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東洋大学文学部国際文化コミュニケーション学科開設記念 

国際シンポジウム 

「日本・ヨーロッパ・台湾における文化コミュニケーション 

および日本文化表象研究」＆ 

「海外への日本語・日本文化発信を担う人材育成を考える」 
 

2018年 1月 20 日（土）・21日（日） 

東洋大学白山キャンパス 8号館 8B11教室（地下１階） 

※入場無料・来聴自由（東洋大学生優先） 

＜2018 年 1 月 20 日（土）＞ 

13:00～13:10 開会の辞 東洋大学学長 竹村牧男 
13:10～14:10 講演１ 
アントナン・ベシュレル Antonin Bechler 

（ストラスブール大学教授／GEO） 
「村上春樹における文学的コミットメント」 

L’engagement des écrivains selon Murakami Haruki 
 

2017 年の村上春樹のノーベル文学賞キャンペーンはまたも敗北に終わり、イギリスのカ

ズオ・イシグロが、2016 年のボッブ・ディラン、2015 年のパトリック・モディアノに続い

て受賞することになったのである。ディランはともかく、イシグロやモディアノにあり、

村上春樹にはない「何か」は、どこにあるのだろうか。例えばモディアノの小説には、テ

ーマというものがほぼ一つしかない。それは、第二次世界大戦中のフランスにおける、ヴ

ィシー政権下のいわゆる「普通の人」の生活である。勿論テーマだけで受賞が決まるわけ

ではない。構成、文体、また場合によっては作家の社会的活動も受賞を決定するにあたっ

て考慮されていると思われる。村上春樹は詩人でもなければ、特に意義のある啓蒙活動を

行っている文化人でもない。その点は、本人も認めてきた。「社会性がない」という批判に

対応するためか、90 年代後半あたりからは、「デタッチメント」から「コミットメント」へ

という二元論めいた理論を、インタビューで提供することになる。 

村上春樹の「コミットメント」への意志が生み出したもっとも代表的な作品である、『ア

ンダーグラウンド』と『約束された場所で underground 2』（1997、1998）というノン・

フィクションを読んでみると、村上春樹にとって「コミットメント」という言葉は様々な

解釈と可能性を孕んでいることがわかる。その作品からヒントを得て、90 年代より現在ま

で、村上春樹の「コミットメント」の定義を追ってみたい。 

 
Le rideau tombé sur la « démocratie d’après-guerre » et la « décennie politique » des 
années 1960-1970, la littérature japonaise semble plongée dans un état d’hibernation 
prolongé sur le plan de l’engagement, qu’il soit politique ou social. Si quelques éléments 
isolés font encore, ici et là, entendre leur voix sur ces questions, tels Ôe Kenzaburô ou, 
d’une manière plus chaotique, Murakami Ryû, la majorité des auteurs de la génération 
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d’après-guerre ont, depuis les années 1970, adopté une posture de détachement qui, si 
elle reflète sans doute en partie l’état d’esprit de la population japonaise, contribue à les 
éloigner d’un champ public dont ils ont longtemps constitué l’avant-garde. 
A ce titre, le parcours d’un romancier populaire tel Murakami Haruki est exemplaire : 
étudiant à l’université Waseda de Tôkyô, il est témoin privilégié des luttes qui ont 
secoué le pays à la fin des années 1960. Leur dénouement tragique le conduit comme 
beaucoup de ses semblables à adopter dès lors une posture de détachement qu’il ne 
cessera d’ailleurs de revendiquer, et qui se traduit dans ses œuvres romanesques, ce qui 
contribuera d’ailleurs à faire de lui l’un des auteurs emblématiques de la littérature 
japonaise contemporaine.  
Certes, en France comme au Japon, le mot d'engagement a parfois mauvaise réputation. 
Dans les années 1980, certains intellectuels en ont même proclamé la fin, avec 
résignation ou avec soulagement, et les débats se sont repliés sur des enjeux plus 
individuels. Mais ces dernières années, on assiste à un certain retour en grâce de 
l’engagement, qui sous de nouvelles formes – parfois totalement apolitiques et 
non-idéologiques –, réinvestit le champ public et dépasse même les milieux intellectuels 
pour faire face aux contradictions d’une post-modernité qui a achevé les grands idéaux 
de l’après-guerre. 
Ainsi de Murakami Haruki, qui depuis 1995 multiplie les déclarations soulignant un 
passage d’une position de « détachement » à une position d’ « engagement », 
revendiquant désormais un « devoir d’ingérence », une « responsabilité » sociale en tant 
qu’écrivain. Il nous apparaît intéressant de définir ce que recouvre exactement cette 
« conversion » à cet « engagement » nouveau chez cet auteur au succès mondial, et de 
quelle manière il se traduit (ou non) dans ses œuvres. 

