
多摩都市モノレール利用の場合
JR立川駅下車、多摩モノレール立川北駅に乗り換え、高松駅下車、徒歩10分

立川バスの場合
JJR立川駅北口②番のりば乗車「立川学術プラザ」バス停下車、徒歩1分
JR立川駅北口①番のりば乗車「立川市役所」バス停下車、徒歩3分
JR立川駅北口②番のりば乗車「裁判所前」バス停下車、徒歩5分

徒歩の場合
JR立川駅下車、徒歩約25分

自動車利用の場合
中央自動車道「国立府中IC」から約15分
　　　　　　　　　　　　※無料駐車場あり

交通のご案内

案内図

案内図

（都心から）

国際日本文学研究集会
第35回

The 35th International Conference on Japanese Literature
National Institute of Japanese Literature

Tokyo,26th~27th, Nov.2011

主催　人間文化研究機構　国文学研究資料館

案　　内

１．と　　　　き 平成23年11月26日（土）～11月27日（日）

２．と こ ろ 人間文化研究機構　国文学研究資料館大会議室

３．用　　　　語 日本語

４．研究発表会 無料（「会議録」送付希望者のみ500円を申し受けます。）　　参 加 費

５．レセプション 学生1,000円、他一般2,000円（当日受付）レセプション参加希望者のみ　　参 加 費

６．参加申込締切 平成23年10月28日（金）

７．参加申込方法 申込書に①氏名（フリガナ）　②住所　③所属機関・身分
 ④研究分野　⑤レセプション参加の有無
 を記して、郵送若しくはFAX又はE-mailにてお申し込みください。
 （当日受付も可能ですが、なるべく前もってお申し込み下さい。）

８．連 絡 先 〒190-0014　東京都立川市緑町10-3
 国文学研究資料館
 国際日本文学研究集会事務局
 TEL 050-5533-2911・2912　FAX 042-526-8604
 E-mail:icjl@nijl.ac.jp

９．そ の 他 参加を申し込まれた方には、研究発表・講演の要旨をお送りします。
 また当館ホームページ（http://www.nijl.ac.jp/）に、
 研究発表・講演の要旨を掲載しておりますのでご参照ください。

国際日本文学研究集会 会場

「〈場所〉の記憶－テクストと空間－」

☎050-5533-2911・2912
〒190-0014 東京都立川市緑町10-3
FAX:042-526-8604
http://www.nijl.ac.jp/
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受付開始
開会挨拶 今西祐一郎（国文学研究資料館長）

 第１セッション 司　会 渡辺　憲司（立教新座中学校・高等学校校長）
研究発表
①藤沢と『小栗判官』―長生院における享受と再生―
 粂　　汐里（立教大学大学院博士課程）
②『西行物語』の方法―東海道を歩む西行―
 蔡　　佩青（静岡英和学院大学講師）

休憩（10分）　ポスターセッション

 第２セッション 司　会 戸松　　泉（相模女子大学教授）
研究発表
③庄司総一「月來香」論―医院、産婆、＜1941年>の台湾―
 廖　　秀娟（元智大学助理教授）
④青鳥の哀歌―澁澤龍彥『画美人』論
 林　　淑丹（文藻外語学院副教授）
⑤太平洋戦争前後におけるタイ表象イメージの接合と変容
 久保田裕子（福岡教育大学教授）

休憩（10分）　ポスターセッション

 ショートセッション 司　会 谷川　惠一（国文学研究資料館教授）
①「トポス」としての韓国と日本、その戦後の記憶
　　　―『広場』と『万延元年のフットボール』にみえる「回帰」と「脱出」を中心に
 趙　　軒求（中央大学大学院博士課程）
②「敦煌」に見る井上靖の中国地域像―河西回廊の道標的都市をめぐって
 何　　志勇（大連外国語学院講師）
③中島敦と南洋
 陸　　　嬋（東京外国語大学大学院博士課程）
④テキストと＜境界＞の生成－太宰治『津軽』におけるチェーホフの影響を中心に
 申　　福貞（熊本大学大学院博士課程）

休憩（10分）   　　　　　　　　　

 ショートセッション 司　会 横井　　孝（実践女子大学教授）
⑤周作人の日本文化観―1930年代を中心に
 韓　　玲姫（筑波大学大学院博士課程）
⑥能楽の謡曲における場所の記録に対する舞においての空間表現の仕方
 Buresova　Lucie（カレル大学修士課程）
⑦禁野交野の記憶―持明院基春と鷹書―
 大坪　　舞（立命館大学大学院博士課程）  
⑧＜南山＞としての吉野―終南山との関わりを中心に―
 高　　兵兵（西北大学教授）

