
日時 2017年 10月 14日（土）9時 50分から 17時 30分まで
場所 中央大学（多摩キャンパス）1号館　1406室

〒 192-0393 東京都八王子市東中野 742-1
多摩モノレール『中央大学・明星大学駅』徒歩 5分
※モノレールは下記の駅から接続
•小田急多摩線「小田急多摩センター駅」　•京王相模原線「京王多摩センター駅」
•京王線「高幡不動駅」　　　　　　　　　• JR中央線「立川駅」
•京王動物園線「多摩動物公園」　　　　　•西武拝島線「玉川上水駅」

総合司会 日本ブロンテ協会理事　小野ゆき子
★開会の辞　9:50 元川村学園女子大学教授　田 中 淑 子
★研究発表　10:00～ 12:00 司会 青山学院大学教授　緒 方 孝 文

1.「なぜヒロインは＜空色＞を選ぶのか」 大阪市立西高等学校教諭　音部みはる
2.「Branwell Brontëの 2つの伝記」 日本大学准教授　兼 中 裕 美

司会 東北大学名誉教授　鈴木美津子
3.「Villetteにおけるルーシー・スノウの憂鬱―19世紀的女性の身体からの
　　解放としての病」 東京大学大学院博士課程　馬 場 理 絵
4.「シャーロット・ブロンテの執筆スタイル：『シャーリー』を中心に」 
 昭和女子大教授　金 子 弥 生
★会場校挨拶　13:00～ 13:10	  中央大学文学部長　都 筑 	 学
★総会　13:10～ 13:40	 司会	 事務局長　近畿大学准教授　莵 原 美 和
★奨励賞表彰 講評	 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
★会長挨拶 横浜市立大学名誉教授　白 井 義 昭
★大会委員長挨拶 中央大学教授　大 田 美 和
★講演　14:00～ 15:00 司会	 元近畿大学教授　清水伊津代
演題「ブランウェルは第四の小説家になりえたか？―その可能性と不可能性を探る」
	 	 京都大学教授　廣野由美子

★シンポジウム　15:10～ 17:20 「ブランウェルの人と芸術」
 司会・発題者 大阪大谷大学教授　服 部 慶 子

	 発題者	 神戸大学非常勤講師　宮 川 和 子
	 発題者	神戸親和女子大学非常勤講師　後 中 陽 子
	 発題者	 神戸市看護大学准教授　山	内	理	惠
★閉会の辞　17:20 金沢大学名誉教授　藤 田 	 繁
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★懇親会　18:00～ 20:00 於		中央大学	1号館 1410室 会費 5,000円

 司会	 東京芸術大学准教授	 侘 美 真 理
（後援　中央大学）

2017 年大会プログラム



研究発表

１．「なぜヒロインは＜空色＞を選ぶのか」
大阪市立西高等学校教諭　音部 みはる

大久保康雄氏は『ジェーン・エア』（新潮文庫 , 2010）のあとがき（1960 夏）において、19 世紀中ごろに
スタンダールやバルザックなどのフランス自然主義文学の風潮がイギリスにも波及した一方で、古いロマン
ティシズムの色彩がイギリス文学作品を彩っていたと述べ、また Jane Eyre（Charlotte Brontë, 1847）に
おいてはそれらふたつが混淆していると指摘されている。その Jane Eyre において、イングラム嬢は晩餐会
の場面で「空色」のドレスを身にまとって華やかに振る舞い、物語の終盤ではジェインが「空色」のドレス
に身を包んでロチェスター氏に寄り添う。それは、シャーロットが「空色」を自由の色だとイメージしてい
たからという仮説を立て、また「空色」が自由を表す色として用いられているスタンダールの『赤と黒』（LE 

