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ジョージ・エリオットと私 

植松 みどり 

 

 恩師の近藤いね子先生に誘われて、創立記念のジョージ・エリオット協会の大会に参加し、会員になりました。私の文

学の中心は、Joseph Conrad やE. M. Forsterでしたが、その頃から英国小説の視点を、大きな歴史から小さな社会史

へと動かしたくて、ヒロインを中心にFunny Burney、Maria Edgeworth、そしてJane Austen、Brontë姉妹にまでよ

うやく到達したところでした。ほとんど G. エリオットの研究らしいこともしておりませんでした。仲間の方たちは研

究、読書会や翻訳などに努力され、活発に活動していました。私にはG. エリオットは高嶺の花すぎる存在でした。けれ

ども他の研究会にはろくに出席したこともないのに、第一回の年次大会に出席してこの会の熱意と自由さにひかれまし

た。そのときの二次会は講演者の小池滋氏の発案で、カラオケでした。執行部の方々に誘われ同行しました。何か型破り

の協会の楽しさに嬉しい予感のようなものを感じたのです。英文学者の伝統の「オベロンの会」などのある意味、無頼の

集まりを誇りに思う方も周囲にはいらして、文学が取り澄ましたものになってしまったと嘆かれ、芸術としての文学が

教育としてのものをはるかにしのぐと力説されていたように思います。もっとも私などは、どちらにしろ、それほどの

意識の深さなどなくて、ただ、その作家が面白いか、作品が自分の興味を刺激するかの初歩的な段階でしたので、どのよ

うな研究会に対しても後ろめたいような気持ちが優先した怠け者で、いまでも恥ずかしく思います。そんななか、ジョ

ージ・エリオット協会では、シンポジウムなどにも出していただき、また、論文集にも書かせていただきました。協会に

入ること自体がとても厚かましいことと思っていたのに楽しみが増し、いつの間にかどっぷりと浸っていました。 

 その後、「週刊朝日百科」（世界の文学、ジョージ・エリオット）の原稿執筆のため、イギリス、ドイツとG. エリオッ

トの道を行ったことは楽しい思い出でした。その生涯を、（フィールドワークというよりも）フットワークに近い旅をし

ながら、ドイツ文学の若い研究者と一緒にたどりました。コヴェントリー、ナニートン、ロンドン、ワイマールと、G. 

エリオットの足跡を一つ、一つ行きました。ちょうどアメリカに行かれていたKathleen Adamsさんのお住まいを外側

から見ても来ました。コヴェントリーやナニートンは本当にのどかで、穏やかで、それまで訪ねていたブロンテの北国

とはやはり微妙に異なった暖かみが感じられました。古い街のたたずまいや、田園の自然にひかれるG. エリオットがド

イツのイルム公園の川を見ているうちに、きっとナニートンのあの親しんできた「同じ自然の」田園の小川を思い出し

ていたのかと勝手に重ね合わせている自分がいました。『フロス河畔の水車場』の冒頭の場面のリップル川、「なんとか

わいい川なんだろう」と述べるG. エリオットの思いがそのままあふれでるように思います。 

 ただいま、『フロス河畔の水車場』の翻訳を最終ゲラ校正に入っている段階なのですが、そんなかわいい川が恐ろしい

自然の脅威に変化し、聖書で神の与えた罰は、G. エリオットにより自然と人との独特の位置関係という、個別の宗教に

縛られない大きなテーマへと変化し、作者ならではの「真実」の問題に描かれていることに感服しています。マギーに対

する思いのみに集中していた私の方向は、この十年近くずっと関わってきた翻訳によって確かに開かれました。最初は

マギーという「お嬢さまヒロイン」には、ドラブルやレッシングのいう列につながるものがあるというだけの、私の読み

方でした。 

 もとからマギーの感覚、その感情面での「ほんもの」の描写に打たれ、イギリス文学の中でこの作品が何よりも好きな

小説でした。ときにリアリズム作家とG. エリオットは呼ばれていますが、彼女の場合はいわゆる世界の文学でいうリア

リズムとは少し異なっていて、ある田園地帯のある時間が、時代を越え場所を超えた「写実」につながり永遠の命をつな
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いでいくのではないかという思いです。そのため何よりも作者の資質が重要になり、作者はその部分では間違えること