事務連絡・会場移動
レセプション

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　12:30～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　13:00～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　13:10～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　13:40～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　14:10～14:20

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　14:20～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　14:50～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　15:20～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　15:50～16:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　16:00～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　16:15～

・・・・・・・・・・・・　16:30～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　16:45～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　17:00～17:10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　17:10～

　・・・・・・・・・・・・・・・　17:25～

　・・・・・・・・・・・・・・・　17:40～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　17:55～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　18:10～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　18:30～19:30
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受付開始

 第３セッション 司　会 青田　寿美（国文学研究資料館准教授）
研究発表
⑥〈ユートピア〉という場所―村上春樹『スプートニクの恋人』を中心に
 徐　　忍宇（九州大学大学院博士課程）
⑦津村節子の描く八丈島－「黒い潮」創作ノートの検証－
 岩田　陽子（関西大学大学院博士課程）
⑧失われた欲望を求めて：三島由紀夫の『仮面の告白』における記憶の語り
 Keith　Vincent（ボストン大学准教授）

休憩（120分）　昼食・ポスターセッション・陽明文庫展の見学

 第４セッション 司　会 小嶋　菜温子（立教大学教授）
研究発表
⑨岡本綺堂の戯曲「お七」と本郷座
 丹羽　みさと（国文学研究資料館機関研究員）
⑩『落窪物語』の和歌～法華八講との関連から～
 園山　千里（ヤギェウォ大学准教授）
⑪王朝における歌合の空間－村上朝天徳四年内裏歌合を受けとめた後冷泉朝期の歌合－
 赤澤　真理（日本学術振興会特別研究員）

休憩（10分）　ポスターセッション

 公開講演
江戸戯作における「展示型見立て」―開帳・見世物を模倣したイメージの展覧会―
 崔　　京国（国文学研究資料館外国人研究員）

総　括

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　10:00～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　10:30～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　11:00～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　11:30～

・・・・・・・・　12:00～14:00

・・・・・・・・・・・・　14:00～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　14:30～

・・・・・・・・・・・・・・・・　15:00～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　15:30～15:40

・・・・・・・・・・・・・　15:40～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　16:55～17:05

11 27月 日日

「〈場所〉の記憶－テクストと空間－」

 ポスターセッション
●テクストに潜在する記憶としての異郷 林　　晃平

●俳諧文芸と風土 　　西　いおり

●『雨月物語』における離郷する人たちの運命をめぐって 　　岳　　遠坤

●明石君と紫上との協働的関係 　　MYERS　Michelle

●上代人にとっての「瀬」 　　高橋　憲子

●川端康成「禽獣」の時間と空間 　　王　　薇

●中島敦「狐憑」論 　　趙　　　楊

●楽の変遷 　　江﨑　公子

「近衞家陽明文庫　王朝和歌文化一千年の伝承」同時開催特別展示

第35回国際日本文学研究集会プログラム

  イマ  ニシ  ユウ  イチ  ロウ

   ワタ
  
ナベ         ケン

    
ジ

  クメ　　　　　   シオ
    
リ

  サイ　　　　　   ハイ  セイ

  
 
ト
    
マツ  

      
　　   イズミ

 リョウ 　   
         

シュウケン 

  リン                 シュクタン

 　ク　　  ボ　　タ     ユウ　コ

  タニ   カワ　　　 ケイ  イチ

 チョウ                ホン    グ

    カ                    シ ユウ

  リク　　　　　　　　  ゼン

  シン　　　　　　フク  テイ

  ヨコ　イ　　　　   　 タカシ

  カン　　            レイ    キ

         ブレショヴァー　                    ルチエ

  オオ  ツボ　　            マイ

  ガオ　　             ビンビン

  アオ　タ　　　　ス　　ミ　

    ソ　　　   　     イ　  ヌ

  イワ　　タ　　　　ヨウ　コ

  　 キース　　　　　　 ヴィンセント

 　コ　ジマ　　 　 ナ　  オ　  コ

   二　  ワ　　       ミ　  サ　　ト

  ソノ　ヤマ　　　セン   リ

  アカ　ザワ　　  　マ　 リ

  チェ　　　　　 キョンクック

 ハヤシ　              コウ  ヘイ

 ニシ　        イ     オ     リ  

 ガク               　エン  コン

 マイヤズ                      　ミッシェル        

 タカ  ハシ　       ノリ   コ  

 オウ　                ビ テ イ 

 チョウ        　              ヨウ

 エ   サキ       　キミ   コ  


