究するというテーマで教育研

究に従事してこられました。 

 本来の英米文学研究者としての力量を遺憾なく発揮してこられた藤岡さんは、

日本比較文学会のみならず、日本建築学会、観光学術学会にも所属なさってい

て、中津川市加子母地区における子どもの自然体験活動促進に関するフィール

ドワークの成果、『むらのしばいごや 明治座さーん』（風媒社  2016 年 3 月）を、

「この絵本、素敵でしょ」と手渡してくださった時の満面の笑顔が今も目に浮かび

ます。 

2007 年度に中部支部事務局長を藤岡さんから引き継いで任務に当たった 4

年間は、私にとりましては、藤岡さんと頻繁に連絡を取り、その温かいお人柄に接

した時期でした。学会員名簿の更新、中部大会のプログラム作成、ニューズレタ

ーの編集・発送、学会本部との連絡調整等々、困った時にはいつも藤岡さんが身

近にいて、助けてくださいました。今更ながら、十分なお礼の言葉もありません。 

 藤岡さんも私も定年までの 10 年前後、ともに男女共同参画推進に係る役職に

就いていたために、運営上の共通の課題や悩み事など、夜中だか未明だか判然

としない時間帯に頻繁にメールの交換をしたこともありました。もはや「長年の盟

友」とお呼びすることを、藤岡さんも許してくださるのではないかと思っています。 

https://researchmap.jp/read0011650/works/7674670
https://researchmap.jp/read0011650/works/7674670
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2021 年度の中部支部役員 

 

 
支部長： 平林 美都子（愛知淑徳大学） 

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（愛知県立大学名誉教 

 林 正子（岐阜大学）    工藤 貴正（愛知県立大学） 
藤岡 伸子（元名古屋工業大学） 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 8 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 

 

そのような校務多忙の時期に、明治後半から昭和初期にかけて日本アルプス

など山岳風景美学の創出に寄与した、「文化の巨人」小島烏水の芸術上・文芸

上の多彩な業績について、熱く語ってくださった日のことも忘れることができませ

ん。2017 年 12 月 2 日（土）第 43 回中部大会シンポジウム「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――」では、「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」と題して、浮

世絵や西洋版画の収集・研究などを中心とした小島烏水の芸術上の業績をご紹

介くださるとともに、ジョン・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、氷河研究をはじめとする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を提示してくださいました。藤岡さんの一連のご研究成果

の圧巻であったと拝察しています。 

直近では、2021 年 5 月 8 日（土）にオンライン形式で開催された第 50 回

中部大会シンポジウム「文化研究と文学研究の間――文化を誰がどう読み解く

のか――」において、司会兼コーディネーターを担当してくださった藤岡さんの卓

抜な趣旨文に、深く感銘を受けました。「比較文学研究を志す中で、おそらく誰も

がいつかどこかで意識せざるを得ない『文化研究の領域』に正面から挑む大きな

テーマ」のもと、藤岡さんが企画してくださったシンポジウムでは、「『文化研究と文

学研究の間』に本来あるべき何かが欠けていて、『文化』と『文学』の間に躍動し

ているダイナミズムが、どちら側からも十分に捉えきれていないという問題意識を

出発点にしている。そうした現状に対して、『文化と文学』の連動の具体例を探

り、その可視化を通じて、文学研究と文化研究の双方にさらなる実りをもたらす可

能性を探ることを目的としている。そこで、今回のシンポジウムでは、文学作品の

解釈に留まらず、文学が自然・人間・社会に向けて発揮する、何かを促す力――

いわば、『つくる/はたらきかける』力に注目した。物理的・空間的な広がりや日々

の営みが、『文学の言葉の力』を得て、『文化』として有機的な総体を形成し立ち

現れるプロセスの可視化を試みようとしたのである。」――まさに藤岡さんが抱い

ていた文化研究の構想が具現された文章と言えるのではないでしょうか。 

「定年退職後は、今までやりたくてもできなかったことを思う存分楽しみた

い・・・」。 

mailto:ksugiura@lets.chukyo-u.ac.jp
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新たに始めたいことを生き生きと語っていらっしゃった藤岡さんは、退職後１年に

も満たない今年１月に重篤な病気であると診断されました。20 年にわたって務め

てこられた支部幹事を退任したいとのお申し出を、平林美都子支部長（当時）に

なさった折には、半年後のご逝去を誰が想像することができたでしょうか。今とな

っては、その後、直接お目にかかることができなかったことを、悔やんでも悔やみ

きれない思いでいっぱいです。 

名工大のご関係者から伺ったところによると、病名が判明してからの藤岡さん

は、検査以外の入院はなさらず、ご自宅でご家族とご一緒に過ごしての療養の道

を選択なさったとのこと。「少しずつできないことが増えていって、自然に、自然に

逝きました。」とその旅立ちのごようすをご家族が教えてくださったとのこと・・・藤岡

さんのご選択を尊重させていただく一方で、周囲の人々に負担をかけまいとなさ

った藤岡さんの真意に想いを馳せ、涙を抑えることができません。 

 私にとりましては、5 月連休前にメールのやり取りをさせていただいたのが、最後

となってしまいました。「まだ 4 月というのに初夏のような日々ですね。でも今日は

少し涼しい空気が気持ちよく感じられました。孫娘は娘そっくりで（まるで 29 年前

に時計が巻き戻ったかのようです。）」――孫娘さんは、昨年 12 月、藤岡さんと同

じお誕生月にお生まれになりました・・・もっともっとご家族とのお時間をお持ちにな

りたかったことでしょう。「思う存分やりたいこと」をなさりたかったことでしょう。「静

かに」「自然に」旅立たれた藤岡さんとの 20 余年にわたる交友の一コマ一コマを、

これからも折にふれて想い起こさせていただくことになると思います。心よりの敬意

と感謝とともに――。 

藤岡さん、今はどうぞ安らかにお眠りください・・・           合掌 
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2022 年度の中部支部役員 

 

支部長： 星野 幸代（名古屋大学）「＊2022 年 6 月平林前支部長より交代」 
代表幹事： 松本 三枝子（愛知県立大学名誉教授）    
事務局長： 杉浦 清文（中京大学） 
ニューズレター編集： 中村 晴香（愛知淑徳大学）  
HP 管理： 若松 伸哉（愛知県立大学） 
会計監査： 林 久博（中京大学） 

 
幹事： 岩田 和男（愛知学院大学）  尹 芷汐（椙山女学園大学）  

工藤 貴正（愛知県立大学名誉教授）  香ノ木 隆臣（愛知学院大学）  
小松 史生子（金城学院大学） 杉浦 清文（中京大学）  
中村 晴香（愛知淑徳大学） 林 正子（岐阜大学名誉教授） 
平林 美都子（愛知淑徳大学名誉教授）  星野 幸代（名古屋大学）  
松本 三枝子（愛知県立大学名誉教授） メベッド シェリフ（龍谷大学）  
森 有礼（中京大学） 若松 伸哉（愛知県立大学） 

  
※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 森岡卓司先生(moriokatakashijcla@gmail.com)、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 29 号 2022 年 11 月 15 日発行 
 発行人： 星野 幸代 
 編集担当： 中村 晴香 
 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 
                  TEL： 052-835-7392 

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