ができません。G. エリオットのすごいところはその判断に、21 世紀の今でも間違えていないと私どもが反応できると

ころでしょう。「はみ出したものへの共鳴」をこれほど真剣に述べられる作家が他にいるでしょうか。異端を排除する当

時の主張に対する作者の、フィリップへの「思い」にすごさを感じました。ずっと翻訳出版されなかったのは、この部分

の読者の反応を出版社が恐れたためではないかとも思います。ここに当協会の著作集の意味もあり、私の責任も重い仕

事でした。 

 今回、翻訳をしながら、訳者がどこまで自由にできるかということも辛い課題でした。マギーの父親は、“miller & 

malter（製粉と酒つくりを生業とする）” であり、当時の社会状況を考えると、実は酒を卸していることによってこそ、

タリヴァー家は裕福な生活環境にいられ、ここはもっと強調されるところでしょうか。かなりの農地も持ち、代々その

地方の名家であるところから、マギーの立ち位置を今までよりも少し上位に持ってきました。また、マギーのおじやお

ばとの関係を定めることは、さらに大変、思うようには解決していません。グレッグ家とプレット家の伯父、伯母の優位

は変わりませんが、ディーン家に関しては、決め手となるものがありません。モデルといわれているG. エリオットの母

の、４姉妹の順位からは明らかにタリヴァーの奥さんが一番下ですが、それ以外では「一番弱い」という表現のみ、マギ

ーの母とディーン夫人の上下は、子供の年齢や結婚相手などを考えると、どうしてもタリヴァーの奥さんの方を上にす

る方が自然に思えます。結局は下二人の姉妹関係については、作者はそれほど重要視しなかったという結論にしました。

既存の素晴らしい翻訳ですら、作中で混乱しているものもありました。ディーン夫人のほうを下にする家族関係も刺激

的です。 

 苦しみの多い翻訳でしたが、もちろんたくさんの楽しみもありました。この作品の基軸をギリシャ悲劇の『アンティ

ゴネ』におき、丘の上にそびえる赤い屋根の家々のセント・オッグズの町から、テニスン『イノック・アーデン』（1864）

の冒頭場面を思い、裕福な粉屋の息子の名前がフィリップであることなどから、『イノック・アーデン』の切ない恋物語

は『フロス河畔の水車場』のマギーの苦しみがきっかけの、男の人の主人公版なのかなとか勝手に遊びました。 

 最後に、この翻訳をさせてくださった皆様に心より感謝いたします。 

 

 

特別企画 「コロナ禍とわたし」 

 

 コロナウイルスの脅威は収まる気配を見せず、会員の皆さまも先行きの見えない生活をお送りのことと思います。大

学の授業は対面から遠隔へと変わり、多くの先生方にとって例年以上に慌ただしい1年になったのではないでしょうか。

また、全国大会が延期され、年に一度の学際的な交流ができなかったのはとても残念なことでした。 

 一方、2020年のGeorge Eliotは「ロックダウンの友」

とも呼べる存在になっていたようです。2020年4月に

BBC Radio 4はThe Mill on the Flossのラジオドラマ

の放送を開始（後にBest Radio Drama 2020を受賞。

全10回のエピソードは2021年5月現在も視聴可能）。

同じ頃、The Guardianの記事（Book That Made Me）

では、アイルランドの若手作家 Sally Rooney が The 

Mill on the Flossを読み、PhilipがMaggieに送った手

紙に涙したと述べています（2020.04.17）。 

 Middlemarchの場合、ロックダウンの今こそ読むべ

き “thick book”（通称「鈍器本」）の代表として定着し、

実際に読み終えた女性は “A marvel in fact.”と感想を

記しています（The Guardian, 2020.11.06）。ちなみに

Middlemarch は、2020 年 8 月に Women’s Prize for 

Fictionの25周年企画 #ReclaimHerNameによって、George Eliot作ではなく本名のMary Ann Evans作で出版され

ました。（写真の中にある分厚い本がMiddlemarchです。） 

 会員の皆さまにとって、2020年はどのような1年だったのでしょうか。今回、学会報告記の代わりに特別企画を用意

しました。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。 

（写真はhttps://www.womensprizeforfiction.co.uk/features/features/reclaim-her-nameから） 
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コロナ禍下の想念 

関西大学名誉教授 宇佐見 太市 

 昨春、満70歳の定年退職と同時にコロナ禍に遭遇。生活設計の抜本的修正と自己の研究軌跡の回顧・自省。喪失・失

意から再建への志向。自縄自縛の伝統的諸規範からの解脱。森羅万象に対する懐疑と審究。孤心・思惟の愉悦。社会的倫

理観と文学的営為の論究。精神の領分の保持に精進。海老根宏著「ジョージ・エリオットにおける現実と非現実」を味

読。氏の19世紀英国小説の総括に感銘。正鵠を射た「人文知」を再認識。1年を経た今、期するは一陽来復の春と本学

会員の健康。 

 