ROUGE ET LE NOIR, 1830）を取りあげ、シャーロットとフランス文学との関わりをたどりつつ、「空色」
の描写を分析しながら考察したい。

2．「Branwell Brontëの 2つの伝記」
日本大学准教授　兼中 裕美

Daphne du Maurier（1907-89）の小説 Rebecca（1938）は、Jane Eyre（1847）としばしば関連付けられ、
批評家たちにその劣化版と見なされたりしたが、彼女の書いた Branwell Brontë の伝記（1960）は、批評家
たちの評判が良かったにもかかわらずあまり読まれていない。彼女は Brontë の愛好家で、特に Branwell に
共感し彼の名誉回復を望んだ。そして、Brontë の伝記作家で有名な Winifred Gérin（1901-81）が Anne の
伝記を出版し、続いて Branwell の伝記（1961）を準備中であることを知りながら、自ら彼の伝記に取り組んだ。
本発表では、二人の作家が共通の目的でほぼ同時期に Branwell の伝記執筆に取り組みながら、それぞれが
どのような Branwell 像を描き出しているかを浮き彫りにし、特徴を明らかにしたい。

３．「Villetteにおけるルーシー・スノウの憂鬱
―19世紀的女性の身体からの解放としての病」

東京大学大学院博士課程　馬場 理絵
近年、人文医学の領野から行うテキスト分析は注目を集めているが、Charlotte Brontë と鬱病の関係を考

察する研究はまだ数が少ない。Brontë は鬱病の症状に多く苦しめられており、これは彼女のアイデンティテ
ィに関わる精神の病であった。Brontë は自分と類似した精神状態のヒロイン、Villette の Lucy Snowe を描
いている。本発表では、Villette には作者の鬱病の体験が生かされ、登場人物が自身の身体に向ける眼差し
のあり方にいかに影響を与えたかを考察する。Villette では鬱病の位置は狂気とともに捉えられている。こ
のような鬱病への眼差しは Jane Eyre 執筆以前の作者の身体の悩みを語る言葉にも確認できる。この点に注
目しながら Villette で描かれる Lucy Snowe の身体を分析することで、Brontë 独自の身体への眼差しに新た
な側面から迫ることができると考えている。

４．「シャーロット・ブロンテの執筆スタイル：『シャーリー』を中心に」
昭和女子大学教授　金子 弥生

シャーロット・ブロンテは幼少期から執筆活動を始め、物語る能力に長けていた。一方、容姿に対するコ
ンプレックスが極端に強く、特に見知らぬ人の前では話をすることができなかったと言われている。彼女が
親しい人々に語る物語には人を動かす力があった。つまり、彼女はことばに対しては優越感を持っていたが、
それが容姿に対する劣等感に邪魔されてなかなか発揮できなかった。しかし、ことばに対する優越感が容姿
に対する劣等感を吸収することで、彼女に語る力を獲得させたと考えられる。シャーロット作品の中では珍
しく、『シャーリー』には二人の美しいヒロインが登場する。容姿に劣等感を抱く登場人物は、老嬢を除け
ば部分的に登場するプライア夫人のみと言ってよいだろう。自分自身に自信がなく、人前では話ができない
プライア夫人は、シャーロットの状況と近似している。この人物が後に『ヴィレット』のヒロイン、ルーシー・
スノウに発展する可能性を探る。



シンポジウム
「ブランウェルの人と芸術」

本年はブランウェル・ブロンテの生誕 200 年にあたる。三姉妹の栄光の陰に隠れ、注目されることの少な
いブランウェルだが、幼少より詩の才能を発揮し、肖像画家としての才能も持っており、決して等閑視する
ことのできない存在である。ブロンテ協会以外ではなされないであろうブランウェルの再評価を本シンポジ
ウムで試みる。多角的に彼の人物像と芸術を考察することで、これまでに見えなかった側面に光を当てるこ
とにも繋がるはずである。

ブランウェルが与える創作へのインスピレーション
神戸市看護大学准教授 　山内 理惠

ブランウェルは詩を中心とした文学作品、絵画、スケッチなどを多数残しており、少なくとも晩年に体調
を崩すまでは創作意欲に溢れた人物だった。そして、彼の人物像や人生は複数の文筆家たちに創作へのイン
スピレーションを与えてきた。ブランウェルから最も直接的にインスピレーションを受けたのはブロンテ姉
妹と言えるだろう。しかし、彼は他の文筆家たちにも刺激を与え、複数の作品の中でモデルとなったり登場
人物となったりしている。英文学史に名を残す姉妹たちとは異なり、彼は文学で成功できず、姉妹たちの名
声の影に潜むような地味な存在である。そんな彼がどうして複数の作品の中でモデルや登場人物として選ば
れ、彼の人物像や人生が繰り返し語られるのだろうか。本発表では、作家たちのインスピレーションの源と
してのブランウェルの魅力について考察する。

