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武庫川女子大学中央キャンパスまでの交通案内

空路の場合
神戸空港から神戸新交通ポートアイランド線で三宮まで 18分、阪神電車で鳴尾駅へ。
伊丹空港から空港リムジンバスで阪神甲子園駅前まで約 30分。阪神電車で鳴尾駅へ。
関西国際空港から空港リムジンバスで阪神西宮駅前まで約 60分。阪神電車で鳴尾駅へ。

新幹線の場合
新神戸から神戸市営地下鉄西神・山手線で三宮まで 2分。阪神電車で鳴尾駅へ。
新大阪から JRで大阪（梅田）まで 4分。梅田から阪神電車で鳴尾駅へ。

阪神電車のご案内



武庫川女子大学中央キャンパスマップ

◇当日、キャンパス内の食堂は営業しておりません。恐れ入りますが、昼食につきましては各自ご
持参いただきますようお願い申し上げます。なお、一般控室（中央図書館 C-803）をご飲食など
のための休憩所としてお使いいただくことができます。
◇控え室にて茶菓の用意はいたしません。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
◇キャンパス内は全面禁煙となっております。
◇当日は必ず受付をお済ませください。

阪神電車　鳴尾駅

懇親会会場
（公江記念講堂地階）

大会会場正門



教室配置図
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日本英文学会関西支部第10回大会プログラム
　　　　　　　　  日時：2015年12月20日（日）　11 :00より

会場：武庫川女子大学中央キャンパス（西宮市池開町6-46）

大会受付 10 :30より（文学1号館 L1玄関ホール）　受付、懇親会費納入

開 会 式 11 :00より（文学2号館 L2-11）
 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（中央図書館 C-801）

1．（発表なし）

 司会　神戸海星女子学院大学教授 惣　谷　美智子

2．Pride and PrejudiceにおけるMiss Bingleyの機能 武庫川女子大学大学院生 田　中　梨　恵

 司会　神戸大学（他）非常勤講師 西　山　史　子

3．George Eliotの小説における sympathyの限界
　　　─MiddlemarchにおけるDorothea 京都大学大学院生 石　井　昌　子

4．Middlemarchにおける父への反逆
　　　─ Casaubonの子どもたち 龍谷大学講師 谷　　　綾　子

第2室（中央図書館 C-805） 司会　京都大学教授 水　野　眞　理

1．「栄誉の書」と「いのちの書」
　　　─『妖精の女王』における地上の功績の称賛─
 京都大学非常勤講師 足　達　賀代子

2．鏡の中にある如く─ジョン・ダンの愛の墓場 同志社大学嘱託講師 友　田　奈津子

 司会　神戸大学准教授 奥　村　沙矢香

3．E. M. Forsterの初期の作品における旅の役割
　　　─Where Angels Fear to Treadを中心に 京都女子大学大学院生 松　林　和佳子

4．【招待発表】反復する“stroke”
　　　─『灯台へ』でリリーが得たもの 神戸市外国語大学教授 御　輿　哲　也
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第3室（中央図書館 C-804） 司会　大阪市立大学教授 野　末　紀　之

1．Walter Paterの ‘Sebastian Van Storck’における透明的再生
 武庫川女子大学大学院生 川　島　彩　那

 司会　関西大学教授 高　橋　美　帆

2．ウィリアム・モリスと「石の聖書」
　　　─『人知れぬ教会の物語』の「歴史」概念を手がかりに 神戸大学学術研究員 清　川　祥　恵

 司会　武庫川女子大学教授 玉　井　　　暲

3．�e Picture of Dorian Gray における支配/被支配 京都女子大学大学院生 北　田　沙　織

第4室（文学1号館 L1-805） 司会　京都外国語短期大学准教授 荘　中　孝　之

1．Jhumpa Lahiriの“Interpreter of Maladies”考察
　　　─セクシュアリティの観点を中心に 奈良女子大学（他）非常勤講師 福　地　浩　子

 司会　関西学院大学教授 伊　藤　正　範

2．「戦争小説」として読む�e Heart of the Matter  神戸親和女子大学講師 藤　田　眞　弓

 司会　神戸市外国語大学教授 難波江　仁　美

3．ラフカディオ・ハーンにおける「人種」表象
　　　─長編小説『ユーマ』を中心に 大阪大学大学院生 舞　　　さつき

第5室（文学1号館 L1-804） 司会　同志社大学教授 白　川　恵　子

1．「統一性」に反する書物
　　　─ Poeの�e Narrative of Arthur Gordon Pymの原理 京都大学大学院生 森　本　　　光

 司会　千里金蘭大学教授 浅　井　千　晶

2．語り直されるトラウマ
　　　─ Homeにおける語りの反復と回復 関西学院大学大学院生 西　光　希　翔

 司会　神戸大学教授 西　谷　拓　哉

3．【招待発表】「死」のテーマを巡って
　　　─メルヴィル、ストウ、その他 京都大学名誉教授 福　岡　和　子
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 司会　同志社大学准教授 藤　井　　　光