現代『デカメロン』 

東京大学名誉教授 海老根 宏 

 老人ホーム暮らしも五年目になりました。非常事態は解除になりましたが施設の方では警戒を崩さず、外部からの訪

問は一切禁止、全館しんかんとしています。しかし私はもともと毎朝のラジオ体操のほかは、施設のサークルには縁が

なかったので、あまり変化を感じていません。かえって周囲の動きに影響されずに本が読めます。かつての『デカメロ

ン』のような、病禍を逃れた閑暇の生活と言えるかも（強がりかな）。 

 

 

心の中で旅をする 

神戸女学院大学 佐藤 エリ 

 世の中を目まぐるしく変えるきっかけとなったコロナウイルスの世界的大流行。授業はオンラインに切り替わり、滅

多に会うことのなかった友人と zoom を通じて頻繁に話すようになった。海外への渡航が制限される中、たびたび過去

の旅に思いを馳せた。2019 年 9月、私はエリオットが「イタリアの回想録」で書き残している地を何箇所かめぐった。

私の目の前に広がる光景が、エリオットの描写とぴたりと一致した瞬間、時空を超えて彼女の目に映ったものを共有す

る感動に包まれた。頻繁に旅をしたエリオットは今の状況をどう捉えるだろう、そんなことをふと想像する。 

 

 

新型コロナと私 

元駒澤大学教授 高野 秀夫 

 私は、長い間、毎朝部屋の窓を開け、新鮮な空気を室内に入れるようにして来ました。その風が英国の大地から吹いて

くると想うと、楽しくなり心が浮き浮きします。それは英国の美しい田園風景への憧憬によるものかも知れません。 

 今、世界では100年に一度の疫病が猛威を振るっています。中世には歴史上最大級のペストがヨーロッパに流行った。

その時に生まれた物語が、「英詩の父」であるジェフリー・チョーサー（1340‐1400）の処女作『公爵夫人の書』です。

英国王ヘンリー4世の父の妻で、チョーサーの妻の姉もペストの犠牲になりました。現実に妻を亡くした公爵の深い悲し

みの思いが、同じ境遇にある物語の主人公の悲しみと共鳴しているように感じられます。ジョージ・エリオットの処女

作は『牧師補の諸相』です。最初の物語「エイモス・バートン」には、己の愚かさ故に、最良の妻を亡くした主人公の深

い悲しみが描かれています。エリオットが人生の最良の伴侶、ジョージ・ヘンリー・ルイスを亡くした時に読んだ本が

『公爵夫人の書』です。エリオットは「愛の詩人」とも呼ばれるチョーサーの英文学の伝統をしっかり引き継いでいるの

です。 

 今は、まずCovid-19に悩まされることのない日常が、早く戻ることを願っています。 

 

 

コロナ禍でのオンライン授業 

龍谷大学 谷 綾子 

 コロナ禍で急遽オンライン授業をすることが決まったのはちょうど去年の 4 月の頃でした。龍谷大学は教員へのフォ

ローが手厚く、オンライン授業のマニュアル作成や説明会の実施、サポートデスクの立ち上げなど、迅速な対応に助け

られました。学生も教師も手探りの状態での授業でしたが、双方とも徐々にデジタル化していき、最終的にはパソコン

だけではなく、PowerPointのスライドだけでは説明が難しいところを iPadのメモに手書きで説明を行うという授業ス

タイルに落ち着きました。コロナとの闘いはまだまだ続きそうですが、去年培ったチャレンジ精神で乗り越えていきた

いと思っています。 
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令和二年――コロナの春 

元甲子園大学教授 冨田 成子 

巣ごもりは千載一遇 ゆめ叶へ『白鯨』読了せし友の言ふ  

 

 定年後、何か新鮮な未知のものを習得したく、ピアノと薔薇の育成を始め、花と音の喩えようもない美しさに在宅介

護の閉塞を随分慰められました。特に四年前、母の逝去後に始めた短歌にはすっかり魅せられています。昨年の自粛期

間には一日一首を心がけ、コロナを主題に連作を作りました。反故にするのも嫌だったので、「令和二年――コロナの春」

と題して所属の結社『潮音』の新春短歌賞に応募したところ、準入選に滑り込み、まさにビギナーズ・ラックで驚いてい

ます。最後にG．エリオットの方は、ヘイト編集の『書簡集』を興味深く読んでいます。 

 