肖像画家ブランウェル―三姉妹と自己について語るブランウェルの肖像画
神戸大学・関西大学非常勤講師　宮川 和子

ブランウェルがプロの肖像画家として成功を目指したのは，1836 年から 1837 年のことであった。本発表
では，肖像画家としてのブランウェルに焦点をあてる。とりわけ 1835 年頃にブランウェルが描いた三姉妹
の肖像画を中心に論じたい。この絵からブランウェル自身の像が消されているのは有名である。この抹消が
彼らの人間関係について暗示するものを考察すると同時に，ブランウェルが姉妹をどう配置・構成したか，
細部をどう描いたかを観察し，伝記との関連性も考えたい。さらにブランウェルが影響を受けた画家ジョシ
ュア・レイノルズ等の作品と比較しながら，ブランウェルが描いた肖像画への影響や彼の意図を考察する。
また、三姉妹と銃を手にしたブランウェルが描かれた「ガン・グループ」（gun group）と呼ばれる肖像画な
どほかのブランウェル作品とも比較しつつ分析したい。

ブランウェルの《心の音楽》を読み解く
神戸親和女子大学非常勤講師　後中 陽子

ブランウェル・ブロンテ（Branwell Brontë, 1817-1848）の詩には “music”、“chord”、“harmony” など音
楽に関する語や、楽器の名称が多く用いられている。彼の詩のなかで、“trumpets” はときに戦闘場面の鬨の
声となり、ときに華々しい戴冠式を彩る音色となる。愛する人を悼むとき “organ” が鳴り響き、吹き渡る風
が爪弾くのは “harp string” である。少年時代から、オルガンやフルートを演奏し、音楽の才能に秀でてい
たブランウェルの心の内には、詩のことばを綴るとき、多くの楽の音が奏でられていたのかもしれない。詩は、
歌であり音楽である。本発表では、ハートリー・コールリッジ（Hartley Coleridge, 1796-1849）に韻律に
おいて熟達していると評された、ブランウェルの詩にみる音楽性について考えたい。

ブランウェルの微かな命の灯
大阪大谷大学教授　服部 慶子

ブランウェルの詩には死に対するオブセッションが濃厚に漂っているが、それとともに、「難破」のシー
ンに代表されるように、すべての命を飲み込むかのような海の描写が作品の至る所に溢れている。そして彼
の作品を特徴づける「死」と「海」のイメージを前景とすれば、その波間に翻弄されながら微かに灯る「火」
のイメージが点在する。情熱や命のエネルギーの表象でもある「火」が、ブランウェルの詩においては「死」
や「破壊」とも結びついている。「私を燃え上がらせる焔そのもの、魂のエネルギーそのもの」（「悲惨」）で
ある命の炎は「レジャイナの運命」の戦闘場面においては全てを焼き尽くす破壊の炎でもある。本発表では、
決して突出してはいないが、ブランウェルの詩から仄かにゆらめく命の灯を救い上げたい。
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多摩モノレール
中央大学・明星大学駅

多摩モノレール「中央大学・明星大学」駅の改札を出たら右折すると中大キャンパ
ス。直進し、円形の樹のところを右方向に進み、右奥の 3号館の自動ドアを入り、
右手のエレベーターで 3階へ。3号館の出口を出て、右手に進むと向かいに１号館。
（円形の樹のところを直進し、階段を上がるルートもあります。）

〈主な鉄道駅から「中央大学・明星大学」駅までの所要時間〉
・新横浜駅から約 1時間 20分　・新宿駅から約 1時間　・東京駅から約 1時間 15分
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中央大学（多摩キャンパス）
【アクセスマップ】

【キャンパスマップ】

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（大学代表）06-4307-3570（直通）
e-mail　brontesocietyjapan@gmail.com