 
 
①「文化コミュニケーション」セッション 
（1）14:30～15:00 
大野寿子（東洋大学教授）「グリム童話と挿絵の黄金時代」 

グリム兄弟が収集刊行した『子どもと家庭のメルヒェン集』（通称『グリム童話』、初版

1812 年）には、そもそも挿絵が全く施されてはいなかった。その彼らの挿絵入り『グリム

童話』「セレクト版」出版（1825 年）に影響を与えたのが、『グリム童話』英訳版（1823 年）

に付された風刺画家クルックシャンクの挿絵である。このドイツのメルヒェン・テクスト

と英国の挿絵との運命的な出会いにより、英国あるいはヨーロッパにおける挿絵本黄金時

代が始まったともいわれている。その後、アーツ・アンド・クラフツ運動やアール・ヌー

ヴォーの波にもまれながら、見知らぬ東方世界という「異界」への憧れに彩られた挿絵芸

術が、印刷技術の発展と共に花開くのである。本発表では、19 世紀後半から 20 世紀初頭の

4 人の挿絵画家（クレイン、ラッカム、デュラック、ニールセン）を中心に、その挿絵に表

れる現実とファンタジー、西洋と東洋といった異世界（異文化）間の交流と混交について

検証する。さらに、ウォルター・クレインの「理想の書物」論をてがかりに、テクストと

挿絵と間の調和のとれた「コミュニケーション」のあり方を考える。 
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（2）15:00～15:30 
竹内美紀（東洋大学准教授）「児童文学における翻訳」 

村上春樹は対談の中で、「テキストの文章の響きに耳を澄ませられれば、訳文のあり方は

自然に決まってくる」と言っている。テクストの響き、つまり「声」を聴くことは、児童

文学の翻訳においては、さらに重要になる。 
本発表では、児童文学の翻訳における「声」に注目し、３つの側面から分析する。まず、

村上の言うように、テクストの声に耳を澄ますこと。次に、音読にたえる文体（子どもは

自分で読めないから、身近な大人に読んでもらう）。さらに、子どもは、ウォルター・Ｊ・

オングの指摘する「文字の文化」に入る前の「声の文化」の住人であるため、物事の認知

方法が大人と異なることを考慮に入れなければならない。 
翻訳例としては、戦後の児童文学において理想的な翻訳文体を確立したと定評のある石

井桃子の代表作『クマのプーさん』を取り上げ、最近出版された他者訳との比較を踏まえ

て、児童文学の翻訳における「声」の重要性について検証する。 
 
（3）15:30～16:00 
竹野谷みゆき（東洋大学教授）「パブリック・スピーキングのいま」 

「パブリック・スピーキング」は「人前で語ること」を意味する。かつて日本人はシャ

イで口下手だ、と言われていた。当時はそれもその人の個性と捉えられ、重要なスキルの

欠如とは考えられていなかった。ところが、近年になり、オバマ大統領の「Yes, We Can」

演説が感動を呼び、NHK 番組「白熱教室」で、サンデル教授のハーバード流講義スタイルが

話題を呼び、同じく NHK 番組「スーパープレゼンテーション」をきっかけに、TED トークが

人々に感動を巻き起こすと、日本でもアメリカ発のスタイルに注目が集まり、「人前で語る」

スキル向上への機運が高まってきた。本発表は、そんな「パブリック・スピーキング」と

いう行為に焦点を当て、アメリカ発のコミュニケーションスタイルが日本をはじめとする

諸外国に広がり、その結果アメリカ独自のスタイルが新たな形に展開していく、といった、

文化コミュニケーションのグローバル化の様子について考えたい。 

 