 

「リモート」を楽しむ 

福岡大学 濱 奈々恵 

 遠隔授業に決まった時、「通勤時間がない＝本が読める！」と喜びましたが、大間違いでした。自宅で授業ができる便

利さはあれど、オンとオフの切り替えが難しく、パソコン作業だけで日が暮れる毎日…。唯一の楽しみは、NHKで放送

された「赤毛のアン」のドラマでした。最終話、空想好きなアンに1冊の本が渡されます。作者はGeorge Eliot！“I don’t 

know him.”と話すアンに、本を渡した女性はGeorge Eliotの本名と性別を明かし、「あなたが本を書く時には本名で書

くのよ」と助言します。原書にはないやり取り。そもそも日本の視聴者でGeorge Eliotに反応を示した人はどの程度い

たのでしょうか。一瞬でしたが、英語を読むことで国を、George Eliotを知ることで時代を越えた遊びを楽しみました。 

 

 

コロナ禍と私 

徳島文理大学 中島 正太 

 2020年にはアイルランドの若手作家Sally RooneyのNormal Peopleを読みました。エピグラフは『ダニエル・デロ

ンダ』からの一節で、理想と現実の間で葛藤するヒロインがエリオットの作品を思わせるものでした。また同年に見た

映画『ストーリー・オブ・マイライフ～わたしの若草物語』には、作中人物が浜辺で『フロス河の水車場』を朗読すると

いう、原作にない場面がありました。ジョージ・エリオットはこの 2020年代にも間違いなく息づいている！と嬉しく思

っています。 

 

2019 George Eliot Bicentenary Conference at University of Leicester 

元鹿児島国際大学大学院教授 樋口 陽子 

 Marianne Evans 14歳の未完の短編Edward Neville（1834）がWilliam Coxeの旅行記（1801）に多く負い、Henry 

Marten（1602-80）のChepstow Castle幽囚を絡めた作品であること等を、Mrs Mari Seawordに卓上映写機の操作を

お願いして口頭発表した。これは暮にPaul Davies, ed. Still Crazy About George Eliot 200 Years LaterのCh. 11とし

て出版され、The George Eliot Review, No. 51に、珍妙な短評が載った。 

 食堂で名札を見て、「30年前にケムブリッジにいたでしょ。帰国の時に洋服をくれたわよね」と話しかけてくださった

のはDr. Hao Liだった。この僥倖には、驚きと感謝のみ。 

 

 

新型コロナとYouTube 

白百合女子大学 矢野 奈  々

 新年度が始まり、久々に対面授業をされている先生方の一方で、昨年に続き遠隔授業の為に動画作成等をされている

先生方もいらっしゃると思います。私もこのような状況にならなければ、動画作成をすることなどはなかったと思いま

す。授業準備の参考として、YouTubeを閲覧していくうちに、若者がTVよりもYouTubeを好む理由や人気クリエイタ

ーの巧みな技など新たな学びが沢山ありました。そして、YouTubeにはイギリス文学に関するチャンネルが少ないこと

にも気づきました。 

 一般の方や学生を対象に今までとは違ったアプローチをしたら、もしかしたらエリオットにも興味を持ってくださる

方が出てくるかもしれないと思い、今年に入り「英国文学講座」を開設致しました。お恥ずかしい点も多々ありますが、

ご覧いただけますと幸いです。（https://www.youtube.com/channel/UCyi3mYvg9XdqHlhNblY2TJQ） 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 事務局からのお知らせ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

日本ジョージ・エリオット協会会員の皆様には、常日頃から大変お世話になっておりますこと、深く感謝申し上げます。 

本協会では、事務の効率化と経費削減のため、2017年度より会員皆様への各種お知らせにつきましては、協会ホーム

ページ（http://www.g-eliot.jp/）や個人メールアドレスへの送信など、インターネットを積極的に活用した形をとらせて

いただいております。ご所属、ご住所、電話（FAX）番号を初め、メールアドレスに変更が生じましたら、速やかに事務

局までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。（事務局のメールアドレス：georgeeliot.japan@gmail.com） 

なお、インターネットをご利用なさらない会員の方々には、郵便で各種資料の送付をしておりますが、こちらも変更が

生じましたら、事務局までご連絡ください。 

 

事務局：〒769-2193 香川県さぬき市志度1314-1 徳島文理大学香川校 中島正太研究室内 

   日本ジョージ・エリオット協会事務局 

 

 

協会設立 20周年記念事業に向けてご協力のお願い 

 

