2016 年大会プログラム

日時
場所

2016 年 10 月 15 日（土）9 時 50 分から 17 時 30 分まで
県立広島大学（広島キャンパス）教育研究棟 1 1239 講義室
〒 734-8558 広島市南区宇品東 1-1-71
①バス（JR 広島駅南口 ～ JR 広島駅 7 番乗り場から広島バス 31 号翠町線に乗車〈約
20 分〉～県立広島大学前・広島キャンパス下車～徒歩 3 分）
②市内電車（JR 広島駅南口 ～広島電鉄 5 号線広島港・宇品行きに乗車〈約 20 分〉
～ 県病院前下車 ～ 徒歩 7 分）
総合司会
大阪大谷大学教授 服 部 慶 子

★開会の辞

9:50

★研究発表

10:00 ～ 12:00

同志社大学名誉教授

押本年眞

司会 関西外国語大学短期大学部教授

渡千鶴子

1. 「翻弄される女性とワイルドフェル・ホールが持つ家の意味について」
広島女学院大学非常勤講師
2.「書物としての都市」
3.「気象から見る『嵐が丘』」

島根大学外国語教育センター特別嘱託講師

玉木祐子

駒澤大学准教授

川崎明子

近畿大学准教授

莵原美和

司会

関西大学教授

関西大学教授

4.「影に隠れた妹たち―ブロンテとロセッティ」
★総会

13:00 ～ 13:30

★奨励賞表彰

山内香澄

司会
講評

★会長挨拶
★会場校挨拶
★大会委員長挨拶

事務局長

宇佐見太市

高橋美帆

日本ブロンテ協会奨励賞審査委員長
青山学院大学教授 橋 本 清 一
立正大学教授

白井義昭

県立広島大学人間文化学部長

秋山伸隆

県立広島大学教授

天野みゆき

★講演 14:00 ～ 15:00
司会
帝塚山学院大学名誉教授 内 田 能 嗣
演題「『ジェイン・エア』ジェインの選択―エロスとアガペ」
千里金蘭大学名誉教授 井 上 澄 子
★シンポジウム 15:10 ～ 17:20
「Charlotte Brontë 生誕 200 年にあたって
―シャーロット文学の影響とその変容を探る―」
司会・発題者 神戸海星女子学院大学教授 惣谷美智子
発題者
滋賀大学教授 岩上はる子
発題者
中央大学教授 大 田 美 和
発題者
日本大学教授 田村真奈美

★閉会の辞

17:20

関西大学名誉教授

坂 本

武

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★懇親会 18:00 ～ 20:00
於 県立広島大学 食堂（教育研究棟 2）
司会

会費 6,000 円

京都教育大学准教授

奥村真紀

研究発表
１．「翻弄される女性とワイルドフェル・ホールが持つ家の意味について」

広島女学院大学非常勤講師

山内 香澄

ア ン・ ブ ロ ン テ（Anne Brontë, 1820-1849） の『 ワ イ ル ド フ ェ ル・ ホ ー ル の 住 人 』（The Tenant of
Wildfell Hall, 1848）をセンセーション・ノヴェルとして扱うことに関してリン・パイケット（Lyn Pykett）は、
出版時期の問題を指摘している。そこで本発表では、『ワイルドフェル・ホールの住人』とセンセーション・
ノヴェルの代表作であるエレン・ウッド（Ellen Wood, 1814-1887）の『イースト・リン邸』（East Lynne,
1861）を比較することによって、センセーション・ノヴェルの流行が始まったと考えられる時期からわずか
10 年という出版時期の差がもたらす違いについて考えたい。また、センセーション・ノヴェル的な視点から、
ワイルドフェル・ホールとイースト・リン邸というそれぞれのタイトルに使用されている家の持つ意味とヘ
レンとイザベルの比較を通して作品の相違点について考察したい。

