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第 2１号

毅彦

にあてはまるらしい。天敵のヒトデに

やオヨギイソギンチャクとやらがそれ

たらたしかにフウセンイソギンチャク

付いてるあれが……」と思った。調べ

らくなことではないよ。
」（金子光晴）

て／（中略）／だが、ゆられるのは、

想は「ゆられ、ゆられ／もまれもまれ

れ出されたらどうなるだろう。次の連

泳ぎ出したはよいがそのまま外海に連

話はイソギンチャクに戻って――。

ていったのだった。

人公は殺気を帯びて中也に飛びかかっ

大橋

イソギンチャクとクラゲ――支部長職を終えるにあたって

先日ＴＶでイソギンチャクの泳ぐ姿

襲われた時にそういう行動をとるとの

という言葉を口にするクラゲの身上へ

を見て「へえー、潮溜まりの岩に貼り

ことだが、中にはいつまでも同じ場所

そうして、ずいぶん前の映画「火宅の

から「腰巾着」という語を招き寄せる。

言葉の相似による連想は「磯巾着」

くらげ渚に／うちあげられ／玻璃のご

ることの証しだとしたら、
「秋なれば／

自分が「磯巾着」
「腰巾着」状態を脱す

かろう。でも、そのしんどさや痛さが、

ってくる海水だってひりつくように痛

と飛ぶ。漂うことのしんどさ。
「外から

にとどまっていることが厭になって、

人」の一場面も。中野の酒場「おかめ」

とくなりて死す」
（室生犀星）となった

ついふらふらと触手を振って泳ぎ出す

での乱闘事件を脚色したこのシーンで、

っていいのではないだろうか。

も透いてみえる」ようになった体に入

真田広之演じる中原中也に絡まれ「太

奴もいるんじゃないか。

宰の腰巾着は黙ってろい」という言葉
を浴びせられた途端、緒方拳演じる主
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西南戦争中からジャーナリズムによ

平石 岳

徳冨蘆花「灰燼」と〈西郷隆盛〉

〔発表要旨〕

杉岡 歩美

於・武庫川女子大学
春季大会
六月六日（土） 午後一時より

玉井 暲

平石 岳

徳冨蘆花「灰燼」と〈西郷隆盛〉
『草枕』

原田 のぞみ

―オフェリヤの「合掌」を中心に
「文章世界」の小説指導
―田山花袋編『二十二篇』に見る
その傾向
山本 歩
太宰治「きりぎりす」の一考察
― 「背骨にしま」われた「私」の葛藤
山田 佳奈

って喧伝された西郷隆盛らの戦闘は、

錦絵や絵本によって物語化され、西郷

の死後も「西郷星」や生存説が度々噂

になり、正三位も追贈された。このよ

うな〈西郷隆盛〉の世論人気と社会的

復権は、明治三一年の上野公園西郷隆

盛像に結実することになった。しかし、

犬を連れた兵児帯姿のこの銅像は、小

本発表では、上野西郷像落成前後の

騒動を引き起こすことになる。

雑誌新聞言説を確認し、その上で徳冨

蘆花「灰燼」（明治三三年三月）にお

いて、「疫病神」「福神様」と変転す

る〈西郷〉の評価に注目する。「灰燼」

では、西南戦争に西郷側として従軍し

た上田茂が、家名を楯に自刃を迫られ

た後、「村の悪感」が上田家に向けら

れ、その際の「言葉」「囁」は、「幸

福な者」「嫌な者」と変転する。それ

は、作品内での〈西郷〉への評価に重

ね合わせられており、「叛逆者」であ

り「英雄」でもあるという〈西郷〉の
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上で、西郷びいきの蘆花が、新聞小説

がら自説を展開していく『国民新聞』

へと「変節」し、強烈な批判を受けな

する。実兄蘇峰が帝国主義・膨張主義

発表では初出の『国民新聞』版を参照

価を得ている「灰燼」ではあるが、本

と人生』の巻頭作としてある程度の評

ベストセラーとなった作品集『自然

枕』での「合掌」は、西洋キリスト教

和子）とも言われてきた。しかし『草

そんな不注意をおかす「余」」（中山

田愛）「画工であるにもかかわらず、

の誤りにすぎなかったのだろうか」
（前

だのだろうか。あるいは、ただの記憶

なかった祈りの手を作為的に持ちこん

枕』のテクストに、ミレーの原画には

の「合掌」については、「漱石は『草

フィーリア」（一八五一～一八五二）

『草枕』におけるＪ・Ｅ・ミレイ「オ

や強迫観念のなかにある生死観のテー

あるが、その背後には、漱石の無意識

ばよい」として書かれた『草枕』では

美しい感じが読者の頭に残りさえすれ

のイメージが絡み合っており、「ただ

や「南無阿弥陀仏」など仏教的な救い

る水死の女性のイメージには「功徳」

思われる。他にも、『草枕』に登場す

と仏教的要素の対比がなされていると

る画題との間にも、キリスト教的要素

レイ「オフィーリア」と画工の構想す

様々な東西の事物が対比されるが、ミ

二面性が巧みに用いられているのであ

としての「灰燼」をどのように構成し

美 術 に お け る オラ ン ス の 翻訳 と 思わ

れ て い な か っ た蘆 花 の メ ディ ア 意識

原画にある、魂の救済のポーズにも注

れ、漱石はミレイ「オフィーリア」の

れる。

マも潜んでいるのではないかと推測さ

る。

ていったのか。これまであまり注意さ
と、民友社作家としての文学的営為を

意を払っていたことが窺える。
溺死する直前に「合掌」（オランス）
して川を流れるミレイ「オフィーリア」
に対し、画工は「ミレーはミレー、余
は余であるから、余は余の興味を以て、
一つ風流な土左衛門をかいて見たい」
として、苦しみなく楽しげに「往生」

山本 歩

に見るその傾向

―田山花袋編『二十二篇』

「文章世界」の小説指導

探りたい。

『草枕』
― オフェリヤの「合掌」を中心に
原田 のぞみ

する那美を画題に選ぶ。『草枕』では
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三年一月に花袋選として刊行された、