 本協会では設立20周年記念事業の一環として、テキスト・シリーズ「ジョージ・エリオットを原文で学ぼう」プログ

ラムの発刊計画を進めています。 

 大阪教育図書のご協力のもと、第一巻、『サイラス・マーナー』教科書が、2017年12月に刊行されました。会員の皆

様におかれましては、今後も、大学や大学院その他の場で、是非、『サイラス・マーナー』教科書を採用していただきま

すよう、ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 尚、協会では引き続き、第二巻『フロス河畔の水車場』教科書の発刊計画に向けて準備を進めています。 

 

 

第 24回全国大会について 

 

 2021年12月11日（土）龍谷大学大宮学舎（京都市下京区大工町 125-1）にて、第24回全国大会を開催いたします。

当日は、研究発表、総会、シンポジウム、特別講演会、懇親会を予定しております。多数の皆様のご参加をお待ちいたし

ております。 

 大会の詳細は10月に協会のホームページに掲載し、ご登録いただいているメールアドレスへお送りする大会プログラ

ムでもお知らせいたします。経費節約のため、大会プログラムはホームページまたは添付ファイルよりダウンロードし

ていただきますようお願いいたします。また、大会のご出欠はメールでご案内しますオンライン出欠フォームをご利用

いただきますようお願いいたします。 

 尚、昨年度の総会におきまして、会員の方々（学生会員を除く）にも大会参加費をお１人 500円いただくことが決定

されました。協会の運営費確保のため、ご協力の程、お願いいたします。 

 

 

第 24回全国大会シンポジウム（日本オースティン協会との共催） 

題目：Jane AustenとGeorge Eliot 

「深遠なる重要性を帯びた影響」――その探究の魅惑 

 

司会： 神戸海星女子学院大学名誉教授 惣谷 美智子（所属：エリオット／オースティン協会） 

講師： 名古屋経済大学名誉教授 川津 雅江（オースティン協会） 

  女性の教育と生活の資―AustenとEliotにおけるWollstonecraftの遺産 

講師： 白百合女子大学教授 土井 良子（オースティン協会） 

  初期作品からみるJane AustenとGeorge Eliot 

講師： 慶應義塾大学教授 永井 容子（エリオット協会） 

  Jane AustenとGeorge Eliotの匿名性と作品を取り巻く「視点」 

講師： 神戸市外国語大学教授 新野 緑（エリオット、オースティン協会） 

  ＜見誤り＞の悲喜劇―EmmaとMiddlemarch― 
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シンポジウム要旨 

 F. R. Leavis は、その著The Great Traditionにおいて、エリオットをオースティンの伝統に連なるものとして、エリ

オットに対するオースティンの「深遠なる重要性を帯びた影響」を示唆しているが、示唆に止めている。偉大な独創的作

家間の影響を明確にすることなど困難極まりないというのが彼の理由だが、エリオットとオースティンはともに英文学

の「偉大な伝統」上にあり、19 世紀を代表する 2 作家の関係性の謎には、今も私たちを魅惑してやまないものがある。

本シンポジウムは、エリオットとオースティン、2つの協会の共催であり、各発題の着眼点も以下のように多岐に渡る。 

 川津氏は、WollstonecraftのA Vindication of the Rights of Womanを介在させて、女性の教育と生活の資の獲得のあ

りようを、Emma とMiddlemarchの家庭教師の描写において比較・検討し、また土井氏は、オースティンとエリオッ

トの少女期の創作に焦点をあて、後年の小説作品にそれらがどのように結びついていくかを考える。そして永井氏は 2

人の女性作家に共通してみられる匿名性が「視点」の問題と密接に関係していることを指摘して、両者の接点を「視点」

という観点から考察し、また新野氏はヒロインをはじめ登場人物たちの様々な＜見誤り＞をテーマに、オースティン作

品がエリオットの創作活動にどのような影響を与えたのかを探る。 

 それぞれの協会に属する講師のこうした自由で多彩な切口によって、エリオットとオースティンは、ときに激しく、

またゆるやかに交差しながら自らを浮き彫りにしていくだろう。フロアも巻き込んでの活発な議論のうちに、これら 2

人の作家間に文学的化学反応のようなものがさまざまに生まれ出てくれればと願っている。（惣谷美智子） 

 

 

第 24回全国大会特別講演のご案内 

 