16:00～16:15 休憩 

 

（4）16:15～16:45 

横路啓子（天主教輔仁大学教授）「植民地台湾における名探偵の誕生」 
19 世紀に登場した探偵小説（後の推理小説）というジャンルが台湾で受容されるように

なったのは、台湾が日本の植民地時代であった時期である。アジアでの西洋文学の受容は、

その多くが日本という翻訳者を経たものであり、台湾における探偵小説も例外ではない。

探偵小説というジャンルには西欧列強によるオリエンタリズムが強く反映されていること

がすでに指摘されているが、それでは日本の植民地であった台湾においては、どのような

探偵小説が生まれたのか。そして、そこにどのような意識が表出しているのだろうか。当

時、台湾において書かれた探偵小説の多くが日本語で執筆されており、書き手、読み手の

多くは在台日本人であったと思われる。また掲載された雑誌の多くは警察関係者の間で読

まれるものであった。この中で「飯岡刑事」という探偵が誕生し、事実と虚構がないまぜ

となった、台湾屈指の「名探偵」として描かれるようになっていくのである。本発表では、

本来は実在の人物であった「飯岡秀三」が「飯岡刑事」として虚構化されていく過程を通
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じ、植民地台湾で書かれた探偵小説の中に表出する日本人のオリエンタリズムを探ってい

きたい。 

 
（5）16:45～17:15 
黄翠娥（天主教輔仁大学教授）「野上弥生子の「台湾」について」 

  野上弥生子は、女学校時代からの友人の長官夫人の誘いで、長男と台湾支配四十周年に

当たる昭和 10 年に台湾を訪れる。蓬莱丸が基隆の港に近づくと、弥生子は心を躍らせ、「な

にか遥遥とたづねて来た家の門柱を見つけたやうな安心ともの懐かしさ」を感じる。しか

し、この 20 日間の台湾の旅で、様々な出会いをし、植民地の現実に直面していき、単なる

安心や懐かしさではない複雑な思いを抱えることとなる。例えば総督府の理蕃政策の問題

点及び在り方に対する意見や、大稻埕、龍山寺といった本島人の居住地域での内地人不在

の現状、関係者である台湾人のいない日本人ばかりの婦人団体の食事会、さらに本島人に

とっての故郷が大陸の某省としたことなどという内地人と本島人との融合の欠如、台湾が

いまだ日本化されていないことなどである。そしてこの旅を経たことで弥生子は「人間は

よい反省を持とうとする場合には、自分を離れて考えなければならない。」と述べるよう

になるのである。 

本論は、野上弥生子の台湾体験を他の日本の知識人と比較し、弥生子の台湾観の特質を

論じると同時に、1930 年代の日台の文化融合の状況も探究するものである。 

 
（6）17:15～17:45 
石田仁志（東洋大学教授）「村上春樹における家族表象」 

村上春樹の文学において、家族関係をめぐる物語はあまり重要視されてこなかったと言

える。彼の小説を読むとき、私たちはパラレルワールド、夢、セックス、死や暴力といっ

たテーマにスポットをあててきたように思う。しかし、『1Q84』（2009～10）は登場人物の

親子関係、そして妊娠が物語られ、新たな家族の誕生を強く志向している。そのような家

族志向は、『海辺のカフカ』（2002）、「神様の子どもたちはみな踊る」（2008）から次第に

表れてきているが、初期の『風の歌を聴け』（1979）や『羊をめぐる冒険』（1982）の鼠と

その父親、『国境の南、太陽の西』（1992）の始と有希子の家族などにその出発点を見るこ

とができる。しかし、その家族表象の様相は 1995 年の阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件