するものである。とりわけ、明治四十

における小説の指導形態について考察

として、博文館投書雑誌「文章世界」

本発表は、田山花袋研究からの展開

ち教育者として見做されたことだろう。

を支えたのは、作家が「先生」すなわ

こととなる。一方、その指導の絶対性

方で、それは作品内容を限定していく

為に、自己慰藉以上の意義を与える一

ととなった。彼ら彼女らの〈書く〉行

―「背骨にしま」われた

太宰治「きりぎりす」の一考察

そのような言説にこそ、
「文章世界」の

に生活する彼ら彼女らの生を肯定する、

す。
」の一文で始まるこの小説は、画家

潮 」に 発表 された 。「 おわ かれ 致しま

（一九四〇）年十一月一日発行の「新

太宰治「きりぎりす」は、昭和十五

山田 佳奈

「私」の葛藤

投書傑作選『二十二篇』を中心に論じ

小説の創作法を矯正し、折々には地方

めとして「文章世界」常連投書家、計

誘引力はあったと思われる。

『二十二篇』には、水野仙子をはじ

たい。

十三名二十二作品が収録された。元よ

で夫の「あなた」との結婚生活を振り

れている。中でも「私」が、
「小さいき

返る「私」の、女性一人称語りで描か
めた。その意義と弊害を具体化すると

りぎりす」を「背骨にしまって生きて

誌上の言説は、編集者前田晁をして

ぐったものだ。すなわち、花袋の求め

ともに、埋もれていった「投書家」た

「きりぎりす」は、同時代から現在

行こう」とする最後の場面は印象深い。

「主義の宣伝と使徒の養成」と言わし

る文学青年像に基づき選抜されている。

ちの存在を明らかにもしていきたい。

り、
「文章世界」上で花袋が選者をして

作品は、①ローカルな事象の「観察」
「描

いた「懸賞小説」欄の受賞作を選りす

写」、②生活の倦みや寂寞を主題とする、

（
『二十二篇』は現在、国立国会図書館

がなされ、
「私」は常に〈反俗〉の役割

まで、
〈俗〉と〈反俗〉をめぐって議論

③感傷の排除、という事項を含有して

ウェブサイト「近代デジタルライブラ

おり、そこに花袋が育成しようとした

打ち破るべく、
〈読者〉を問題視する。

を担ってきた。本発表ではこの構図を

花袋の小説選評は、彼自身の主張の

具体的には、①太宰らしき人物を視点

リー」から閲覧が可能である。
）

変遷と、本質的な趣味に左右されなが

人物とする癖、②男性中心主義に基づ

作家像が見てとれる。

らも、投書家に一定の傾向を強いるこ

-4-

いて読む癖、読者のこれらの癖が、
「あ
なた」の視点で語りを読解する原因に
なっていることを述べる。しかし、
「き
りぎりす」が女性一人称語りである以

中島敦《南島譚》考
―〈病〉と〈南洋〉

忠雄『南洋群島の研究』には、
「日本時

代に於ては、医療機関の増加は普通教

育 機 関 の 増 加 と相 併 ぶ 二 大文 化 的施

設」とある。ここから南洋庁が、
「教育」

から語りを検討すると、存在意義を認

から捉えるべきである。こうした観点

と、昭和十七年十二月に〈南洋もの〉

和十六年六月～昭和十七年三月）のあ

中島敦は自身の〈南洋行〉体験（昭

ド が共 通し ている と指 摘した い 。「幸

「鶏」の三篇に〈病〉というキーワー

そのうえで、中島の「幸福」「夫婦」

療」を重視した方針が見受けられよう。

と並ぶ「島民教化」の方法として「医

めてほしい思いと、自立が難しい現実

として《南島譚》との総題のもとで「幸

福」には「文化」のもたらした「悪い

杉岡 歩美

との間に生じた「私」の葛藤が明らか

福」
「夫婦」
「鶏」の三篇を発表してい

上、
「私」の語りは、本来「私」の視点

になる。
「私」はこの葛藤を「背骨にし

病」に罹った「男」が、
「夫婦」には「悪

な読者を明らかにする。これらの指摘

釈だけでなく、自らの先入観に無自覚

のもとに実証し、
「きりぎりす」の新解

本発表では、この読みを丁寧な分析

語読本」の第二次編纂根本方針にも「一

島自身も編纂に関わった「南洋群島国

点を明らかにする。たとえば、後に中

つまり「島民教化」に結びついていた

「原始的なる」生活を改善すること、

育」と近代的「医学」によって、その

における〈幸福〉概念が、近代的「教

ていきたい。

に作品に入れ込んだのか、考察を深め

島が〈南洋〉での〈幸福〉をどのよう

れらの〈病〉の描かれ方を通して、中

た「マルクープ老人」が描かれる。こ

は「喉頭癌とか喉頭結核とか」に罹っ

番目の物持」である「男」が、
「鶏」に

たが、大変広い芋田を持つた・村で二

い病のために鼻が半分落ちかかつてゐ

る。

は、太宰の女性語り作品を読む際の陥

に国語を学習することによつて、島民

本発表では、まず、当時の〈南洋〉

まっ」た。つまり、語りの目的は「私」
の気持ちの整理にあり、決して〈反俗〉

穽に言及することにもなると考えてい

にあるのではない。

る。

の幸福を増進することを第一義と致し
ました」と明記される。また、矢内原
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支部大会報告