4．他者への共感の可能性
　　　─ Richard Powers作品における兄弟姉妹の関係と「書く」こと

 大阪大学大学院生 林　　　日佳理

第6室（文学1号館 L1-801）

1．（発表なし）

 司会　京都工芸繊維大学准教授 深　田　　　智

2．SO NOUN構文の語法の特徴 京都大学大学院生 渡　部　文　乃

 司会　大阪大学准教授 大　森　文　子

3．英語における液体のメタファーと語彙的・語用論的意味の関わりをめぐって
 摂南大学非常勤講師 岩　橋　一　樹

4．【招待発表】ことば学の可能性 大阪大学教授 沖　田　知　子

シンポジウム　15 :10～17 :30

英米文学部門（文学2号館 L2-11）
「諷刺の精神」

 司会・講師　　　　　京都大学教授 廣　野　由美子
 講師　神戸市外国語大学教授 辻　本　庸　子
 講師　　　　京都大学准教授 小　島　基　洋
 講師　　　東京情報大学教授 茨　木　正　治

英語学部門（文学1号館 L1-802）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「日本語の統語構造を取り巻く諸問題：他言語との比較を通して」

 司会・講師　　  　　　　　大阪大学准教授 宮　本　陽　一
 講師　　  　国立国語研究所特任助教 船　越　健　志
 講師　  国立国語研究所非常勤研究員 後　藤　さやか
 講師　京都ノートルダム女子大学講師 杉　村　美　奈

総　会 17 :40より（文学2号館 L2-11）

閉会式 18 :00より（文学2号館 L2-11）
 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（公江記念講堂地階　アゼリア）　会費4,000円
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研究発表要旨

第1室（中央図書館 C-801）

第1発表  （11 :10より）

（発表なし）

 司会　神戸海星女子学院大学教授 惣　谷　美智子

第2発表  （11 :55より）

Pride and PrejudiceにおけるMiss Bingleyの機能
 武庫川女子大学大学院生 田　中　梨　恵

Jane AustenのPride and Prejudice（1813）は、18～19世紀のイギリス社会において相続権のなかっ
た女性の幸せや家柄に見合う、あるいはそれ以上の相手との結婚に関わる問題を描いている。本
発表では、ヒロインElizabeth BennetとMr. Darcyとの婚約成立への展開において提示される、女性
の立場にかかわる諸問題を、Miss Bingleyの存在とその発言に注目することにより考察を行いたい。

Miss BingleyとMr. DarcyはElizabethの直面する結婚、相続、階級の問題について相互に類似す
る考えと異なる考えをもっている。この小説では、このような共感と反発を併せ持つ二人と関わる
ことによりElizabethの根源的な考えと発展的な考えが浮き彫りにされる構造を読みとることができ
る。そこで本発表では、Miss BingleyがElizabethとMr. Darcyとの婚約・結婚の成立に対して逆説
的に貢献したという論点からMiss Bingleyの果たす役割を明らかにし、これによってこの小説のメッ
セージを探る。

 司会　神戸大学（他）非常勤講師 西　山　史　子

第3発表  （13 :30より）

George Eliotの小説における sympathyの限界
―MiddlemarchにおけるDorothea

 京都大学大学院生 石　井　昌　子
sympathyは、George Eliotの作品と生涯を理解するためのキーワードである。この言葉は彼女

の手紙やエッセイで頻出し、Eliotによれば、芸術の最大の功績は読者の心に sympathyを呼び起
こし新たな道徳的視点を涵養することである。ここでGeorge Eliotの言う sympathyは、OED （s.v. 
sympathy） の3b）「他者状態を、その人間の感情によく似た感情でもって感じ取ること：仲間意識」
を意味し、親子の愛情や恋愛も含まれ、また誤解に基づく共感も含まれると広く解釈する。

George Eliotの小説において sympathyは、つねに本人や周囲の人々を調和と道徳的行為に導くと
いう説が有力だが、sympathyが自己の identityの延長線上にある以上、sympathyがこれらと結びつ
くとは限らない。本発表は、Middlemarch （1871-72） の主人公Dorotheaについて、George Eliotの
他の小説の主人公とも比較しながら、sympathyに満ちたノーブルな心を持つDorotheaが周囲の人々
に困惑と悲しみをひき起こし、自らも大いに苦しむこと、彼女に貧しい人々への sympathyがあって
も直接的な社会貢献はできない事情について検証する。
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第4発表  （14 :15より）

Middlemarchにおける父への反逆
―Casaubonの子どもたち

 龍谷大学講師 谷　　　綾　子
MiddlemarchのヒロインDorotheaは、自身の官能性と他者に尽くしたいという利他心を統一でき

ないジレンマに陥った人物として描かれている。彼女の自我の分裂は、彼女が孤児であるという境
遇が背景にある。George Eliotは、自我とは過去や社会との結びつきを通して育まれるものと語るが、
孤児であるDorotheaは親との交流という自我の土台ともいえる過去をもたない。過去を持たない
Dorotheaの rootlessな状態は、彼女の sensuous self （官能性）と spiritual self （精神性）の分離、とい
う形で作中に表れるのだ。この分裂したDorotheaの自我の統一がMiddlemarchにおける重要なテー
マの一つになっている。

Dorotheaは失われた父を求めるかのように親子ほど年の離れたCasaubonと結婚する。多くの批
評家はCasaubonとの結婚を性的にも精神的にも不毛なものとして捉え、この結婚を否定的に語る。
しかしCasaubonはフロイト的な父親の役割を象徴的に果たしており、彼との結婚生活はDorothea
にとって成熟するため必要な過程として機能している。本発表は、父権的存在である夫Casaubon
との衝突を通して、Dorotheaの分裂した自我が統一されていく過程について検証するものである。