を境として変容している。それまでは不在あるいは欠損として捉えられてきた家族が、正

邪を含みこんだまま継承させていくものへと変貌している。彼の小説における家族表象の

変遷を通して、彼の文学が提示する現実と未来を考えたい。 
 
 
17:45～18:00 休憩 
 
18:00～18:40 ディスカッション「文化コミュニケーションとは」 

（司会：朝比奈美知子） 
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＜2018 年 1 月 21 日（日）＞ 

②「日本文化表象」セッション A〈村上春樹の文学世界〉（司会：堀ひかり） 
10:00～10:30 
（1）竹本俊雄（リール第 3 大学准教授） 
「村上春樹初期作品再訪（1979-1982） 

―「僕と鼠の 3 部作」を中心に―」 
初期三部作で村上春樹は小説家としての文体、話型そしてテーマを獲得する。 

『風の歌を聴け』が断片化された青春小説であり、『１９７３年のピンボール』が話者で

ある「僕」と、友人の鼠の日常を描く物語なら『羊をめぐる冒険』は「僕」が鼠を探し求

める冒険小説である。「僕と鼠の 3 部作」では多元宇宙を描く文体、分身物語や冒険譚の話

型、喪失と探求、生者と死者の関係などのテーマも深化してゆく。 

本発表では断片化された物語から統合された小説へと作品が発展する過程を考察し、作

中人物の造形、風景描写、歴史への言及、間テクスト性などを検討する。作品分析にはナ

ラトロジー理論を援用する。 

 
10:30～11:00 
（2）横路明夫（天主教輔仁大学副教授）「1979 年の村上春樹」 

今回、「1979 年の村上春樹」という題目で発表させていただくわけですが、この題目の意

味を簡単に言えば、村上春樹の初期作品をサブカルチャーの視点から読んでみようという

ことです。これには二つの動機があります。一つ目は、台湾での文学研究の地盤沈下の問

題です。日本でも文学研究が制度的な枠組みとして減少傾向にあるようですが、台湾でも

大学生の文学離れが明らかで(村上春樹でさえ、あまり読まれていません)、日本文学を研

究する大学院生の数も大きく落ち込んでいます。そうした状況へのひとつの処方箋として

(少々あざといですが)サブカルチャー的な視点から村上春樹を読む提案をしてみたいと考

えました。もう一つは、1979 年が日本アニメのその後の展開の起点とも言える年であった

ということ。宮崎駿の『ルパン三世 カリオストロの城』が公開され、『銀河鉄道 999』が

邦画配給収入でアニメ映画として史上初めて第一位になり、『機動戦士ガンダム』のテレビ

アニメ第一作の放映が始まった年に、パラパラ漫画的な、あるいはセル画の連続的な村上

春樹の処女作『風の歌を聴け』が上梓されたのは、偶然ではないように私には思えます。

それゆえ村上春樹の初期作品とサブカルチャーとのかかわりを、アニメを中心として、少

し下世話にやってみたいと思ったわけです。 

 
11:00～11:30 
（3）木村政樹（日本学術振興会特別研究員 PD） 

「情報収集と物語 ―村上春樹『1Q84 BOOK3』論―」 

 本発表では、村上春樹『１Q８４』のうち、BOOK３に描かれたメディアの様態に注目して

分析する。BOOK１、２については既に同様の問題意識から論文を発表しており、関連する

範囲でふれたい。『１Q８４』は、天吾や青豆が「情報」を収集し、解釈することによって

話が進んでいく小説である。こうした登場人物たちの「情報」探究のプロセスを、「メディ

ア実践」という枠組から捉えたとき、このテクストが「メディア小説」として読解可能で

あることがみえてくる。とりわけ BOOK３において重要なのは、牛河の章が設けられたこと
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である。牛河にとっても「情報」収集は生死に関わる問題であった。テクストに張りめぐ

らされた「情報」が持つ意味を、小説全体の構成にも関連するものとして考察したい。 

 
11:30～11:40 休憩 
③「日本文化表象」セッション B〈国語教育の中の村上春樹〉 
11:40～12:10 
（4）早川香世（東京都立深川高等学校教諭）「教材としての『鏡』」 