二〇一四年度 秋季大会
一一月一日（土） 於・京都教育大学

身の研究に対する姿勢を問われている

ように感じ、身の引き締まる思いであ
った。

きるものではない。しかし、だからと

の作家の内部の問題としてのみ還元で

は「表象」であって、それはある特定

であろう。一方、私の主たる研究対象

て保持したい。有島の「優しい女性教

考えており、その点は自身の主張とし

しい」ということ自体は確かであると

実で、上述のように有島の描き方が「新

ネガティヴなものが多いのはやはり事

一方で、女性教師の表象においては

いって、それは作家研究を疎かにして

師」像は、石坂洋次郎の一連の作品や、

大会発表を終えて

いいという言い訳にはなるまい。先人

何よりも壺井栄の『二十四の瞳』に先

どの国のものを扱うにせよ文学研究

だ勉強不足であるとも痛感した。

有島武郎という作家について、まだま

く単純な気持ちであった。と同時に、

は、やはりやってよかった、というご

そして、発表を終えて最初に抱いたの

非常に緊張して今回の発表に挑んだ。

流試合」をお願いするという気持ちで、

をフロアの方々から指摘いただき、自

ことが少なかったように思う。その点

いるのか、という初歩的な点を省みる

研究」を含む先行研究と差別化できて

あまりに、己の主張のどこが、「作家

に新しいものであったかを主眼とする

島武郎による女性教師の描き方がいか

めである。今回の自分の発表では、有

していくというのが研究者たる者の務

どうか、今後研究を突き詰めていく上

点として位置付けることは妥当なのか

かどうか、「一房の葡萄」を変化の起

化が見られるようになったと言えるの

ような状況にあって、表象の中身に変

を扱った作品数自体多くはない。その

もしれないものの、そもそも女性教師

だが、自身の探し方の甘さもあるのか

行するものだというのが私の考えなの

発表を終えて

私は元々比較文学の出身であり、近

たちの研究を参照しながらそれを更新

小橋 玲治

代文学会での発表は初めて、言わば「他

のオーソドックスな手法は「作家研究」

-6-

大きな壁となっていくであろう。

で、これらの問題が越えねばならない
謝したい。

て検討する好機が与えられたことに感

書を、近代文学の扱いの観点から改め

家について調べたりの作業が付随する、

る対象から、読む作品を探したり、作

代文学は、学習材として日常的に触れ

に言ってくれていたのは、今は研究活

「一房の葡萄」論を必ずすべきだと常

高先生から教示されてであった。また、

時代に当時指導教員であった故・内藤

訓導のことを初めて知ったのは、修士

として独立した冊子になっているもの

分して掲載しているものや、
「資料編」

学習材以外に「基礎編」
「資料編」を区

科書の一つの特色である。授業で扱う

の資料の充実は、現行の中学校国語教

見られるが、教科書で扱う教材文以外

教科書の大判化、多色化は以前から

えよう。

する、という点では好ましい傾向と言

の生徒に読書や情報を得る契機を提供

教科書における資料の充実は、すべて

に変わりつつある。この点を考えると、

自発的に関わる姿勢を前提とする存在

動を一時休止している友人である。こ

まである。

今回扱った殉職した女性教師・小野

の二人がいなければ、私の今回の発表
表の機会を与えていただいた関西支部

がほぼ教科書一冊で網羅できる点は、

かけることもなく、指導のための資料

副読本の購入で新たな費用の負担を

に教科書が包摂しようとしているとも

あらゆる「言葉」に関する事象を過剰

字や変体仮名などの字体まで、ありと

めの発想法、歳時記、歌舞伎や能、活

一方で、読書案内、議論や説明のた

はなかった。この場をお借りして、発

の委員の皆様、当日お越しいただいた

感じた。生徒によっては、教科書に掲

すべてである、という錯覚、あるいは、

従来以上に指導上の便宜性が考慮され

おいて近代文学の扱いが、解釈を学ぶ

近代文学を含む「言葉」の世界に関し

方々に御礼申し上げると同時に、この

ための学習材から読書教材へと変化し

て、教科書に包摂されない世界が見え

載されている内容が「言葉」の世界の

つつあり、特に小説を中心としてその

てこないといった、漠然とした閉塞感

ていると感じた。中学校国語教科書に

傾向が顕著である。中学生にとって近

お二人に対し特に謝意を表したい。

発表を終えて
宮薗 美佳
今回の発表により中学校の国語教科
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を抱くのではないか。あらゆる情報が
あり、無限の広がりがあるように見え

て使われる作者鷗外について述べた。

「財産と云うものの観念」と「ユウタ

ットに近接してきているのではないだ

学校国語教科書の在り方がインターネ

た閉塞感を抱かせるという意味で、中

科書から消える文豪」といった論調は、

石・鷗外の消えた『国語』教科書」「教

「高瀬舟」について検討した。まず「漱

国語教育研究の立場から、森鷗外の

庄兵衛と並んで、「高瀬舟縁起」の鷗

た庄兵衛である。喜助の話を「読む」

か」とを「読む」のは喜助の話を聞い

っていること」と「それが罪であろう

縁起」の鷗外であり、「足ることを知

寺田 守

ろうか。

何を教えるかとどう教えるかとの関係

外は、もう一人の読者として「高瀬舟」

発表を終えて

今回の発表では、今回の学習指導要

が逆転しており、鷗外の作品を読めば

の読者の前に現れていた。

ナジイ」とを読みとったのは「高瀬舟

領で新たに加わった「伝統的な言語文

自然と読む力がつくかのような誤解が

て、その世界の外部がない。漠然とし

化と国語の特質に関する事項」に基づ

あることを述べた。教える内容があり、

作者〉はどのように表象されるのか、

国語教科書では、近代文学の〈作家／

な学習指導要領とそれに基づく中学校

入ってくる時期になりつつある。新た

経過し、新たな学習指導要領が視野に

現行の学習指導要領の告示から７年が

い手として表象する戦略を概観した。

代文学の作家を言語文化の創造者、担

という読みの一貫性形成の収束点とし

瀬舟」の主題の分裂の問題から、主題

続いて、先行研究を検討する中で「高

というブランドとしての作家だった。

題がある。ここで現れるのは「文豪」

考えなくてはならない授業作りには課

こから何を教えるかを教師がその都度

はなく、「高瀬舟」がまず存在し、そ

そのために「高瀬舟」が選ばれるので

兵衛に恩恵があり、感謝の気持ちを持

う言葉に注目すると、見せることで庄

の「見せてくれる」といった判断を伴

と、庄兵衛は気がついた。」という文

止まって見せてくれるのがこの喜助だ

た。例えば「それを今、目の前で踏み

していることが前提となることを述べ

部分の解釈ができる力を学習者が獲得

生かした学習を成功させるためには、

そして、教室で「高瀬舟」の特徴を

き、中学校国語教科書に見られる、近

改めて考察を加えたい。
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っていることが分かる。足ることを知
今回の経験を今後に生かしていきたい。

ていただいたことに感謝申し上げたい。

心は高い。近年の高校の国語教科書に

生徒や学生にとっても村上春樹への関

は村上の教材がほぼ全社で採択されて

るという意味を、書籍の中や観念上の
考えではなく、実際に目に見える形で

室」という場で文学作品を扱うことに

「とんがり焼の盛衰」を採択した。「教

いる筑摩書房の『国語総合』にも短編

きたが、私が教科書編集委員も務めて

秋季大会の発表を終えて
清水 良典

示しているのが喜助だと庄兵衛は考え
たのだろう。
質疑では、「高瀬舟縁起」の鷗外と
「高瀬舟」の語り手や庄兵衛の認識と

古くて新しい問題や課題が山積してい

ることはいうまでもないが、そこでさ

は位相が異なるのではないかというご
日本近代文学会関西支部では、以前

は、きちんと考えなければならないと

指摘や、詩や短歌といったジャンルを

春樹とポピュリズム、その不確かな壁」

思っていた。その機会を与えられたこ

らに村上春樹をいかに読み、教育的に

階的に育てることの難しさのご指摘を

も含めて、批評や研究の立場からの村

とに感謝したい。

にも村上春樹の特集に招いていただい

頂いた。特に、若い教師とベテランの

上春樹へのアプローチは、私自身これ

教科書に採択された村上の作品 は

超えた視点が必要ではないかというご

教師との間で解釈が大きく異なる状況

まで何度かかたちにしてきた。しかし

「沈黙」「青が消えた」「鏡」「七番

何を伝えるべきかということについて

の中で行われる授業のあり方について

今回与えられた「教室のなかの〈作家

目の男」「レキシントンの幽霊」「カ

た。その発表後に執筆した小論「村上

問題提起していただいた点を重く受け

／作者〉」というテーマは、私にとっ

指摘、前提となる部分の解釈の力を段

とめた。

ンガルー日和」など多岐にわたるが、
高校と大学で長年教師をやってきて、

あり、村上の長編もそうであるように、

多くがミステリアスなファンタジーで

ても未知数の刺激が感じられた。

て、文学研究の場で発表する機会は貴

村上春樹を教材にしたことは度々ある。

国語教育研究を行っている私にとっ

重な経験だった。得がたい機会を与え
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想像力豊かに解釈するという作品への