 本年度の特別講演には、廣野由美子先生（京都大学教授）を講師としてお招きします。先生は19世紀イギリス小説を

ご専門とし、これまでに『批評理論入門』（中公新書）、『深読みジェイン・オースティン』（NHKブックス）、『謎解き「嵐

が丘」』（松籟社）などのご著書、および、ティム・ドリン著『ジョージ・エリオット』（彩流社）、『ミドルマーチ』（光文

社古典新訳文庫、全 4 巻完結）などの翻訳書を出版されました。特別講演では「ジョージ・エリオットはジェイン・オ

ースティンから何を受け継いだのか？」という問題について、〈分別〉と〈多感〉をキーワードに論じていただく予定で

す。『ミドルマーチ』と『分別と多感』の比較考察、先生が両作家との出会いから文学研究を始めた経緯、『ミドルマー

チ』の翻訳作業をとおして発見したことなども披露いただけるようです。皆様、奮ってご参加ください。 

 

 

第 24回全国大会研究発表者の募集 

 

発表テーマ： ジョージ・エリオットに関連したもの  発表者数： 2〜3人（予定） 

応募資格： 日本ジョージ・エリオット協会会員  応募締切： 7月25日 

発表時間： 30分（発表25分、質疑応答5分）時間厳守でお願いいたします。 

レジュメ： ワープロA4版で、約400字程度。発表題目には、英文名も添えてください。 

 ※ 原稿には、氏名・住所・所属・電話番号・メールアドレスを明記してください。 

宛先：       〒769-2193 香川県さぬき市志度1314-1 徳島文理大学香川校 中島正太研究室内 

       日本ジョージ・エリオット協会事務局 ／ E-mail: georgeeliot.japan@gmail.com 

 

応募は郵送、またはメールで、お申し込みください。応募者多数の場合は、調整させていただきます。 

 

 

2022年度『ジョージ・エリオット研究』第 24号への投稿論文募集 

 

 2022 年 11月に発行予定の学会誌『ジョージ・エリオット研究』第 24号の投稿論文の締め切りは 2022 年 4月 1日

（金）厳守です。奮ってご応募ください。投稿規定は、役員名簿の下に掲載されております。投稿規定およびチェックシ

ートは、協会のホームページからダウンロードすることもできます（http://www.g-eliot.jp/ronshyu.htm）。論文の他に書

評を募っております。新刊書などの書評をご希望の方は、編集委員長の大嶋浩先生、もしくは事務局まで、お早めにお申

し出ください。 

 

 

http://www.g-eliot.jp/ronshyu.htm
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会費納入のお願い 

 

会費納入につきまして、お願いいたします。年会費および振込先は、以下の通りです。 

 

一般会員               7,000円（国内会費5,000円と英国本部会費2,000円） 

英国本部に登録された終身会員    5,000円（国内会費のみ） 

学生会員（大学院生、学部生など） 2,000円（本部会費を含む） 

 

振込先（郵便振替口座）：00960-0-105579 日本ジョージ・エリオット協会 

＊郵便局内にある振込用紙、またはゆうちょダイレクトをご利用ください。 

（2020年度より、協会から振込用紙をお送りすることは見合わせております） 

＊手数料はご負担いただいております。 

 

 なお、事務処理の都合上、9月末までにお振込をいただきますよう、ご協力をお願いいたします。ご承知の通り、本協

会は英国ジョージ・エリオット・フェローシップの支部をかねており、毎年1月に英国本部に会費を送金しております。

会費納入が年を越しますと、本部への送金に間に合わず、本部からの郵送物が受け取れなくなります。また、退会につき

ましてもお申し出がない限りは、遡って未納分の会費を納入していただくこととなっておりますので、くれぐれもご注

意ください。 

 

新入会員の確保について 

 

 現在、本協会は、一般会員 71名、終身会員 13名、学生会員 2名、合計 86名となっております。年々数名の会員が

加入される一方で、退会される会員もおられ、全体として会員数は漸減傾向にあります。100 名を切る状態が続きます

と、日本学術会議から協力学術研究団体としての認定を受けられなくなる可能性がありますので、会員の皆様におかれ

ましては、新入会員確保にご協力を賜りますようお願いします。この問題に関するご意見等がございましたら、事務局

までお知らせください。 

 

事務局夏季閉鎖のお知らせ 

 

 例年にならい、夏季休暇のため8月1日から8月31日まで、事務局を閉鎖いたします。緊急のご連絡は、事務局中島

正太のメールアドレス（nakajima@kgw.bunri-u.ac.jp）宛てにお願いいたします。 

 

 

☞新刊書等のご案内☜ 

 