第2室（中央図書館 C-805） 司会　京都大学教授 水　野　眞　理

第1発表  （11 :10より）

「栄誉の書」と「いのちの書」
―『妖精の女王』における地上の功績の称賛―

 京都大学非常勤講師 足　達　賀代子
スペンサー作『妖精の女王』における「栄誉の書」（I.x.59）は、地上での功績により栄誉に与った者
の名を記した書物である。他方、「天の登録簿」（II.1.32）は、「いのちの書」（黙示録20: 12, 15）、す
なわち、最後の審判に際し、地上での功績ではなく神意と信仰によって救済に与る者の名簿である。
聖書の教えに照らせば、前者への記名は「朽ちる冠」、後者への記名は天上の「朽ちない冠」（I コリ
ント9: 25）であって、二つの書は相反する。だが、アリストテレス以来の称賛詩の伝統が考えるよ
うに、「功績は美徳のしるし」なのであれば、「栄誉の書」に記される人間の地上の功績は、詩の力
によって永遠化される。また、美徳の実践が神意であれば、「栄誉の書」に記された信仰者は、死後、
「いのちの書」への記名への希望の中で安んじて憩うことができる。「観想」が赤十字の騎士に説く
ように、また、ガイアンが巡礼に反論するように、『妖精の女王』においては、二つの書は両立する。

第2発表  （11 :55より）

鏡の中にある如く―ジョン・ダンの愛の墓場

 同志社大学嘱託講師 友　田　奈津子
自らの死の傍らに置かれ、今もセント・ポール大聖堂で立ち続ける痩せ衰えた体を屍衣に包んだジョ

ン・ダン（John Donne, 1572-1631）の墓像が示すように、ダンは死後、自分の身体がどのように変
容し、そして最後の審判の時、どのようにこの身体が復活するのかということに固執し続けた詩人

(71)
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である。本発表は、魂を肉体という牢獄に閉じ込めた邪悪なる体が、死後蛆虫の餌となるという
ルネサンスの文学の中で繰り返されてきた身体表現に対し、体をガラスの中に見るという視点で展
開する「別れ―窓ガラスの中の私の名前に寄せて」（“A Valediction: of my name, in the window”）を
中心に、多様なジャンルの作品の中で、時に「窓ガラス」、時に「鏡」、時に「グラス」、時に「時計」
というようにその性質を拡大していく“glass”を巡るダンの言説に注目し、ガラス化される透明な身
体が墓を通過し再生されるという、ダンが描き出す復活のヴィジョンを考察することを目的とする。

 司会　神戸大学准教授 奥　村　沙矢香

第3発表  （13 :30より）

E. M. Forsterの初期の作品における旅の役割
―Where Angels Fear to Treadを中心に

 京都女子大学大学院生 松　林　和佳子
本発表では、E. M. Forsterの初期の作品に見られる旅のテーマについて考察する。異国への旅を
扱ったフォースターの作品は初期から晩年まで枚挙に遑がない。これらの旅の物語を執筆順に並べ
てみると、作品の焦点が旅先の土地の様子から旅行者の体験へと推移していることに気付かされる。
注目すべきは、この変化に伴い、旅行者の帰国という新たな側面が提示されるようになる事である。
旅は旅行者にどのような影響をあたえるのか、旅行者は旅に何を期待するのか、そして旅の体験は
帰郷後の人生をも変えることができるのか、初期の短編小説群において取り上げられるようになっ
たこれらのテーマが、後の長編でどのように発展させられていくか、本発表で検討したい。その際、
主にWhere Angels Fear to Treadにおける旅の役割について考え、初期に書かれた他の作品にも言及
しつつ、フォースターが描く旅が持つ可能性を明らかにしたい。

第4発表  （14 :15より）

【招待発表】　　　　　　　　　　　　   反復する“stroke”
―『灯台へ』でリリーが得たもの

 神戸市外国語大学教授 御　輿　哲　也
『灯台へ』の中で、“stroke”という語が頻出するのは、一見当然のことのように映る。夕暮れに灯
台は決まって安定感あふれる光の“stroke”を投げかけるのだし、夫婦や親子の親密な交流を示す「愛
撫」としての“stroke”もある。さらには画家のリリーが、躊躇の果てにキャンバスに筆を振りおろす
際の“stroke”も見られよう。だが、やや意外なことに、最後の意味で“stroke”が使われるのは、たっ
た二度だけで、それも前二者の意味での“stroke”がほとんど集中的に反復して現れる場面ののち、
かなり間をおいてから、ようやく姿を見せるのだ。そこにはラムジー夫人を恍惚に導いた光の “stroke”
とリリーが画布におろした絵筆の“stroke”の屈折した関係が示唆されるのみでなく、夫人とリリーを
隔てる微妙な「距離」をさぐる手がかりも潜んでいるのではないか。両者を描く言葉に注目しながら、
二人の関係を捉えなおしてみたい。
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第3室（中央図書館 C-804） 司会　大阪市立大学教授 野　末　紀　之