めぐらすしかない。しかしその結果、

メタファーと理解して、多様な想像を

材とする際には、一種の寓話あるいは

明確な主題が見出しにくい。それを教

ら考えてみたい。

これからさらに私自身に問いかけなが

終わってしまい忸怩たる思いである。

次第だが、発表は端緒を示しただけで

ーチを見出せるのではないかと考えた

だという。そして、
「一房の葡萄」は、

なかで「祝祭」へと祀り上げられたの

導殉職事件という同時代の言説空間の

こうした女性教師像の変化は、小野訓

ある理想的な女性教師であるとした。

コミットメントに対して、任意の想像

「母性」を補助線として小野訓導殉職

ったことにある。しかし、近年の「一

ことによって、射程の大きな議論にな

小説を同時代言説のなかに位置づけた

本発表の意義は、
「一房の葡萄」という

事件と交錯することを明らかにした。

大会印象記

原 卓史

を展開できる可能性がある特異な教材

が、そこから離れて教室で独自に読み

皮肉をたたえた小編で終わってしまう

作者の意図に追従すれば楽屋落ち的な

されている「とんがり焼の盛衰」は、

橋氏は、有島武郎が「一房の葡萄」で

正十一年という磁場―」であった。小

島武郎『一房の葡萄』の言説空間―大

発表の一人目は、小橋玲治氏による「有

日、京都教育大学で開催された。自由

二〇一四年度秋季大会は、一一月一

否定的女性教師表象と同様、当該作品

る。だとすれば、明治時代に描かれた

彼女は「潔白ではない」と批判してい

している「僕」を放置していたので、

中村三春氏は女性教師が教室内で孤立

の可能性が示されてきた。たとえば、

という読みは相対化され、新たな解釈

自由発表

が拡散するだけで終わってしまうとい
う学習行為へのデタッチメントが起こ
るのではないか。現場の教師も、それ
に悩んでいるのではないかと思われる。
その点、作者の作家体験が下敷きにな

といえる。

作った女性表象は、明治時代の否定的

の女性教師もまた否定的な人物として

房の葡萄」研究においては、
「愛の力」

それを話題の突破口として、村上春

女性教師表象とは異なり、
「愛の力」の

っていることが作者自身によって明か

樹の解読と教室の境界に新しいアプロ
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て、もう少し丁寧な解析が必要なので

ず、この結びつきが有効なのかも含め

もやはり根拠を見つけだすことはでき

も指摘している。発表資料のなかから

直接結びつける言説はない」と小橋氏

殉職事件の結びつきについて、
「両者を

れた。また、
「一房の葡萄」と小野訓導

ついて、考察の余地があるように思わ

歴史の捉え方が変わってしまうことに

ではないだろうか。解釈の仕方次第で

継続していると考えることもできるの

と捉えているが、否定的女性教師像は

読めることになる。小橋氏は変化した

な違いは、
「半七捕物帳」の本文異同を

している。これまでの研究との決定的

ており、少なくとも五本の論文を発表

「半七捕物帳」についての研究を行っ

指摘した。浅子氏は二十年にわたって

て語らないようになっていったことを

や菊五郎が亡くなった後、彼らについ

だという。そして、岡本綺堂は団十郎

見ていたからこそ、改稿がなされたの

半七が団十郎や菊五郎の芝居を実際に

文異同の問題と絡めた報告がなされた。

は、
「半七捕物帳」と芝居の関係を、本

どについて言及があった。発表後半で

七捕物帳」の人気が出たタイミングな

なる研究の進展の必要性を感じた。

岡本綺堂と芝居の関係について、さら

に後半が刺激的な考察だっただけに、

化しても良かったのではないか。とく

表論文参照のこと」とし、もっと単純

る事柄であったからだ。そこは、
「既発

表論文のなかで繰り返し指摘されてい

いという思いが残った。前半は、既発

人としては、もっと後半の話を伺いた

の意味を改めて考えさせられた。私個

のか、作品の時代設定を考察すること

雑に絡まり合う時代をいかに読み解く

の問題についての質問が出された。複

団十郎や菊五郎との関係で読み解いた

はあるまいか。
自由発表の二人目は、浅子逸男氏に

した長年にわたる研究による成果であ

ことにある。重厚な研究成果は、こう

であった。浅子氏は、発表前半では、
「半

るといえよう。会場からは、大正・昭

私は教職三十三年目の高校教諭。小

よる「『半七捕物帳』の異同について」
七捕物帳」の初出誌と、単行本との本

和時代の〈今〉に半七が、江戸時代や

特集の冒頭に司会者が述べられた問題

宮川 康

文異同の報告を行った。ここでは半七

明治時代のことを語るという時代設定

小特集

の年齢の変更や時代設定の変更や、
「半
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などを見るにつけ、切実である。この

している。いや、最近の授業実践発表

いうような問題意識は、私も常々共有

いう対極の間で、揺れ動いている、と

と「生徒が自由に読み取ればよい」と

のか、
「作者は何を言いたかったのか」

代文学教材によって教師は何を教える

意識――現在の学校現場において、近

の近代化過程の中に囲い込まれ、現在

文学の作家性が明治・大正の言語文化

されてしまっているという。ここには、

ンデックスは、ほぼ前記三作家に特化

を、提起されていた。しかも、そのイ

インデックスとして扱われている問題

古典や現代文の成立過程を知るための

されるべきものとしてではすでになく、

代作家の一人である鷗外のテクストが、

学習である。囲い込まれようとする近

わせるため、
「語り」に着目する方法の

の関係について抽象度の高い思考を行

提示された。
「知足」と「ユウタナジイ」

材としての特徴を生かした学習目標を

とえば『高瀬舟』の読解において、教

そのように鷗外を扱うのではなく、た

クス化しようとする意志を読み取られ、

（つまり「生徒の自由な読み取り」の

まれた近代作家に代わって、現代作家

中学校で読解すべき現代文の文学教材

まず、宮薗美佳氏の発表は、中学校

氾濫の誘因）が成立していると言える。

の代表として教科書で定番化しつつあ

点について、三氏の発表は、まるで一

国語の現行学習指導要領において、
「近

次に、寺田守氏の発表は、宮薗氏の

る村上春樹の教材としての可能性と問

現在も中高の現代文の読解教材として

代以降の作家」が「古典に接続するも

指摘において囲い込まれた作家であっ

題点を述べられたものであった。村上

においては、その作家性を括弧に入れ

の」として位置づけられ、具体的には

た鷗外を、インデックスとしてではな

作品は、その多くに存在する寓意とメ

つの発表の展開を分担されていると見

教科書の中で、鷗外・
漱石・芥川が、現

く、読解教材として読む試みである。

タファーが「生徒の自由な読み」の可

充分存在し得ることを示された。

代日本語とは明確に分断されつつ、現

寺田氏は一般社会の「漱石・鷗外の消

能性を大きく引き出すことが、教材と

て し ま っ て も よい と い う 暗黙 の 了解

代文の成立に貢献したものとして起ち

えた『国語』教科書」というような問

しての際立った特徴であろう。しかも、

えるくらい関連していた。

上げられている、というものであった。

題のとらえ方に、近代作家をインデッ

最後の清水良典氏の発表は、囲い込

氏は、
「近代以降の作家」の文学が読解
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われたが、多くの現代作家の場合、
「メ