『鏡』についての先行研究は、「僕」が語る怖い体験談について、語りの虚構性を中心に

議論が展開されてきた。近年では語る行為に着目した論が見られる。 
 確かに「僕」の語りは出来事のすべてを明らかにしていない。だが、それは僕にとって

その体験は、あまり語りたくないことだったからである。それゆえ、これまで誰にも話し

たことがなかった。であるにもかかわらず、語ったのはなぜなのか。 
 そこでまず、「僕」の話の内容、特に自分自身が一番怖いと思う理由について、これま

での先行研究を踏まえて検討する。語りにくい話を語ることについては、自助グループに

見られる語りとの比較を試みる。さらに「僕」が語るという行為と、村上春樹がしばしば

言及する、物語を作る意義とのつながりについて考えたい。 
 最後に、このような読みに基づいた高校での授業実践報告を行い、『鏡』の教材として

の意義について提案する。 
 
12:10～12:40 
（5）野中潤（都留文科大学准教授）「定番教材と村上春樹」 

 デジタル教科書が登場し、「文学国語」という選択科目の設置が検討されるなど、国語

科教育をめぐる環境が大きく変容しつつある中にあって、教育現場では依然として「羅生

門」「山月記」「こころ」「舞姫」などの定番教材が読み継がれている。一方で、より新

しい時代の小説が、夏目漱石や芥川龍之介の小説に代わる新たな定番教材としての地位を

確立するような動きはまだない。そうした中にあって、例外的に村上春樹の短編小説は、

「鏡」「青が消える」「沈黙」「とんがり焼きの盛衰」「レキシントンの幽霊」など、数

多く採録されており、教科書教材として人気である。 

 なぜ村上春樹の短編は、教材としてこれほど多く取り上げられているのだろうか。そも

そも村上春樹という存在は、現代文学の中にあってどのような特質を持っているのだろう

か。 

 村上春樹の文学が、教科書というメディアで盛んに流通するという状況を生み出してい

る背景を、定番教材が誕生する歴史的なコンテクストを参照しながら明らかにしたい。 

 
12:40～12:50 休憩 
12:50～13:30 ディスカッション「村上春樹文学の魅力」（司会：石田仁志） 
（13:30～14:30 休憩《ランチ・タイム・ミーティングあり》） 
 
④「日本語・日本文化発信」セッション 

14:30～15:10 課題提示・研究報告  
（1）平畑奈美（東洋大学文学部准教授） 
「日本の若年層に対する日本語教師教育の可能性と課題 
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－国際人を目指す若者が磨くべきは英語力か、母語力か－」 
日本では、言語や文化を異にする人々とのコミュニケーションという課題が切実さを増