第1発表  （11 :10より）

Walter Paterの ‘Sebastian Van Storck’における透明的再生
 武庫川女子大学大学院生 川　島　彩　那

Walter Paterの短編小説集 Imaginary Portraits （1887）には、相互に異なる国と時代を舞台に主人
公の一生を描いた４つの作品が収録されている。これらの中でも、主人公の特異性という点におい
て ‘Sebastian Van Storck’は興味深い。物語の主人公セバスティアンはオランダ市長の息子であり知
的で魅力的な人物だが、彼は共同体に対して無関心を貫き、自らの孤独を受容している。しかし、
知的無私という理想のために自己を抹消し、市民との関係を拒絶したにもかかわらず、セバスティ
アンの失踪後に発見される手記は彼の死後民衆に流布し、彼が記した思想は共同体に大きな影響
を与えることとなった。このセバスティアンの自己犠牲とも解釈できる死の行為によって子どもが
救われるという再生は何を意味するのだろうか。本発表では、セバスティアン固有の性質と批評的エッ
セイ ‘Diaphaneité’（1864）で論じられる「透明的性格」の類似性に注目し、結末で語られる再生の型
を透明的再生と名付け、その意味の解明を試みたい。

 司会　関西大学教授 高　橋　美　帆

第2発表  （11 :55より） 

ウィリアム・モリスと「石の聖書」
―『人知れぬ教会の物語』の「歴史」概念を手がかりに

 神戸大学学術研究員 清　川　祥　恵
William Morris（1834-96）が1856年に発表した短篇�e Story of the Unknown Churchは、前年に北

フランスのゴシック聖堂を歴訪したさいの体験に基づいて執筆された作品である。この旅の終わり
にモリスは自らの進路を当初の「聖職者」から「芸術家」（artist）に変更しており、作中で表明された
芸術観がその後の思想全体にも大きな影響を及ぼしていることは疑いがない。
したがって本発表では、聖堂が地上に可視化された天上世界として、または中世の世俗・宗教
的中央集権の象徴としてではなく、歴史的連続性を体現する芸術作品として描かれている点に着目し、
モリスがジョン・ラスキンらの著作を理論的支柱としつつ、実際にゴシック聖堂（とりわけ建物その
ものが「聖書」と称されたアミアン司教座聖堂）からどのような「物語」を読み取り、自らの作品のな
かに織りこんでいったのか、本作の「歴史」概念を手がかりとして検討したい。

 司会　武庫川女子大学教授 玉　井　　　暲

第3発表  （13 :30より）

�e Picture of Dorian Gray における支配/被支配
 京都女子大学大学院生 北　田　沙　織

Oscar Wildeの�e Picture of Dorian Gray （1891）には、「支配」や「奴隷」、「植民地」という言葉
が多く見られる。Julia M. Wrightは、Ireland, India, and Nationalism in Nineteenth-Century Literature 
（2007） の中で、ワイルドは本作品において、Dorian Grayの一個人の不道徳性を大英帝国の略奪
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行為の物語へと転換させているという見解を示しており、彼の唯一の長編小説を分析するにあたり、
支配というテーマは興味深く重要である。ワイルドのアイルランド人としてのアイデンティティを考
慮すると、この小説に支配と被支配の関係、更には主人公ドリアンの描写の中に、イギリスの植民
地政策に対する諸問題を見ることが可能ではないだろうか。魂と引き換えに永遠の若さと美を手に
入れた彼であったが、自らの美貌が保たれる一方で、彼の犯す悪は肖像画に醜悪さを帯びさせていく。
このようにしてドリアンは美と醜すなわち表と裏の2つの顔を持つことになるのである。本発表では、
支配者であると同時に被支配者でもあるドリアンにイギリスの植民地支配を重ね、表と裏の境界線
の不安定性について明らかにしたい。

第4室（文学1号館 L1-805） 司会　京都外国語短期大学准教授 荘　中　孝　之

第1発表  （11 :10より）

Jhumpa Lahiriの“Interpreter of Maladies”考察
―セクシュアリティの観点を中心に

 奈良女子大学（他）非常勤講師 福　地　浩　子
本発表は、Jhumpa Lahiriのデビュー短編集 Interpreter of Maladies （1999）から同名の短編 

“Interpreter of Maladies” をセクシュアリティの観点を中心に分析する。Lahiriがインタビューで答え
るようにこの作品は「言葉にし得ぬ心理的苦痛」を主題とし、多くの批評家がコミュニケーション
の不在という点から論じている。この短編集の主人公は多くが病気に似た、言葉にならない痛み
を共有しており、それは “Interpreter of Maladies” の病院通訳Mr. Kapasiにもアメリカ人女性旅行者
Mrs. Dasにも当てはまる。これまでの研究は二人の人物が各々夫婦関係に抱える communication 
barrierやpainについて活発に議論しているが、夫婦のmiscommunicationの根底にあるのがセクシュ
アリティである点を詳細に分析する批評は少ない。本発表はBinda Sahの論考 “Matrix of Sexuality 
in Interpreter of Maladies”（2012）を参照し、KapasiとMrs. Dasの夫婦生活破綻の原因はセクシュアリ
ティにあると論証したい。特に作品の舞台Sun Templeに着目する。官能的な女人像や巨大な車輪
を持つ馬車を模したSun Templeは太陽神に捧げられ、この作品のセクシュアリティの主題を強く示
唆する。

 司会　関西学院大学教授 伊　藤　正　範

第2発表  （11 :55より） 

「戦争小説」として読む�e Heart of the Matter

 神戸親和女子大学講師 藤　田　眞　弓
Graham Greeneの�e Heart of the Matter （1948）はScobieの苦悩の過程を彼の「憐憫」（pity）の情