ーカーとしての作者」という言葉を使

氏は、
「ディレクターとしての作者」
「メ

近代作家ほどには明瞭なものでない。

それを回収すべき（はずの）作家性は、

れたと言える。

すぎないことを、あらためて教えてく

住の地〉などはしょせん〈青い鳥〉に

地〉を見出すべきか。この小特集は、
〈安

間のどのあたりに国語教師の〈安住の

いるのが現状である。教養として〈作

手レベルについての言及にとどまって

ての〈作者〉については、作品の語り

扱う程度である。一方、言説主体とし

しては、文学史的知識として補足的に

ーカーとしての作者」の方は括弧に入

家〉の文学史的知識を提示するだけで

養成や、興味関心を高める一助になる

とぶつけてみることが、生徒の読解力

なく、作品から立ち上がる〈作者〉像

小特集
久保 明恵

のではないか、という漠然とした問題

の現場の教師に「生徒の自由な読み」

のだろうか、とも考える。現在、中高

現在、本当に対極として成立している

た問題意識における対極は、はたして

とはいえ、司会者が最初に掲げられ

これまでの国語教育を相対化しようと

れば道徳教育ともなりがちであった、

うが、物語内容の重視によってともす

研究におけるテクスト論の影響であろ

解釈を提示しているものが多い。文学

りも、作品の言説そのものに基づいた

「作者の意図」を読もうとする目標よ

そして〈作者〉としては非現代的言語

〈作家〉は日本文化の担い手として、

渡 しを する 存在と して 扱われ てお り、

た。両者はともに、古典的世界への橋

指導要領をもとにまとめたものであっ

が求められているのかを、現行の学習

どのように〈作家／作者〉を扱うこと

宮薗氏の発表は、授業で教授者が、

意識を持って、本小特集に臨んだ。

をすべて作家性に回収できる力量を持

いう意図によるものなのだろう。そし

と古文との接続を果たした言語文化の

近頃の高校現代文の指導書を見ると、

れ るし かな かろう 。こ の場合 まさ に、
〈作家〉ではなく「ディレクター」と
しての〈作者〉が「生徒の自由な読み」
をどの程度回収できるものとなるのか、
あるいはならないのか、現場の教師の

った者がどれほどいるのか。とすれば、

てそこでは実体としての〈作家〉に関

悩みどころとなるのである。

対極はむろんそれとして、その両極の
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は重要であるとし、氏の作成した「登

に、作品細部の読解が授業で扱う際に

の二側面を提示した。
『高瀬舟』を素材

体としての〈作者〉鷗外という、鷗外

舟』の一貫した読みを保証する言説主

る文豪としての〈作家〉鷗外と、
『高瀬

続いて寺田氏は、教科書に掲載され

〈作者〉性と〈作家〉性を作品読解に

が り焼 きの 盛衰」 で分 析した よう に、

を持つ作家であるとした。氏が「とん

レクター〈作者〉性という二つの側面

し、村上がメイカー〈作家〉性とディ

リアスなファンタジー性の三点を指摘

ーリー・テラーとしての魅力、ミステ

なる理由としてネームバリュー、スト

最後に清水氏は、村上春樹が教材に

際には、解釈の拡散をいかに学習へと

ーに富む村上春樹の作品を授業で扱う

された。

れという問題など、広範な問題が提起

層のゆがみによる指導者間の解釈の揺

う問題、学校現場における教員の年齢

手について扱うことがより難しいとい

ぼれおちることの問題、韻文では書き

空間で扱われる〈安全〉な作品からこ

ゆさぶりをかける文学の意義が、学校

場人物の心情を理解する方法の段階」

敷衍することの可能性に興味を覚えた。

まとめるか指導者の力量が問われる、

非知りたいと思った。

というカリキュラムの試案に基づいて、

村上作品に限らず、同じ作者の複数の

という清水氏の指摘には、背筋の伸び

担い手として位置づけられているとし

作品分析を行った。氏の発表には細部

作品を横断して扱うことで、そこから

る思いがした。教育には評価が伴う以

た。

の読みの具体的な提示があったが、授

立ち上がる〈作者〉性を作品に援用し、

上、まず指導者自身が〈目利き〉であ

改めて自覚させられた小特集であった。

質疑応答中に出た、寓意とメタファ

業実践の現場では、語りの分析を構造

読解の一助とすることができるのでは

質疑応答では、教室という解釈共同

へと接続することが求められるだろう。

のか、年間の授業時数が限られている

体のしばりによって生徒個々の実体に

ることが求められるのだということを、

中でどの程度可能なのか、細部の積み

即した読解が取り出しにくいという問

ないかと気づかされた。

重ねによって生徒の読みがいかに変化

題、文学のもたらす合理性や整合性へ

どのくらいの分量の作品ならば可能な

していったのかなど、実践の報告を是
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書評
細川 正義 著