している。英語をはじめとする外国語の運用能力の高い日本人と、日本語の堪能な外国出

身の人材を増やすべく、日本政府は各種取り組みを行っているが、後者の推進に関しては

日本語教師の不足が足かせの一つとなっている。日本語教師を志す人の数も減少傾向にあ

るが、その背景には、日本人の、英語の有用性に対する過度の高評価と、日本語のそれに

対する過度の低評価があるのではないだろうか。英語学習と日本語教育は、日本の国際化

の両輪であるにもかかわらず、両者の不均衡が増大している。今回は、この問題の背景と

現状について分析したうえで、日本語母語話者に対する日本語教師教育とは具体的にどの

ようなものであるか、そうした教育を受けた日本語教師がどのように活動しているのかを

報告し、日本語教師教育が日本の国際化にどのように貢献しうるかを考えたい。  
 
15:15～16:30 講演２ 
15:15～15:45 
（2）セシル坂井 Cécile Sakai 

（パリ・ディドロ大学教授、日仏会館・フランス国立日本研究所所長） 
「日本語教育と日本文化―フランスで日本近現代文学を考える―」 

外国語教育の一例としての日本語教育は言語教育が中心となるが、必然的に文化的側面

も教育の対象となる。それは人間のコミュニケーションを言語が担っている性質からきて

いるが、一般的には言語教育と各研究領域の総合としての文化講座は一応区別されていて、

外国では外国語で行なわれているが多い。フランスの大学教育においては、学習のレヴェ

ルにもよるが、例えば、歴史、地理、社会、経済など、本文は日本語で提出されるが、ほ

とんどの場合、解読、背景や枠組の説明、分析や理論的展開はフランス語でおこなわれて

いて、日本語との接点は少ない。ここでは、言語芸術である文学という領域が文化教育の

みではなく、言語教育にも役立つという、二重のメリットを解明する。また、外国におけ

る日本文学講座という分野においては、翻訳という作業も本格的に導入することにより、

さらにスキル収得の強化が可能となる。三重の効果をめざす、フランスの大学における学

部やマスターの学習現場を例に取って、その成果を示し、今後の展開を検討したい。 
 

15:45～16:00 休憩 
16:00～16:30 
（3）タチアナ・リハチョワ Tatyana Likhacheva （モスクワ国立大学上級講師） 

「スラブ文化圏における日本語の受容と母語話者日本語教師の役割」 
スラブ文化圏における日本語教育には、帝政ロシア時代からの、約 300 年の歴史がある

と言われる。ただし、この地域で本格的な日本語教育が行われるようになったのは、20 世

紀にソビエト政権が成立してからのことである。ただソビエト時代、外国語教育は国の管

理下にあり、日本語を学ぶことは、時に学習者の生命を危うくすることさえあった。やが

て 19991 年にソ連が崩壊し、共産党支配のもとでの中央集権的、画一的な日本語教育は終

焉を迎えた。新生ロシアでは、日本語教育の位置づけは大きく変化した。しかし、長年ス

ラブ文化圏の日本語教育の拠点であったモスクワ大学やサンクトペテルブルグ大学では、

ソ連時代に主流だった文法や翻訳中心の教授法がそのまま踏襲された。これに大きな変化

をもたらしたのが、日本政府による母語話者日本語教師の派遣である。本報告はこうした



国際シンポジウム 発表概要＆タイムテーブル 
 

 8 

経緯を踏まえつつ、今後のこの地域で、母語話者日本語教師に期待される役割について述

べる。 
 
16:30～16:40 休憩 
16:40-17:40 講演３  
（4）鈴木孝夫（慶応大学名誉教授） 
「日本語を世界に広める仕事を天職と考える若者を増やしたい」 

国家間の対立が激化している今日、日本に求められ、そして日本のみがなしうる最良にし

て最大の世界的貢献とは、日本語教育を世界に向けて行い、日本語を広めることであると私

は確信している。日本語は、他者に対する抗争心を和らげる、本質的な温和さ、穏やかさを

持つ言語であり、それを学ぶ人、用いる人を礼儀正しくする、「タタミゼ力」を備えている。

この日本語を世界に広めるためには、何よりもまず日本人自身が、自分たちのかけがえのな

い母語に対して誇りと自信、愛情を持つことが必要だ。日本語の豊かさを知らず、これを外

国語に劣るものであるかのように考える、自虐的な日本人が増えている。しかし、これから

の若者は、このような根拠のない誤った先入観に惑わされることなく、日本語を母語として

持つ者の使命を果たさなければならない。そのために本講演では、日本語がいかに優れた特

徴を備えた言語であるかを、漢字の双面性や、日本の共生的自然観などと関連させつつ整理

して提示する。 
 

 
17:45-18:30 
 対談「海外への日本語・日本文化普及を担う人材育成を考える」 

鈴木孝夫（慶応大学名誉教授） 
川口義一（早稲田大学名誉教授）  
（司会：平畑奈美） 

 

問い合せ先: 東洋大学白山キャンパス文学部 
国際文化コミュニケーション学科共同研究室 

+81-(0)3-3945-8425 
主催: 井上円了研究助成・海外協定校共同研究プロジェクトチーム

（石田仁志、朝比奈美知子、大野寿子、堀ひかり）、 
科研 15K04357「国際ボランティア参加女性のキャリア教育プログ

ラム開発－日本語教育の事例から－」（平畑奈美） 
協力: 東洋大学文学部国際文化コミュニケーション学科 