に焦点を当てて描いているが、その舞台が第二次世界大戦中の植民地という緊迫した社会状況で
あるにも関わらず、その緊迫感は物語の背景として活かされることもなければ、Scobieの苦悩との
関わり合いの上で描かれてもいないことがしばしば指摘されてきた。しかし、本発表は本作がその
舞台と歴史的背景を第二次世界大戦中の植民都市に持っていることは妥当であるという立場を取っ
た上で、従来Scobieの苦悩と信仰の問題との関係でばかり議論されてきた「憐憫」の概念が、実は
二つの世界大戦と英文学を論じる際のキーワードでもあることに注目し、�e Heart of the Matterに
おいて第二次世界大戦は不在ではないことを検証する。また、本作に見られるGreeneの第二次世
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界大戦に対するオブセッションは彼が1950年代以降に執筆した作品と如何に関わっているかも考
察したい。

 司会　神戸市外国語大学教授 難波江　仁　美

第3発表  （13 :30より）

ラフカディオ・ハーンにおける「人種」表象
―長編小説『ユーマ』を中心に

 大阪大学大学院生 舞　　　さつき
グローバル化が進む現代世界の社会や文化において、その裏側で起こるハイブリッド化やクレオー
ル化という概念が重要視されてきている。ラフカディオ・ハーン（1850年～1904年）は小泉八雲と
しても知られる作家であり、日本で広く親しまれているが、1890年に来日する前にも、アメリカの
シンシナティやニューオーリーンズ、そして仏領西インド諸島のマルティニークで多くの作品を残し
ている。しかし、ハーンの日本時代の作品については数多くの研究がなされている一方、それ以前
の作品に関する研究は決して多くはない。ニューオーリーンズや西インド諸島滞在時期の彼の作品
には、クレオール（特に女性）についての記述が数多く見られる。本発表はこれらの記述に注目し、
ハーンの西インド諸島滞在（1887年～1889年）の最終段階で書かれた『ユーマ（Youma）』を主な対
象として、このテクストに見られるハーンの「人種」表象を分析・考察していく。

第5室（文学1号館 L1-804） 司会　同志社大学教授 白　川　恵　子

第1発表  （11 :10より）

「統一性」に反する書物
―Poeの�e Narrative of Arthur Gordon Pymの原理

 京都大学大学院生 森　本　　　光
作家Edgar Allan Poeは詩論 “The Philosophy of Composition” の中で自身の創作態度を示しつつ、

文学作品の長さと効果の「統一性」の関係について述べている。Poeによれば、文学作品にとって重
要なのは作品の美的形式とそれが読者に与える統一された効果である。したがって、作者が狙った
効果を与えることができる短い詩や短編こそ最も優れた形式なのであり、一気に読み切ることので
きない長い作品は、本来持つべき「全体性」や「統一性」を失ってしまう。この詩論は、Poe自身の
詩や短編の創作姿勢が明確に表れた散文としてこれまで読まれてきた。しかし、Poeが提起した作
品の長さと形式の「統一性」の問題は、長編作品も含めた文学一般の評価についての重要な問いを
含んでいるように思われる。したがって本発表ではこの問いを起点にし、Poe自身が書いた長編�e 
Narrative of Arthur Gordon Pymを素材として取りあげ、文学作品にとっての形式や「統一性」の問題
を考察する。
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 司会　千里金蘭大学教授 浅　井　千　晶

第2発表  （11 :55より） 

語り直されるトラウマ
―Homeにおける語りの反復と回復

 関西学院大学大学院生 西　光　希　翔
Toni Morrisonは数々の作品で「語りえぬこと」を語ろうとしてきた。「いかに語るか」は、Morrison

の作品において極めて大きな意味を持つ。Home （2012）において、主人公である、朝鮮戦争の帰還
兵Frank Moneyは戦場での体験がトラウマとなっている。彼はいたるところに、目の前で死んでいっ
た友人たちの姿を見てしまう。トラウマは記憶の中に深く根をはり、本人の意思に関係なく反復さ
れるのである。しかし本作品においては、トラウマ記憶の反復は回復の希望へと繋がっている。その
カギは「語り」の仕掛けにある。聞き手 “you”に向けたFrankによる一人称の語りと、「作者」による
三人称の語りが交互に編み合わされ、両者の語りが交錯していくなかで、「語りえぬ」出来事は姿を
変え、その核心に近づいてゆく。語り直されることによって、トラウマに翻弄されるFrankは語りの
主体として立ち上がり、回復へと向かうのである。本発表では、Homeにおけるトラウマ的出来事の
語り直しに焦点をあて、反復が回復へと繋がっていることを明らかにしたい。

 司会　神戸大学教授 西　谷　拓　哉

第3発表  （13 :30より）

【招待発表】  　　　   「死」のテーマを巡って
―メルヴィル、ストウ、その他

 京都大学名誉教授 福　岡　和　子
ハーマン・メルヴィルは生涯において多くの「死」を体験した。彼の人生に多大なる影響を及ぼ
す父親の死に始まり、兄、二人の息子の死、いずれもが尋常ならざる死であった。また家を出て
職を転々としたメルヴィルは、数々の死に遭遇する。「死」はメルヴィルの作品において無視しがた
い要素となった。メルヴィルと「死」の結びつきを考察するにあたって、彼の生きた19世紀前半が
アメリカ社会における「死」の概念がまさしく転換を迎えた時期であったことを考慮に入れなければ
ならないだろう。罪の意識に苛まれ恐怖に満ちた恐ろしい「死」から、至福に包まれた聖なる喜び
の「死」へと、「死」に対する思いは大きく変化したのである。本発表では、メルヴィル作品におけ
る「死」の描写を、当時のストウを中心とした女性作家たちの「死」の描写と比較検討しながら、メ
ルヴィル作品の独自性を見ていく予定である。