★ 廣野由美子 訳『ミドルマーチ 3』〈光文社古典新訳文庫〉（光文社、2020.07.20）493 pp.+1 p. [編集部]「第5部 

死の手」（pp. 7-232）、「第6部 未亡人と妻」（pp. 233-453）、「読書ガイド」（pp. 454-93） 

★ 廣野由美子 訳『ミドルマーチ 4』〈光文社古典新訳文庫〉（光文社、2021.03.20）485 pp.+1 p. [編集部]「第7部 

二つの誘惑」（pp. 7-203）、「第6部 日没と日の出」（pp. 205-431）、「読書ガイド」（pp. 432-71）、「ジョージ･エ

リオット年譜」（p. 472-81）、「訳者あとがき」（482-85） 

★ 廣野由美子 著『小説読解入門―『ミドルマーチ』教養講義―』、中公新書、中央公論新社、2021年4月25日発行 

 

 

文献委員の募集及び文献情報収集への協力依頼 

 

 現在の文献委員（3名）は今年度をもって委員を退く予定です。来年度以降、文献委員の仕事を引き継いで、日本にお

けるジョージ・エリオットの文献情報の収集を担当していただける方がおられましたら、事務局までご連絡願います。 

 また、日本におけるにおけるジョージ・エリオットの文献情報をお持ちの方は、事務局にその情報の提供をお願いい

たします。 
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19世紀イギリス文学合同研究会準備大会について 

 

 ディケンズ・フェロウシップ前会長の新野緑先生より19世紀イギリス文学合同研究会の初回準備会（会場：神戸外国

語大学、責任者新野緑先生）のご案内が2020年9月28日にありました。 

 ジョージ・エリオット協会としては執行部、顧問、運営委員会で話し合い、合同研究会に正式参加するかどうかは直近

の役員会（2021年度役員会）を待って決めることとし、それまではペンディングとするが、準備会には参加するという

コンセンサスをすでに得ています。新野先生にはその方向でお返事を差し上げました。準備会のシンポジウムについて

は、正式に参加を決めているディケンズ・フェロウシップ、ハーディ協会、オスカー・ワイルド協会、ギャスケル協会の

4 学会からパネリストを出して行うことはすでに決まっています。これら 4学会の間には開催は年 1回のコンセンサス

があるようです。シンポジウムのテーマは検討中のようです。また、各学会から 1人の研究発表も、発表者、タイトル、

司会者も決まったようです。これについては、大会プログラムが公表される折に、メーリングリストでご案内します。 

 

合同研究会日程： 

 19世紀イギリス文学合同研究会準備会が当初予定されていました 2021年6月5日は断念することになり、代わりに

同年9月18日（土）に、対面であれオンラインであれ、開催することに決まりました。ジョージ・エリオット協会から

研究発表の応募はシャーウッド・岩舘あけみさんからありました。すでに準備会担当者に届け出ています。とにかく、な

るべく多くの会員が参加してみて、合同研究会へ正式に加わるかどうか、複数の目で判断材料を得るのが肝要かと存じ

ます。ジョージ・エリオット協会の高齢化が進んで活動力、財政力は衰微する趨勢にあります。参加するかどうかは今後

の活動を担う中堅、若手の方々の意向が大切になります。そのような判断から、執行部としては慎重にコンセンサスを

得る努力を続けたいと思っています。合同研究会の今後の準備状況については、引き続きメーリングリストで情報提供

させていただきます。 

  2021年5月14 

 会長： 福永 信哲 

 副会長： 大嶋   浩 

 副会長： 田中 淑子 

 運営委員長： 会田 瑞枝 

 

 なお、2020年 1月に新野先生に提出しましたジョージ・エリオット協会の 19世紀イギリス文学合同研究会について

の見解を、再度おさらいのためにご紹介します。 

 

見解１： 

 合同研究会では19世紀小説の全体とは言わずとも、個別作家を超えるような問題提起が暗に期待されるように思いま

す。また別の観点から考えると、大学院で研究や、それから少し上の段階では、個別作家の研究者だけの集まりのほう

が、より細かい反応や指摘などを得られる可能性が大きく、若い研究者にとっては、広すぎる研究分野よりも、むしろ役

に立つかもしれないと思います。このことから考えて、個別作家研究の方に重点を置き、視野を広げる合同研究会は二

年に一度くらいが適当と思うのです。 

 またこれは今の議論とは逆になりますが、個別作家の研究学会には属したくなくて、合同研究会だけに属したい、あ

るいは出席したいと言う人も出てくることが予想されます。これらの方にはどのような会費を払ってもらうか、その点

が考慮されてないようです。これはそんなに重要な事項ではないですが。 

 費用負担については、合同研究会の趣旨からして、一部は（1～2万円の）一律負担とすべきでしょう。金額は協議で

決めるとして、ほかの方式は人数の多い学会におんぶするようで好ましくないと思います。人数で決めるのも、各学会

の独立性を損なうのではないでしょうか。 

 