『島崎藤村文芸研究』
黒田

俊太郎

丸山真男が列強による「半植民地」状
態で発動した「ナショナリズム」を「健

康」として肯定したように（
「明治国家

の思想」一九四九）
、藤村のナショナリ
ズムを是認する。

が、四〇年近く綿々と継続してきた「島
崎藤村文芸研究」の一つの節目となる

ものであり、同時に著者・細川正義氏

菜集』から『東方の門』に至る藤村文
芸のクロニクルとしての性格を有する

品論で構成されている。それらは、
『若

村」に続く、詩に関する論文六編、小
説に関する論文一六編、計二二編の作

語を用いて藤村のそれを議論すること
はないが、本書が問題にしているのも、

論が、直接「ナショナリズム」という

猪野謙二『島崎藤村』
（一九五四）など
の批判が直ちに想起される。本書の本

絶対主義の下部構造―」
（一九五四）・

方の門』に代表される戦中の言論活動
に対する、服部之總「青山半蔵―明治

藤村のナショナリズムと聞くと、
『東

ショナリズムと、誠実さ」
（
「おわりに」
）
ということに触れてみたい。

という構造に、改めて目を向けてみた
いと思った。

とした宣長の言説に裏打ちされている

半蔵の「中世」否定の言説が、しば
しば藤村が「伝統」＝「中世」の表徴

たのではないか。

能の殻」を意味し、そうした発想の源
泉は、中世の国学者・本居宣長にあっ

半蔵が否定した「中世」とは「権力万

とで藤村は「父の時代と思想に対する
否定的認識」を示したとする。だが、

世は捨てねばならぬ」と主張させるこ

は、
「伝統」＝「中世」だった。氏はそ
れを踏まえ、
『夜明け前』の半蔵に「中

藤村が国民的同一性の基盤としたの

著述であるといえる。その意味で本書

『東方の門』における「西洋よりする

（二〇一三年八月一二日 双文社出版

国の現在と未来を常に遠望し続けたナ

の目的は、藤村の創作態度の軌跡の追
跡ということにとどまらず、岡崎義恵

組織的で異質な文明の開発と破壊とに
対することの出来たのも、またこの腰

本書は、序論「文明批評家・島崎藤

の流れを汲む氏の「文芸学」という研

骨の力と言ふことが出来よう。／古代

五二八頁 六四〇〇円＋税）

紙幅の都合上、各論文の要約を記す

と近代とを繋ぐこの国の中世はそこに
隠れてゐた。」との認識である。氏は、

究方法・態度の表明にあったと見るこ
とができる。
余裕はないが、ここでは、氏が惹かれ
たという「藤村の日本の伝統を愛し、
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書評
池内 輝雄・木村 一信・竹松 良明・土屋 忍 編

『〈外地〉日本語文学への射程』

中島敦を除けば、著名作家は少ない。
呂赫若や兪鎭午など日本語作家はもち

ろん、金子光晴ではなく弟の大鹿卓・

る。
台湾：西成彦（佐藤春夫・呂赫若）、

いて記し、その後に全体の印象を述べ

編を収録する。それぞれに言及する紙
幅はない。まず著者名と論の対象につ

天下となった。一方〈外地〉日本語文
学の研究では、そもそも「主要」と呼

論・作品論・テクスト論・文化研究の

かし主要作家の全集刊行が終わった八
〇 年 代 前 後 か ら、 研 究 と いえ ば 作家

復刻され総目次が熱心に作られた。し

前台湾の文学関係書籍の総目を収める。
日本近代文学研究でも、かつて雑誌が

欄に関する研究が加わり、巻末には戦

久春）
。
作家・作品研究に、雑誌や新聞文芸

史（寺崎浩）
、橋本正志（中島敦・釘本

が湧く。ここでは「文学」と呼ばれる
ものの内実が異なるのであり、そこに

学はどういうものだったか、強い関心

壇に働く力学や、大鹿卓や兪鎭午・小
泉譲・寺崎浩らの目を通した当時の文

読み進めながら、植民地や占領地の文

資料や作家の選択、研究の手法や論の
切り口において問い直すからである。

貢献するのは、
「日本文学」の輪郭を、

達成度からではない。
〈外地〉文学研究が日本文学研究に

論じ方の角度は必ずしも純粋な文学的

著作の多い作家だが、現在では報道班
員だったことから論じられるわけで、

はなく黒島傳治が選ばれる。寺崎浩は

和重

垂水千恵（大鹿卓・谷崎潤一郎・山部

べる作家が存在せず、掛野氏が寺崎浩

〈外地〉文学研究の意味がある。

大東

歌津子＝沖野岩三郎？）
、土屋忍（西川
満）。韓国：神谷忠孝（
『緑旗』
『国民文

の未刊行長編『荒天飛行』を紹介する
ように、雑誌・新聞・書籍など一次資

妻の森三千代、上海では武田泰淳では
なく小泉譲、プロ文では小林多喜二で

学』）
、鄭炳浩（
『朝鮮』
『朝鮮之実業』
）
、

料は発掘の途上で、日本人作家の全集

『作家のアジア体験』
（世界思想社、

柳水晶（兪鎭午）
。中国（満洲・上海）：
池内輝雄（『観光東亜』
）
、竹松良明（小

（二〇一四年三月二八日 双文社出版

二〇〇七年）
につづく本論文集は、計

一九九二年）
、
『南方徴用作家』
（同、九
六年）、『〈外地〉日本語文学論』
（同、

泉譲）
、木田隆文（
『大陸新報』
『長江文

はのぞむべくもない。
本書の研究対象に、佐藤春夫・谷崎・

二八〇頁 六四〇〇円＋税）

学』
『上海文学』
）
、三上聡太（黒島傳治）
。
南洋：木村一信（森三千代）
、掛野剛
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13

書評
三品 理絵 著

日本文学における能楽受容のあり方が
確認され、鏡花が能の詞章をどのよう

に取り入れイメージを紡いでいったか

について、
『羽衣』『歌占』と『卵塔場
の天女』との関係から分析されている。

また、鏡花がこうした草の「意匠」に
目を向け、以後も植物の「意匠」を取

現する機能）が明らかにされていく。

ちであった「草」の機能（
〈隠すもの〉
であると同時に〈隠されたもの〉を顕

る。そして、ともすれば、看過されが

介として「草」の意匠として結びつく
というスリリングな論が提示されてい

い。第 部
Ⅰでは、逗子を舞台とした『草
迷宮』と「武蔵野」が歌絵の趣向を媒

によって綴られる「文学作品」の豊穣
さを教えてくれる好著である。

作品の魅力のみならず「言」の「葉」

葉が有する重層的なイメージの連鎖を
丁寧に解きほぐしていく本書は、鏡花

どの様々な「意匠」を追いながら、言

読解されており、興味深い。
和歌、絵画、能楽、衣装、和菓子な

い」を見つめ直そうとした物語として

（菊・訊く）
」のイメージに注目するこ
とで、
「解体と再生」の中で自身の「老

は 、 作 品 内 に 散り ば め ら れた 「 きく

「市場」の機能が指摘され、
第 部
Ⅲでは、
『古狢』が「解体と再生の物語」とし
て読み解かれる。また『菊あはせ』で

り入れた「文様的想像力」を展開して

（二〇一四年七月三一日 ナカニシヤ

出版 二六一頁 三八〇〇円＋税）

いく背景として、同時代の園芸趣味の
流行、前田曙山との交流、写実主義的
部では、
の選択が挙げられている。第 Ⅱ
稲垣足穂や三島由紀夫の作品とともに

自然主義に抗する「意匠的自然主義」

が、鏡花の思想の変遷も見られ興味深

一つの作品論としても読み応えがある

西川 貴子

『草叢の迷宮 ――泉鏡花の文様的想像力』

泉鏡花の作品が、読者を幻惑させ、
不思議な世界へと誘う何ともいえない
魅力を有していることは余りにも有名
である。しかし、この独自な作品世界
がどのように形成されているのか、そ
の仕掛けを解き明かすのは至難の技だ。
本書はそのような難解な作業に真っ向
から取り組んだ書だといえる。著者は、
鏡花作品に施された植物の「意匠」に
注目し、言葉の一つ一つに仕掛けられ
たイメージの連鎖（本書ではそれを「文
様的想像力」と呼んでいる）を解きほ
ぐすことで、鏡花作品における連想の
〈システム〉を鮮やかに浮き彫りにし
ている。
本書では、
『草迷宮』
『卵塔場の天女』
『古狢』『菊あはせ』
『白花の朝顔』な
どの作品が取り上げられている。一つ
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書評
岸元 次子 著