 司会　同志社大学准教授 藤　井　　　光

第4発表  （14 :15より）

他者への共感の可能性
―Richard Powers作品における兄弟姉妹の関係と「書く」こと

 大阪大学大学院生 林　　　日佳理
Richard Powersの作品には何らかの形で兄弟姉妹の関係が描かれることが多い。これまでの
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Powers論では、彼がいかにフィクションの世界に歴史・科学・音楽などの他分野を融合させている
かに重点が置かれ、個々の人物同士の関係の仕方についてこの兄弟姉妹の関係が取り上げられる
ことはなかった。しかし、複数の筋や視点を絡め合わせることを特徴とするPowersの作品において、
それらの視点人物となるキャラクターたちの兄弟姉妹の関係に注目しなければ、その狙いを十分に
考察することができない。本発表では、Prisoner’ s Dilemma （1988）、�e Time of Our Singing （2003）、
�e Echo Maker （2006）を中心に、兄弟姉妹を関係づける「書きもの」の書き手がとり得る視点の複
数性と解釈の多様性について、さらに他者に対する共感の可能性と不可能性について、作品ごと
の変化を追いながら、Powersの描く兄弟姉妹の関係が究極的には家族の外のあらゆる他者との関
わり方を提案するものであるとして考察する。

第6室（文学1号館 L1-801）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第1発表  （11 :10より）

（発表なし）

 司会　京都工芸繊維大学准教授 深　田　　　智

第2発表  （11 :55より）

SO NOUN構文の語法の特徴

 京都大学大学院生 渡　部　文　乃
SO NOUN構文（that is so last year, these are so Audrey Hepburn, you are so Hollywood, you are so 

moneyなど）とは現代英語における新規の構文で、大抵単数の名詞を強調語 soが直接修飾し、主
語（X）が名詞（N）のなんらかの特徴をもつ（Nらしい）という意味に解釈されるものである。本発
表の目的は、この構文の意味と統語に関する不明確な箇所を明らかにすることにある。今回は、
英語母語話者に行ったアンケート調査の結果と、コーパスとインターネット上の資料を用い、こ
の構文の強調語 soの強調の意味の有無とニュアンス（positiveかnegativeか）、そして同構文の機
能がどの程度形容詞と類似しているかという点に言及する。先行研究 （Gonzálvez-García 2014） に
倣って名詞の意味内容で分類しながらも、同時に個々の名詞を一つ一つ観察する。主としてコー
パス上で頻度の高かった、時に関するもの （the SO TIME construction）、人に関するもの （the SO 
PERSON construction）、場所に関するもの （the SO PLACE construction）、名詞がmoneyのもの （the 
SO MONEY construction） に集中して分析を行う。

 司会　大阪大学准教授 大　森　文　子

第3発表  （13 :30より）

英語における液体のメタファーと語彙的・語用論的意味の関わりをめぐって

 摂南大学非常勤講師 岩　橋　一　樹
英語では、概念メタファーの観点から、身体が容器として捉えられ、感情が容器に入った液体
と捉えられてきた（Kövecses （1991））。また、強い感情は大量の水の激しい流れの観点から捉えら
れてきた （大森（2004）, Omori（2008））。しかし、液体の量や流れが明示されていない場合に、液体
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自体を指す名詞から相反する感情が理解されることはこれまで説明されてこなかった。そこで、本
発表ではこのような事実を分析する。それによると、意味理解の際に読み手は、液体を指す個々の
単語が本来有する語彙的意味だけでなく、液体の流動性に対する捉え方が文脈によって異なるこ
とも踏まえて意味解釈を行う。また、それに伴って、液体を指す同じ名詞から好ましい感情もそ
うでない感情も理解される。

第4発表  （14 :15より）

【招待発表】　　　　　　　　　　　  ことば学の可能性

 大阪大学教授 沖　田　知　子
本発表では、分析的な言語学とは趣を変え、総合的なことば学の可能性について考えてみたい。
ことば学は、語用論、文体論やその他隣接する研究分野に亘る幅広い視界から、使われたことば
と心の関係を扱うものである。書き手や話し手が「見せる」ことばにどのような心を込め、読み手
や聞き手がその心をどのように読み解くのか、そのやり取りを双方向から扱おうとするものである。
見せることばには、書き手や話し手が意図的に語、視点や構図を選択してその心を織り込んでい
たりする。一方、読み手や聞き手は、このような発信に潜む仕掛けも意識し、コンテクストなどを
利用しながら書き手や話し手の心に迫り、それに対する自らの態度なども勘案しつつ「みなす」心
を撚り出そうとする。このような生きたことばのやり取りの諸相を、具体的な例を取り上げてみて
いき、ことば学の可能性について考察を試みたい。
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シンポジウム要旨