2．「書物としての都市」

島根大学外国語教育センター特別嘱託講師

玉木 祐子

私塾、女教師、孤児といったブロンテ作品では見慣れた道具立ても、『ヴィレット』がシャーロット・ブ
ロンテの作品中占める特異な位置を変えはしない。シャーロット・ブロンテのその他の公刊作品に馴染んで
いればいるほど、『ヴィレット』は読者にある種の違和感を抱かせるとすら言えそうだ。なぜか。結末がハ
ッピーエンディングではない点、特定の個人を明示する題名を有していない点、語りの信憑性そのものが頻
繁に論議される点などは、この作品固有の特徴である。おそらく、最後の公刊作品である『ヴィレット』は
読者にこれまでの作品とは異なった読み方を要求するのだ。ルーシー・スノウはタイトル・ロールを得たジ
ェイン・エア以下のヒロインと同等の位置にはない。ここでは『ヴィレット』におけるルーシーの位置づけを、
いわば「狂言回し」としてのそれに近似したものとみなし、書物としての都市『ヴィレット』の特徴を考察
する。

３．「気象から見る『嵐が丘』」

駒澤大学准教授

川崎 明子

『嵐が丘』を、作品内で言及される気象を出発点にして再読すると、何が見えてくるだろうか。『嵐が丘』
における気象の扱いは、様々な要素を少しずつ持つという点で、現代の実社会に生きる私たちにとっての天
気と大きく異なる点はあまりない。例えば、プロット展開に直接的・間接的に関与したり、登場人物たちが
物事を気象現象に喩えたりする。物語中の幸不幸と呼応しているように見える場合もある。『嵐が丘』にお
ける気象で特異と思われるのは、キャサリン・アーンショーが、字義的気象と比喩的気象が一体化した世界
観を持つことである。その象徴が、天候が形成した地形である嵐が丘である。天候に対するのと同様に、彼
女は誰をも受容するが、すべての存在と共存しようとする価値観は、ヒースクリフとエドガーには共有され
ない。本発表では『嵐が丘』における気象の諸側面を明らかにした上で、キャサリンの悲劇を再考したい。

４．「影に隠れた妹たち―ブロンテとロセッティ」

関西大学教授

高橋 美帆

アン・ブロンテの詩にはどこかクリスティーナ・ロセッティ（1830-94）の作風を思わせるところがある。
どちらも文芸の才に恵まれた兄妹の末っ子であり、アンはしばしば姉たちの「影に隠れた」作家と評され、
クリスティーナも同様に、画家で詩人の兄と評論家の兄の「影に隠れた」詩人と評されてきた。確かに、こ
の二人はその生涯においても作品においても、決して華やかだとはいえないだろう。しかしながら間違いな
く、アンにも、クリスティーナにも、静かに長く愛される魅力がある。
本発表では主として、アンとクリスティーナの生涯と作品をそれぞれ再考したうえで、比較を試みてみ
たい。そして、「ブロンテ兄妹」と「ロセッティ兄妹」という、いわばひとつの芸術共同体としての「兄妹」
の関係を礎として、この二人の女性詩人とその作品がどのように育まれていったのかを探ってみたい。

講 演
「『ジェイン・エア』ジェインの選択―エロスとアガペ」

千里金蘭大学名誉教授

井上 澄子

ヨーロッパでプラトンが読まれてきた長い歴史のなかで、17 世紀前半イギリスのチャールズⅠ世の宮廷で
流行したフィチーノの唱える「プラトン的愛」の背景には、キリスト教文化と新プラトン主義哲学の融合が
あったといわれる。ジェイン・エアが、セント・ジョンのプロポーズというより、むしろ説得に応じて、今
まさに宣教師の妻となってインドへ赴く人生を決断しようとした瞬間に、ロチェスターの神秘的な呼び声を
耳にして、ジェインは彼のもとへとはせ参じる。それはジェインの選択を決断した劇的な瞬間であった。
本論のテーマは一言で言えば「愛について」であろう。最後でセント・ジョンからの「手紙」に応じて捧
げる彼へのオマージュは、C・ブロンテの「愛とキリスト教の融合」を目指す言葉と受け取れる。

