
 

日本英文学会関西支部第８回大会プログラム 
  日時：2013年 12月 22日（日）11：00より 
  会場：龍谷大学大宮キャンパス（京都市下京区七条通大宮東入大工町 125-1） 
 
大会受付	 10：30より（東黌

とうこう

1階ホール）	 受付、懇親会費納入 
 
開会式	 11：00より（東黌 1階 103講義室） 挨拶	 日本英文学会関西支部支部長	 小	 澤	 	 	 博 
 
研究発表 第 1発表 11：10～11：50 第 2発表 11：55～12：35 
 第 3発表 13：30～14：10 第 4発表 14：15～14：55 
 
第 1室（東黌 2階 204 講義室） 	 	 	 	 司会	 同志社大学教授	 勝	 山	 貴	 之 
 

1. （発表なし） 
 
2.  バーナード・ショーの『傷心の家』に於けるオイディプス・コンプレックスの拒絶 

大阪大学大学院生	 松	 本	 承	 子 
 

	 	 	 	 	 	 	 司会	 立命館大学教授	 竹	 村	 はるみ 
 

3. 『シンベリン』におけるラテン語使用に関する考察 大阪大学・近畿大学非常勤講師	 飯	 盛	 康	 史 
 
4. ［招待発表］Anthony Mundayによる騎士道ロマンスの出版 

明石工業高等専門学校教授	 前	 原	 澄	 子 
 
第 2室（東黌 2階 203 講義室） 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 司会	 大阪大学教授	 服	 部	 典	 之 
 

1.  スウィフトと信用経済 京都府立大学共同研究員・非常勤講師	 田	 中	 祐	 子 
 
2.  Frankensteinにみる家族の「おぞましさ」 

京都女子大学大学院生	 中	 村	 晴	 香 
 

	 	 	 	 	 司会	 武庫川女子大学教授	 玉	 井	 	 	 暲 
 
3. 「音楽家小説」としての The Picture of Dorian Gray 立命館大学大学院生	 中	 村	 仁	 美 
 
4. ［招待発表］The Death-in-Life Cycle of the Artist in Wilde 京都女子大学教授	 Jan B.  Gordon 

 
 
第 3室（東黌 3階 304 講義室） 	 	 	 	 	 	 	 	 司会	 京都大学教授	 廣	 野	 由美子 
 

1.  The Longest Journeyの「象徴的瞬間」における反復と脱構築 大阪大学大学院生	 米	 田	 亮	 一 
 
2.  Jude the Obscureにおける光と闇 神戸女子大学教授	 清	 水	 	 	 緑 

 
 
 
 



	 	 	 	 	 	 	 	 司会	 龍谷大学教授	 大	 槻	 志	 郎 
 
3.  犬を連れたピルグリム 
 ——イーヴリン・ウォー『士官と紳士』における犬の表象 同志社大学大学院生	 有為楠	 	 	 香 
 
4.  The End of the Affair再考 
 ——男たちの「不安」を中心に 関西学院大学非常勤講師	 藤	 田	 眞	 弓 
 
 
第 4室（東黌 3階 307 講義室） 	 	 	 	 	 	 司会	 立命館大学教授	 石	 原	 浩	 澄 
 

1.  思考不可能なものの詩学 
 ——D. H. Lawrenceの The Plumed Serpentにおける残酷の表象 大阪大学大学院生	 水	 田	 博	 子 
 
2.  Rosemary Sutcliffにおける儀礼的な死の意味について 
 ——Sutcliff作品における The Golden Boughの影響 武庫川女子大学大学院生	 中	 村	 由	 佳 
 

	 	 司会	 京都外国語短期大学准教授	 荘	 中	 孝	 之 
 
3.  Kazuo Ishiguroの迷宮 
 ——When We Were Orphansにおける語りの曖昧性 大阪大学大学院生	 中	 嶋	 彩	 佳 
 
4.  姿を消すヒロインと代理の語り手 
 ——女性が語る女性の変身 山梨大学准教授	 沢	 田	 知香子 

 

第 5室（南黌
なんこう

2 階 203 講義室）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  司会	 大阪大学准教授	 石	 割	 隆	 喜 

 
1.  残余の美学 
 ——Don DeLilloの Mao II テキサス工科大学大学院生	 杉	 山	 和	 孝 
 
2.  化学物質／放射性物質による汚染の表象の比較文学的考察 龍谷大学准教授	 松	 岡	 信	 哉 
 

	 	 	 	 司会	 関西外国語大学准教授	 松	 原	 陽	 子 
 
3.  “Lion”から“The Bear”へ 
 ——Lionと Sam Fathersの関係性 京都大学非常勤講師	 島	 貫	 香代子 
 

	 	 	 	 	 	 	 司会	 立命館大学教授	 中	 川	 優	 子 
 
4. ［招待発表］James家と戦争 京都大学教授	 水	 野	 尚	 之 

 
 
第 6室（南黌 2階 202 講義室） 司会	 大阪大学准教授	 里	 内	 克	 巳 
 

1.  Huckと Jimの冒険の謎 佛教大学大学院生	 田	 染	 早奈子 
 
2.  “Cat in the Rain” に潜む不安定さとそれが内包するもの 佛教大学大学院生	 坂	 田	 雅	 和 

 
  



第 7室（南黌 2階 204 講義室） 司会	 近畿大学教授	 吉	 田	 幸	 治 
 

1.  Against Argument Ellipsis in Japanese 関西学院大学研究員	 工	 藤	 和	 也 
コネチカット大学大学院生	 嶋	 村	 貢	 志 

 
2.  there contact clauseにおける there’sの particle化について 摂南大学教授	 家	 口	 美智子 
 

	 	 	 	 	 	 司会	 大阪教育大学教授	 松	 本	 マスミ 
 
3.  移動表現の日英差と他動性 
 ——日本語訳の「を歩く」に着目して 神戸学院大学准教授	 出	 水	 孝	 典 
 
4. ［招待発表］関連性理論に基づく日英語の翻訳可能性について 
 ——アニメ翻訳からジョーク翻訳まで 龍谷大学教授	 東	 森	 	 	 勲 

 
 
シンポジウム	 15：10〜17：30 
 
英米文学部門（東黌 1階 103 講義室）                            
	 「サイード再読——没十年後の遺産」 
   司会	  大阪大学准教授	 山	 田	 雄	 三 
   講師	  関西学院大学准教授	 大	 貫	 隆	 史 
   講師	  神戸大学教授	 山	 本	 秀	 行 
   講師 一橋大学教授	 中	 井	 亜佐子 
 
英語学部門（南黌 2階 204 講義室）                              
	 「統語関係構築の不全とその形態的反映」 
   司会・講師 関西学院大学教授	 田	 中	 裕	 幸	 	 	 	 	  
   	 	 	 講師 横浜国立大学准教授	 藤	 井	 友比呂 
   	 	 	 講師 マサチューセッツ工科大学大学院生	 今	 西	 祐	 介 
 
総会	 17：40より（東黌 1階 103講義室） 
 
閉会式	 18：00より（東黌 1階 103講義室） 挨拶	 日本英文学会関西支部副支部長	 服	 部	 典	 之 
 
懇親会	 18：30より（清和館 1階）	 会費 4,000円 
 
 