英米文学部門（文学2号館 L2-11）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「諷刺の精神」
 司会・講師　　　　　京都大学教授 廣　野　由美子
 講師　神戸市外国語大学教授 辻　本　庸　子
 講師　　　　京都大学准教授 小　島　基　洋
 講師　　　東京情報大学教授 茨　木　正　治

今年一月にパリで起きたシャルリ・エブド事件は、背後に複雑な政治的・宗教的事情が絡んでい
るため、たんに「〈表現の自由〉を掲げるフランスと、諷刺画による〈冒瀆〉に反発するイスラーム世
界」という図式に置き換えることは危険である。しかし、この事件は、今回のシンポジウムのテーマ
に関連して、少なくとも次のことを示唆してくれる。諷刺は、対象を刺激する鋭い攻撃性をもつこと。
「笑い」という表現上の一手段である諷刺は、時として物議をかもし、世上を動かす大きなエネルギー
を秘めていること（相手の激しい怒りを煽る諷刺は、文字通り命がけの行為でさえある）。そこで、「諷
刺の精神」とは何かという問題を、それぞれの専門領域から探ってみる。まず、〈文学〉形式に重点
を置いて、廣野が18～19世紀のイギリス小説、辻本氏が19世紀アメリカ小説、小島氏が20～21
世紀のイギリス小説・映画の領域から、具体的な作品を取り上げて考察し、次に、〈諷刺画〉のジャ
ンルについて、マス・コミュニケーション論専門の茨木氏が、視覚的観点からこの問題に迫る。そ
れによって、古い歴史をもつ〈諷刺〉という表現方法について、改めてその根本精神を問い直す機
会としたい。

オースティン文学における〈諷刺〉の伝統と変容
―『ノーサンガー・アビー』を中心に

 京都大学教授 廣　野　由美子
18世紀は、ドライデンやポープの詩、スウィフトの散文をはじめとする作品が際立ち、イギリス

における諷刺文学の黄金時代とされる。18世紀終わりから19世紀はじめにかけて創作活動を行っ
たジェイン・オースティンは、そのような前世紀のジャンル・方法の流れを汲み、新しい世紀のリ
アリズム小説へと受け渡すと同時に、男性の領域に属していた〈諷刺〉を、女性を主体とした表現
媒体へと転換したという点でも、重要な地点に位置する作家である。
そこで、オースティンの初期作品『ノーサンガー・アビー』を取り上げて、当時流行していたゴシッ

ク小説へのパロディや、『ドン・キホーテ』のパスティーシュといった方法が用いられている本作品
の戦略を検討するとともに、人間の弱点や愚かさを暴き、嘲笑するという伝統的な諷刺の特性が、
いかに独自の文学性へと発展しているかを探る。さらに、オースティン文学全体を貫く〈諷刺〉の
精神が、中期・後期作品においてどのように変容していっているかという問題についても、あわせ
て考察したい。
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トウェインと諷刺
―『ハックルベリー・フィンの冒険』における「ごっこ」遊び

 神戸市外国語大学教授 辻　本　庸　子
マーク・トウェインは、同時代のアメリカ作家の中でもとりわけ批判精神、社会意識の強い作家
とみなされている。20世紀初頭、作家の最晩年期には、帝国主義の兆候が顕著な欧米列強の政治
動向に、するどい諷刺の矛先を向けた。しかしながら本発表では、この晩年の政治諷刺ではなく、
彼の代表作『ハックルベリー・フィンの冒険』における諷刺を考えてみたい。
このミシシッピ川を舞台にした冒険譚において、トム・ソーヤが登場してくる結末部は、逃亡奴
隷の「救出ごっこ」ともいうべき茶番劇となっており、その結末の是非について意見が大きく分かれ
ている。しかしこの「ごっこ」遊びともいうべき部分から、この作品の諷刺の特性が明らかになるの
ではないか。作品に一貫して流れる「金（かね）」のモチーフに着目しながら、「ごっこ」遊びの意味
を考え、そこからトウェインの諷刺の特質を解明してみたい。

仮面の微笑、地下鉄の疾走
―V for Vendettaと英国20世紀ディストピア小説の系譜

 京都大学准教授 小　島　基　洋
テロリストVは微笑みを浮かべた仮面をかぶって地下鉄に横たわる―全体主義国家イングラン

ドを描いた映画V for Vendetta （2006）のクライマックスでは、Vを乗せた地下鉄が大量の火薬を積ん
で国会議事堂に向かう。
本発表では、（9. 11 以降の想像力とも共振した）21世紀のディストピア映画V for Vendettaを20世

紀の英国小説の系譜上で考察する。英国のフィクションは、国家の圧政とそれに抵抗する個人の
物語を執拗に描いてきた。その結末が（米国のフィクションと違い）敗北を運命づけられている以上、
英国ディストピア小説の物語群は、諷刺精神の限界点を描くジャンルでもある。
主人公たちは、いかにして〈笑い〉続けることができるのか―Brave New World （1932）, Nineteen 

Eighty-Four （1949）からA Clockwork Orange （1962）まで、主人公たちの足取りを執拗に追い（キー
ワードは足）、テロリストVの最期を論じる。

