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日本英文学会関西支部第13回大会プログラム
日時：2018年12月8日（土）  11 :00より　   　　　　　　　　　
会場：神戸女学院大学（〒662‒8505  兵庫県西宮市岡田山4‒1）

大会受付 10 :00より（文学館1階L10教室前）　受付、懇親会費納入

開 会  式 11 :00より（文学部1号館2階LA1‒21教室）
 挨拶　　　　日本英文学会関西支部支部長 新　野　　　緑

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 （文学館1階L3教室） 司会　大阪大学准教授 中　村　未　樹

1． Shylock ―血に飢えた獣か、処刑された異教徒か―　　　　　　
 関西学院大学大学院生 廣　野　允　紀

2.　イアーゴーの欲望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 神戸大学大学院生 山　口　ひかり

 司会　武庫川女子大学教授 前　原　澄　子

3． 【招待発表】18世紀後半のシェイクスピア編集クラブ
 奈良女子大学教授 西　出　良　郎

4． マーストン劇のパラテキストと諷刺家マーストンの戦略
 甲南大学准教授 杉　浦　裕　子

第2室 （文学館1階L7教室） 司会　京都大学教授 水　野　眞　理

1． 支配者の二つの顔
　　　―C. S. ルイスの『ライオンと魔女（�e Lion, the Witch and the Wardrobe）』における白い魔女の表象―
 近畿大学非常勤講師 野　田　ゆりこ

 司会　同志社大学教授 川　島　　　健

2． トルコ風呂とガラスのパビリオン
　　　―Misalliance に見るドメスティック・スペースへの侵入―
 関西学院大学大学院生 松　本　望　希
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 司会　京都大学教授 桂　山　康　司

3． パウンドと創造の春―死を越えて―
 奈良女子大学大学院生 橘　　　真　紀

4． シェイクスピアの『ソネット集』における ‘an economy of words’
　　　―自己について語りつつ、語らずとも語るもの―
 龍谷大学非常勤講師 田　中　敦　子

第3室 （文学館2階L20教室） 司会　近畿大学准教授 西　垣　佐　理

1． 自己を「演じる」
　　　―『ダニエル・デロンダ』におけるグウェンドリンをめぐって―
 神戸女学院大学非常勤講師 佐　藤　エ　リ

2． 「蘇り」としての歴史小説
　　　―『二都物語』と解釈行為―
 神戸大学大学院生 筒　井　瑞　貴

 司会　近畿大学教授 吉　田　幸　治

3． 英語の副詞と類像性について
 摂南大学専任講師 鈴　木　大　介

4． 【招待発表】期間の副詞句 for と since 句と現在完了形の用法
 和歌山大学准教授 西　山　淳　子

第4室 （文学館2階L22教室） 司会　近畿大学准教授 高　橋　路　子

1． 『歳月』の最終章「現代」の再検討
 奈良女子大学大学院生 豊　田　麻　美

2． 「シェイクスピアの妹達」を探して
　　　―『ジェイコブの部屋』が語る女性―
 神戸市外国語大学大学院生 中　土　井　智

 司会　関西学院大学教授 伊　藤　正　範

3． その電信的文体の愚かしさ
　　　―『闇の奥』と同時代のメディアテクノロジー―
 広島大学准教授 榎　田　一　路

4． （発表なし）
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第5室 （文学館2階L23室） 司会　立命館大学教授 竹　村　はるみ

1． （発表なし）

2． 【招待発表】 17世紀英国におけるジョン・ディーの評価
 奈良女子大学教授 横　山　茂　雄

 司会　同志社大学教授 金　津　和　美

3． Mary Shelley, �e Last Man における書くことと生きること
 武庫川女子大学附属中学・高校講師 野　間　由梨花

4． 歴史言説からの19世紀中世主義の再理解
 高知大学准教授 関　　　良　子

第6室 （文学館2階L24教室） 司会　相愛大学名誉教授 山　下　　　昇

1． アンソロジー Negro にみる白人による黒人擁護
　　　―“Nigger Jeff” を中心に―
 京都大学大学院生 小　林　亜由美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2． Hisaye Yamamoto の二短編 “Seventeen Syllables” と “Yoneko’s Earthquake” における
　  キリスト教的含意と異人種間関係
 神戸大学大学院生 古　川　拓　磨

 司会　佛教大学教授 野　間　正　二

3． J. D. Salinger のカウンター・カルチャー的表象
　　　―“Hapworth 16, 1924” におけるSeymour のブックリストをめぐって―
 神戸大学大学院生 尾　田　知　子

 司会　京都学園大学教授 古　木　圭　子

4． 【招待発表】覚醒のヴィジョン
　　　―August Wilson の「20世紀サイクル」における「骨の街」／「骨の人々」―
 大阪大学教授 貴　志　雅　之

第7室 （文学館2階L38教室） 司会　立命館大学教授 吉　田　恭　子

1． （発表なし）
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2． 爆発する糞便
　　　―Salman Rushdie の Midnight’s Children における摂食と排泄のエコノミー―
 大阪大学大学院生 石　倉　綾　乃

 司会　関西学院大学准教授 高　村　峰　生
3． ‘orphans’ が結ぶ世界
　　　―カズオ・イシグロの When We Were Orphans で表象される「孤児」の役割―
 武庫川女子大学大学院生 岩　本　朱　未

4． �e Buried Giant にみられる両価感情
　　　―復讐者たちが示す和解の可能性―
 京都女子大学非常勤講師 神　尾　春　香

シンポジウム　15 :10～17 :30

英米文学部門 （文学部1号館2階LA1-21教室）　

いま、イシグロを読む
 司会　京都外国語短期大学教授 荘　中　孝　之
 講師　　　　大阪大学大学院生 中　嶋　彩　佳
 講師　　　　　　関西大学教授 板　倉　厳一郎
 講師　　　　　　東京大学教授 田　尻　芳　樹

英語学部門 （文学館2階L28教室）

英語構文への認知言語学的アプローチ ―歴史・コーパス・インタラクション―
 司会・講師　神戸女子大学准教授 南　　　佑　亮
 講師　　環太平洋大学講師 森　下　裕　三 
 講師　札幌学院大学准教授 眞　田　敬　介

総　会 17 :40より（文学部1号館2階LA1-21教室）

閉会式 18 :00より（文学部1号館2階LA1-21教室）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　挨拶 日本英文学会関西支部副支部長 竹　村　はるみ
懇親会 18 :40より（レストラン：テアトル  ル・ボア［兵庫県立芸術文化センター2階］）
 会費5,000円
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大会準備委員

委 員  長：　川島　伸博（龍谷大学・英文学）
副委員長：　勝山　貴之（同志社大学・英文学）

英文学部門委員：
　　奥村　沙矢香（神戸大学）　　　　　　　　　小島　基洋（京都大学）

米文学部門委員：
　　中村　善雄（ノートルダム清心女子大学）　　松岡　信哉（龍谷大学）

英語学部門委員：
　　谷口　一美（京都大学）　　　　　　　　　　吉田　幸治（近畿大学）

開催校委員：
　　和氣　節子（神戸女学院大学）

（五十音順、敬称略）
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