見解２： 

 研究発表や講演・質疑応答の内容がしっかりしていて、学ぶことが多くあることが長い目で見て健全さを保証する裏

づけになると思います。そのためには、発表、講演内容に関する知見を持った人が少なからず臨席していて、時に率直な

やり取りがあることが大切だと思います。 

 現代の大学教員は、忙しい中で研究成果を多く求められていますが、文学作品をしっかり味読するゆとりは少なくな

っていないかどうか、心配しています。わたしどもの研究分野は効率主義にはなじまない面があるように思われます。

しっかり時間をかけて作品と向き合わないと、作家や時代を深く理解することは期待できないからです。個々の作家を
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超えて時代に共通のテーマを論じるためには、扱われる作品や作家についてしっかりした予習が必要でしょう。 

 これを毎年するとなると、風呂敷を広げすぎて真の対話が起こらず、インパクトを与えるような研究会とはならない

心配があります。せいぜい2年に1度くらいで慎重に発進するのが良識的ではないかと思えます。 

 

 以上、ジョージ・エリオット協会が提出した見解をご紹介しましたが、コロナ禍もあって対面の場でしっかりと意見

を出し合った結果ではありません。「見解」1、2は寄せられた意見のうち、最大公約数とも言えるものです。今後、意見

を聴取して、メリット、デメリットを比較考量し、熟議のうえ結論を出したいと考えています。会員の皆さまの率直な意

見をお待ち申し上げています。ご意見を寄せられる場合は、学会代表メール（georgeeliot.japan@gmail.com）に件名（合

同研究会）を明示してお願いします。 

2021年5月14日 

（文責：福永 信哲） 

 

 

19世紀イギリス文学合同研究会準備大会 

発表要旨 

『サイラス・マーナー』における農村共同体とイングリッシュネス 

法政大学大学院博士後期課程 シャーウッド 岩舘 あけみ 

 

 本発表では、『サイラス・マーナー』（1861）をコミュニティ論と田園主義的イングリッシュネスの観点から考察し、

その接点を探りたい。ランタン・ヤードとラヴィロウの 2 つの村を、環境と共同体の観点から比較分析し、サイラスの

再生の意味を検討する。また、ディケンズの『大いなる遺産』（1860-1）に描かれた都市共同体との比較も試み、ヴィク

トリア時代が進むにつれてお金を通しての人間関係が拡大していった都会の現実を明らかにする。 

 エリオットの作品が当時の社会でメッセージ性を持つのは、イングランド全体が都市化されている中で、いまだ人々

が互いに寄り添い協力し合う農村社会が存在しているからであろう。こうした農村共同体こそが、イングリッシュネス

を形づくる中枢となっているのではないだろうか。 

 

 

新規会員のご紹介 

 

京都ノートルダム女子大学 木島 菜菜子 

 私はディケンズを専門に勉強してまいりました。貴学会には学生時代に拙論“The Portrait of Dorothea and her 

Emotional Landscapes: Analysis of Visual Passages in Middlemarch”を、The George Eliot Review of Japan 10 (2008）

に掲載していただきました。その後、経済的な理由で退会しましたが、やはりエリオットについてもっと学びたいと思

い、この度再び入会をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

東京都立大学 佐久間 千尋 

 19世紀英文学、特にブロンテ姉妹を専門として研究しております。同時代作家のジョージ・エリオットにつきまして

は、かねてより大変興味深く思っており、作家・作品について理解を深めたく、入会させていただきました。今後、勉強

させていただきたく存じます。ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 編集後記 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 今号の巻頭エッセイは、植松みどり先生にお願いしました。『フロス河畔の水車場』におけるマギーの立ち位置に関す

るご考察がとても興味深く、翻訳をする時の緻密な読みとその苦労をも知ることができました。先生の新訳を心待ちに

しております。また今号では、大会報告記の代わりに特別企画として「コロナ禍とわたし」を掲載しました。不便を嘆く

のではなく、今ある環境の中で新しいチャレンジや楽しみを見つける先生方の姿が印象的でした。執筆にご協力いただ

いた皆さま、ありがとうございました。今年こそは全国大会で皆さまにお会いできますように。 （編集：濱 奈々恵） 
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