『漱石の表現 ――その技巧が読者に幻惑を生む』

で展開される「空間短縮法」を実践し
〈読者の幻惑〉を生んでいるとする。

構造の類似は、なるほどと思わされた

命の象徴」と見る。二章二節、
『門』の

れから』の指環が真珠の指環である意
味を問い、真珠を「三千代の薄幸な運

の象徴性を論じる。二章一節では『そ

一章で作品内の気象現象（
『門』の「風」
、
『それから』の「雨」
、
『三四郎』の「雲」
）

「第二部 作品に描かれる象徴」では、

の表記・用字の面白さ、
『坑夫』の換喩
表現を始めとする比喩表現を分析する。

「第一部 漱石の表現」では、
『門』

で、小品を除く漱石の新聞小説十作品
についての表現面からの論考である。

本書は、
『虞美人草』から『明暗』ま

が主人公を「外から見」
、後段は「主人
公による「告白」又は「告白書」
」で構

は、前段で敬太郎・二郎・青年「私」

段ではラニョンとジーキルの手紙で謎
解きがなされる。対して後期三部作で

弁護士が外側から見たことを語り、後

との重なりが顕著に見えてくる」と述
べる。
『ジーキル』では前段でアタスン

（吉川注：以下『ジーキル』と表記）

アラビア夜話』ではなく、同じスチー
ヴンソンの『ジーキル博士とハイド氏』

連鎖については影響が指摘される「『新

ある短篇連鎖、語り手の交代、書簡に
よる告白という構造に、従来から短篇

かった。著者は、後期三部作の特色で

（二〇一四年八月二五日 和泉書院

品の細部を丁寧に見、考察しているこ
とが伝わる書である。

の絵に窺える眼差し同様に、著者が作

もよいのではないか。
全体として、著者筆のカバーの百合

また、先行論をもう少し細かく示して

学論』への意識があり、ならば、
『文学
論』との関連の説明がもう少しほしい。

に著者が表現に着目する背後には『文

のではないか。
書名や第一部「序」に示されるよう

文体の面にとどまらず意味づけできる

二章二節の『道草』における「彼」と
いう語の多用の指摘が興味深かったが、

部 顕著に見られる視点の転換」では、

吉川 仁子

「孟宗竹」の象徴性を論じる中で、竹
の生態を元に、孟宗竹が「子供に恵ま

成され、
「手紙の終わりで以て作品が唐

が、形式面だけでなく内容面からの対
応を見ても面白いのではないか。
「第四

れない夫婦」を象徴するという指摘は

突に終わ」る。また、最後に書簡体を
用いることで『文学論』の「間隔論」

三四五頁 五五〇〇円＋税）

新鮮だった。
「第三部 後期三部作にお
ける語りの転換」は本書中最も興味深
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二〇一四年度春季大会について（プロ

確認）
、
『滋賀近代文学事典』に関して、

について（委員名簿の確認、役割分担

〔運営委員会〕二〇一四年度運営体制

四月一九日（土）

企画案について、出版事業について）
。

について（スケジュールの確認、連続

構成について）
、今後の関西支部の運営

の採否について、締切等の確認、紙面

て、
「会報」第二〇号について（書評欄

について）
、支部企画出版の翻訳に関し

小特集企画について、他団体との連携

グラム案の作成、自由発表について、

二〇一四年度秋季大会について（プロ

交換について、二〇一四年度秋季大会

〔運営委員会〕
『滋賀近代文学事典』の

七月二六日（土）

ついて。

画素案の確定、今後のスケジュールに

議〕ＷＧ・メール会議の議論整理、企

〔二〇一五年度以降の企画に関する会

七月二〇日（日）

会議の記録 （二〇一四年度）

グラム・当日の運営・役割分担の確認、

について（自由発表について、小特集

印象記執筆者候補の選定）
、二〇一四年
度秋季大会について（特集趣旨文の確

（日程および会場校について）、連続企

企画について、他団体との連携につい

画の出版について、
「会報」第二〇号に

て ）、二〇 一五 年度春 季大 会に ついて
二〇一三年度会計監査報告、二〇一四

ついて（編集スケジュールの確認、内

〔総会〕新運営委員紹介、二〇一三年

年度事業計画、二〇一四年度予算案、

容確認と校正、電子公開のタイミング

度事業報告、二〇一三年度会計報告、

連続企画出版について、今後の企画に

運営委員長の任期延長について。
（奈良

認、登壇者候補の人選、他団体との連

ついて、年間スケジュールの確認、
「会

大学）

携について）
、会計報告・予算について、

報」第一九号発送作業。
（奈良大学）

および総会について（スケジュール・

〔運営委員会〕二〇一四年度春季大会

実施）

ＷＧ、メール会議。
（三月下旬まで随時

二〇一五年度以降の支部企画に関する

六月上旬～

（キャンパスプラザ京都）

確認）
、支部会員名簿の取扱いについて。

（選考委員会の人選、スケジュールの

について）
、支部長選考委員会について

役割分担・総会の議題の確認、議長団

六月七日（土）

の人選、会計報告・予算案の確認、支
部長・運営委員長の任期延長について）
、
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〔支部長選考会議〕選考過程に関する