シンポジウム
「Charlotte Brontë 生誕 200 年にあたって
―シャーロット文学の影響とその変容を探る―」
Mary Taylor, Miss Miles: Or, a Tale of Yorkshire Life 60 Years Ago (1890)
「Mary Taylor の小説 Miss Miles と女たちのそれぞれの生」
中央大学教授

大田 美和

シャーロット・ブロンテの親友メアリー・テイラーの小説『ミス・マイルズ 60 年前のヨークシャー生活
の物語』は、1830 年代のヨークシャーを舞台とし、1811 年から 12 年を舞台にしたシャーロットの Shirley
（1848）と興味深い対照をなしている。『シャーリー』、『ミス・マイルズ』、さらには Halifax の Shibden
Hall の女領主 Anne Lister（1791–1840）の暗号による日記を補助線として入れることで、19 世紀前半のヨ
ークシャーの女たちの様々な生がどのように描かれたか見てみたい。

Henry James, The Turn of the Screw (1898)「『生命を持つ小説』をめぐって」
司会：神戸海星女子学院大学教授

惣谷 美智子

ヘンリー・ジェイムズの『螺旋の回転』とシャーロット・ブロンテの Jane Eyre（1847）との類似はよ
く指摘されるところだが、そうした現代の研究動向とは裏腹に、ジェイムズ自身は、その問題含みの作品の
ソース

源流に関してはあくまでも “the shadow of a shadow” の主張を貫いてきている。ジェイムズにとって『ジェ
イン・エア』とは何であったのかを念頭におきながら、両作品の比較対照を通してそれぞれの作品の読みを
さらに深めていければと思っている。

Daphne du Maurier, Rebecca (1938)「語りの枠組み―ゴシック空間の深化」
滋賀大学教授

岩上 はる子

年長の資産家と結婚し由緒ある屋敷の女主人となった若い女性が、美しい先妻の幻影に追い詰められてい
く物語。そこには『ジェイン・エア』の影が濃厚に漂う。映画ではどちらもジョーン・フォンテインがヒロ
インを演じたせいか、二つの作品が重なりあう感がいっそう深い。だがデュ・モーリアは語り手のヒロイン
に名前を与えていない。それどころか、彼女の輪郭すらぼんやりとして、ジェイン・エアの存在感に比べる
と希薄でさえある。読者は、この語り手＝主人公の回想の中から浮かび上がる霧に包まれた世界をさまよう
ことになる。デュ・モーリアがシャーロットから何を受け継ぎ、どう変容させたのか考えてみたい。

Iris Murdoch, The Unicorn (1963); Margaret Drabble, The Waterfall (1969)
「シャーロットの再評価と 20 世紀後半の女性作家たち」
日本大学教授

田村 真奈美

20 世紀前半に一時評価が下がったシャーロット・ブロンテの作品が再び見直されたのは、さまざまな批評
的立場からの読み直しがあったためだが、その魅力の再発見に貢献したのは批評家だけではない。1950 〜
60 年代、のちに時代を代表するようになる女性作家たちが次々とシャーロットの作品に影響を受けた小説を
発表した。その中からアイリス・マードックとマーガレット・ドラブルを取り上げて、彼女らがシャーロッ
トから何を受け継ぎ、それをいかに変容させたのかを見てゆきたい。

県立広島大学（広島キャンパス）
【アクセスマップ】
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学術情報
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教育研究棟２
教育研究棟１

日本ブロンテ協会事務局

〒 577-8502 東大阪市小若江 3-4-1
近畿大学理工学部 莵原美和研究室
TEL 06-6721-2332（代表）06-4307-3570（直通）
e-mail brontesocietyjapan@gmail.com