新聞諷刺画にみる〈諷刺〉
―横山泰三「社会戯評」を手掛かりに

 東京情報大学教授 茨　木　正　治
本報告では「笑い」（ユーモア）の一類型として、「社会規範」の逸脱をとがめる攻撃性の「笑い」攻

撃的な「笑い」＝諷刺と位置づけ、そうした攻撃性が諷刺画ではどのように描かれているのかを語る。
次いで、他の文字媒体ではどういった違いがあるかを比較する。その際に、諷刺画における吹き出
しや見出し、画像内での説明語句などの文字情報に着目する。また、近代諷刺画は新聞や雑誌といっ
た文字情報を主とするマス・メディアを掲載媒体として発達した。これを踏まえて、可能であれば、
諷刺画が扱うテーマを語った記事や論説等の画像外の文字情報との比較を通じて、諷刺の精神に
迫りたい。
具体的には、横山泰三『社会戯評』（『朝日新聞』1954年2月1日～1992年12月31日掲載）を素材

にして、世相諷刺画としての特徴を概観し、作品が描く個別諸事件を取り上げて、新聞掲載メディ
アという属性を考慮しつつ諷刺性を考察する。
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英語学部門（文学1号館 L1-802）

「日本語の統語構造を取り巻く諸問題：他言語との比較を通して」
 司会・講師　  　　　　　　大阪大学准教授 宮　本　陽　一
 講師　  　　国立国語研究所特任助教 船　越　健　志
 講師  　国立国語研究所非常勤研究員 後　藤　さやか
 講師　京都ノートルダム女子大学講師 杉　村　美　奈

ミニマリストプログラム（Chomsky 1995, 2000, 2013等）では、原理とパラメータのアプローチ
（Chomsky 1981）においてUGの属性として捉えられてきた自然言語の特性がどこまで一般的な自
然法則（第3要因）に還元されるかが主な研究課題である。この研究指針に従って言語間差異をど
のように捉えるべきかについては、近年、Smith and Law （2009）、Obata, Epstein and Baptista （2015） 
等において提案がなされている。ここで、言語間差異を捉えるためには個別言語の特性が明らかに
されていなければならないことはいうまでもない。
そこで、本シンポジウムは、現ミニマリストプログラムの枠組みにおいて句構造、削除現象、移動
現象の3つの観点から日本語の統語的特性を解明することを目的とする。さらに比較統語論の観点
から、英語を含めた他言語に対してどのような帰結が得られるかを考えてみたい。

付加詞脱落と擬似空所化

 国立国語研究所特任助教 船　越　健　志
近年、Abe （2014）, Funakoshi （2014）, Hayashi and Fujii （2015）などの研究から、日本語におい
て付加詞脱落（adjunct drop）が一定の条件のもとで可能であることが明らかになってきた。これら
の研究では、付加詞脱落のデータを説明するためには、Oku （1998）以来、日本語において不可能
であるとされてきた動詞残留型動詞句省略 （verb-stranding VP ellipsis: VVPE）が、実際は可能であ
ると仮定せざるを得ないと結論されている。本発表の目的は、付加詞脱落のVVPE分析の問題点
を検討しそれを解決することによって、当該分析により強固な経験的基盤を与えることである。具
体的には、VVPE siteからの摘出不可能性を示唆するデータを検討する。本発表では、摘出される
要素に対照焦点を置きさえすれば、VVPE siteからの摘出が許されることを示すデータを提示する。
これは英語の擬似空所化（pseudogapping）の適格条件と一致する。擬似空所化を動詞句省略の一
種と考えるのが現在最も標準的な分析である（Lasnik 1995など）。したがって、本発表で提示するデー
タは付加詞脱落のVVPE分析を支持するものであると主張する。

弱交差に関する言語間の差異について

 国立国語研究所非常勤研究員 後　藤　さやか
英語では、‘Who does his mother love?’という文が束縛変更解釈を許さないことから、目的語が束
縛代名詞を含む主語を越えて移動した際に弱交差現象が見られることがわかる。ところが英語以外
の言語に目をむけてみると、ドイツ語、日本語、韓国語、ヒンディー語、トルコ語、タミル語、テ
ルグ語、ワルピリ語、ハンガリー語、セルボ・クロアチア語などでは、上記の英語の文と同様に目
的語が主語を越えて移動した際には、弱交差現象が見られないことが報告されている。本研究では、
生成文法の枠組みのもとで、弱交差現象の有無をA/A'という概念を用いずに説明する新たな分析
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を提示すると共に、その分析から予測される帰結として、言語間に見られる弱交差の有無について
の違いが出てくることを示す。

再構築現象：「に」節の考察を中心に

 京都ノートルダム女子大学講師 杉　村　美　奈
 大阪大学准教授 宮　本　陽　一
本発表では、現ミニマリストプログラムの枠組みにおいて再構築（restructuring）現象に焦点をあて、
日本語に特有とされる「が」格目的語と「を」格目的語の間に見られる格認可の構造的差異に言及する。
特に、再構築動詞の補部である目的節（purpose clause）に注目し、目的節を導く接辞「に」を中心
に考察する。具体的には、埋め込み節の見せる統語的振る舞いをもとに「に」が独立した統語主要
部であると仮定し、「が」格目的語は「に」節外に、「を」格目的語は「に」節内に位置することを提
案する。「に」節の構造を明らかにすることは、（I）目的節への付加詞結合の可否、（II）接辞「て」を
伴った補部節および「に」を伴うにも関わらず異なった統語的・意味的振る舞いを見せる埋め込み
節との差別化にも新たな洞察を与えることになる。さらに、再構築現象が日本語のみならず他言語
においても広く見られる現象であることから、比較統語論的な観点からの示唆も行いたい。
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