八月二八日（木）
〔運営委員会〕二〇一四年度秋季大会

一一月一日（土）

〔連続企画検討会議〕企画タイトルに

一二月一四日（日）

一二月二一日（日）

ついて、趣旨文について、第一回の登

団の人選）
。二〇一五年度春季大会につ

〔運営委員会〕二〇一五年度春季大会

壇者候補について、各回の内容につい

いて（自由発表の公募について、締切

について（自由発表について、公募の

について（協賛団体の離脱について、

九月二七日（土）

等の確認）
、二〇一五年度春季大会以降

告知方法について）
、二〇一五年度秋季

スケジュール・役割分担・印象記執筆

〔運営委員会〕
『滋賀近代文学事典』に

の連続企画について（タイトルの検討、

大会連続企画について（タイトルにつ

確認、支部長候補の選出、スケジュー

ついて、次期支部長候補の決定につい

スケジュールの確認）、
「会報」書評欄

いて、趣旨文について、登壇候補者に

ルの確認。

て、二〇一四年度秋季大会について（ス

について（書評対象図書の採否、執筆

て。

ケジュール・役割分担の確認、印象記

担当者の人選）
。運営委員会の日程につ

者の確認、臨時総会議題の確認、議長

執筆者の人選、大会ポスターの発送費

ついて）、
「会報」について（第二一号

ュールについて）
、二〇一五年度秋季大

承認について、連続企画出版について、

〔臨時総会〕次期支部長の選出および

新運営委員の人選について）、連続企画

について（運営委員の定数について、

第二二号書評欄について）
、新年度体制

いて。

について）
、臨時総会の議題について、
連続企画出版について（編集代表およ

会からの連続企画について、二〇一五

二〇一五年度春季大会について、二〇

の出版について（編集体制の構築、ス

発行スケジュール・入稿状況の確認、

年度春季大会について（会場の確認、

一五年度秋～二〇一七年度春季大会の

ケジュールの確認、シンポジウム部分

び編集委員会に関する再確認、スケジ

発表者募集方法の検討）
、
「会報」書評

連続企画について。
（京都教育大学）

等について、運営委員会との連携につ

の収録範囲について、タイトル・校正

欄について（書評対象図書の採否、執
筆担当者の人選）
。「会報」第二〇号発
送作業。（奈良大学）

いて）
。
（西宮市立甲東センター）
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スケジュールの確認、シンポジウムの

〔企画出版編集会議〕編集体制の確認、

二月二八日（土）

スケジュールの概要、継続課題の確認）
。

議〕
（運営委員会の構成について、年間

〔 支 部 長 交 替 にか か わ る 事務 引 継会

三月五日（木）

運営委員

運営委員長 木田隆文

支部長

二〇一四年度役員

関肇

重松恵美

金岡直子

岡村知子

天野勝重

戸塚麻子

高木彬

須田千里

坂堅太

小川直美

天野知幸

前田貞昭

山本欣司

山﨑正純

和田崇

山田哲久

ホルカ・イリナ

信時哲郎

長原しのぶ 西山康一

高橋幸平

大橋毅彦

収録部分について、本書タイトルにつ
いて、目次案の検討。
三月二一日（土）

〔運営委員会〕新規運営委員の紹介、
二〇一五年度年間スケジュールの確認、

〔運営委員会〕
『滋賀近代文学事典』に
ついて、企画出版について、二〇一五

運営委員各担当の決定と引継ぎ、二〇

の再検討、プログラムについて、登壇

年度春季大会について（自由発表応募

候補者の人選）
、会計報告および予算案

一 五 年 春 季 大 会に つ い て （プ ロ グラ

プログラムについて）連続企画につい

に つい て、 支部長 選考 方法に つい て、

の採否、タイムテーブルの検討、今後

て（スケジュールの確認、趣旨文の検

「会報」の編集について（第二一号の

ム・スケジュールの確認）
、二〇一五年

討、登壇候補者の人選について）、
「会

のスケジュールについて）
、二〇一五年

報」編集作業について（第二一号編集

内容確認・校正作業、第二二号書評欄

度秋季大会について（連続企画趣旨文

作業の確認および校正、第二二号書評

について）
。
（奈良大学）

度秋季大会について（会場校について、

欄について）
、新年度運営体制について
（支部長の交代について、運営委員の
退任と補充について）
。
（奈良大学）
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連続企画

二〇一五年度秋季大会より二〇一七年度春季大会まで四回、左記のテーマにて連続企画を予定しております。

い

《異》なる関西 ― １９２０・３０年代を中心として―
趣旨

本企画は、関西の文芸文化の中でこれまで必ずしも光が当てられてこなかった対象――人・風土・メディアな

ど――を新たに考察・評価する試みである。ただ、本企画は、埋もれた対象の発掘作業に終始するものではない。
その狙いには、自らの居るこの「関西」という場所自体を批評的に問い直し、既成の史的枠組みや知識で捉えら

れてきた関西における文芸文化の姿をも再考することを含んでいる。これまでの認識に揺さぶりをかけるような
「《異》なる関西」を探求することで、新しい文学観や地勢図が開かれるかもしれない。

その検討に際し、ひとまず中心とするのは、１９２０・３０年代である。この時期、大規模な経済的、社会的
変動を背景としてモダン文化が勃興したことはよく知られているが、関西ではどのような動きがあったのだろう

か。たとえば、佐藤春夫や稲垣足穂と関係の深い神戸の詩人、石野重道。彼はどのようなメディアに自身の作品
を発表し、また、いかなるネットワークの中で活動していたのか。そして、彼（とその周囲の表現者たち）を創

作へと駆り立てたエネルギーとは、いかなる強度と広がりを持つものであったのか。――一つの事象を核として
明らかにされていく、まだ知られていない関西文芸文化の側面は、他にも多くあるだろう。
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にて

また、この時代の前後に、その検討対象を準備／継承／更新したものがあるのならば、それも議論の範囲に含
めてもよいだろう。
「関西」を軸に、既成の枠組みを問い直すダイナミズムやドラマを掬い上げることで、
「関西」

自体が内と外との双方に対して、その《異》なる相貌を現すことを企図している。

支部内外からの様々なアプローチによって、新しい知見が議論を通して得られることを期待している。

二〇一五年度関西支部秋季大会のお知らせ
い

連続企画「《異》なる関西―１９２０・３０年代を中心として―」の第一回として、左記の要領にて開催いたし
ます。

い

二〇一五年一一月七日（土） 大阪大学

タイトル 《異》なる関西―１９２０・３０年代を中心として―
日時会場

○報告者・内容等の詳細はＨＰにてお知らせします。なお、二回目以降は発表者を募ります。積極的なご応募を
お待ちしております。
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事務局便り
○献本のお願い

本会報では、支部会員の皆様が刊行された書籍を対象に、書評欄を設置いたしました。事務局では、書評を希望される書籍
を随時受け付けております。左記の要領でぜひお送りください。

●対象となる書籍…支部会員の学術的な刊行物で、単著、あるいは支部会員が関わって刊行された書籍。
●送付先…関西支部事務局

※なお、書評欄への掲載の採否および書評者の人選については、関西支部運営委員会にご一任ください。

○維持会費納入のお願い
維持会費の納入がたいへん少ない状況です。ご協力のほど、何卒よろしくお願いします。

○関西支部二〇一五年度役員（○…新規役員）

○浅子逸男（支部長） 天野勝重 天野知幸 岡村知子 木田隆文（委員長） ○斎藤理生 坂堅太 重松恵美 須田千里

関肇 高木彬 高橋幸平 ○瀧本和成 戸塚麻子 ○中谷いずみ 西山康一 信時哲郎 ○福岡弘彬 ホルカ・イリナ

〒

奈良市山陵町一五〇〇 奈良大学 木田隆文研究室内
631-8502

前田貞昭 山﨑正純 山田哲久 ○山本昭宏 山本欣司 和田崇

○日本近代文学会関西支部事務局
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