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● 日本イェイツ協会第 47 回大会開催の報告
第 47 回大会が 2011 年 10 月 29 日(土)、30 日(日)の両日
にわたって江戸川大学において開催されました。
初日の 29 日(土)は、まず吉増剛造氏による講演「刹那を引
き延ばすこと」が行われました。瞑想の瞬間を引き延ばすよ
うな歌の本質を探る吉増氏の語りは、自ら制作されたビデオ
Yeats Vision Ireland 13 分 を交えながら、その本質を緩や
かに具体化されていき、深く考えさせられる内容でありまし
た。
つづいて講演を引き受けるような形で松田誠思氏が「吉増剛
造におけるイェイツ」と題して研究発表されました。午後に
は 3 名の研究発表、柿原妙子氏の’Easter 1916’と報道写真
の衝撃」
、薦田嘉人の「文体・個性・仮面==イェイツとワイルド
==」
、
江崎義彦氏の
「エピファニーの構図==WordsworthとHeaney==」
が行われました。シンポジウムは「Form、あるいは詩的であ
ること:イェイツの場合」
というタイトルのもとで長谷川弘基
氏が司会・構成を務め、小菅奎申、西谷茉莉子、塩田英子の
3 氏がパネリストとして参加して行われました。
翌 30 日(日)には水崎野里子氏の
「マイケル・ロングリー
『雪
水』に見るやさしい自然の表裏 : 共生と葛藤」
、岡崎真美氏
の「ドルイドの受容のかたち==イェイツとブレイクの場合
==」
、奥田良二氏の「解体と連鎖==マルドゥーンの Maggot
について==」の研究発表が午前に行われました。午後には伊
達恵理氏の司会・構成によるワークショップ「
「イェイツにお
ける放浪」をめぐって」が催されましたが、パネリストには
浅井雅志、虎岩正純の両氏が参加されました。
* * *
大会開催の労をとられた江戸川大学の海老澤邦江氏をはじ
め、関係の方々に対しまして、実り豊かな大会となったこと
を感謝申し上げます。
● 日本イェイツ協会第 48 回大会開催のお知らせ
2012 年度の年次大会は 10 月 13 日(土)、14 日(日)の両日
に佐賀大学において開催いたします。開催を引き受けていた
だいた佐賀大学の木原誠氏には深く感謝いたす次第でありま
す。
今大会の講演には、虎岩正純氏を予定しています。シンポ
ジウムは伊里松俊氏の司会・構成による「A Vision につい
て」(仮題)をテーマにして行います。またワークショッ
プはシンポジウムと関連させて「’The Second Coming’につ
いて」(仮題)をテーマとして佐藤容子氏がその司会・構成に
あたります。つきましてはそれぞれパネリストを 2 名募集い
たします。参加される意向のある方は 4 月末日までに事務局
へご連
絡ください。また研究発表をなさる方は 800 字程度のレジュ
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メを添えてその旨メールにて事務局へご連絡ください。
研究発表の締切りは 6 月末日とします。
● Yeats International Summer School

●『イェイツ研究』第 43 号刊行について
第 43 号に論文・研究ノートを従来どおり募集しておりま
すが、その締切りを 5 月末日といたします。
投稿に関してご質問・ご不明な点がありましたら、編集委
員長もしくは事務局へお問い合わせください。
『イェイツ研究』第 43 号に掲載予定の「アイルランド文
学研究書誌」一覧を作成するにあたりまして会員諸氏の著
書・論文等をお知らせください。記載対象の出版年月日は
2011 年 10 月から 2012 年 9 月までといたします。
● 会員の寄贈書紹介
会員より著書が寄贈されましたので以下ご紹介します。
*
*
*
浅井雅志著
池田寛子著
● 会費納入のお願い
会費納入(一般 5,000 円、学生 2,000 円)の振込用紙を同封
してありますが、2012 年度会費を納入される方は通信欄に
「2012 年度会費」と明記して 4 月以降に納入してくださるよ
うお願いいたします。なお、2011 年度の会費納入をまだ済ま
されていない方は振込用紙の通信欄に「2011 年度会費」と明
記して納入してください。
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●日本イェイツ協会第 45 回大会のお知らせ
来る 9 月 26 日(土)、27 日(日)に開催される第 45 回
大会の内容プログラムをお知らせいたします。初日の
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講演には佐野哲郎氏による「日本イェイツ協会の歴史とヴィ
ジョン」が予定され、研究発表には、西谷茉莉子氏の「イ
ェイツ詩における「発話者を特定するリフレイン」
」
、
石川隆士氏の「風の詩学: 解きなおす螺旋」
、萩原眞一
氏の「
『幻想録』とイェイツの南イタリア旅行」が予定
されています。シンポジウム: 「初期のイェイツ−−形成
期の詩人をめぐって」は松田誠思氏が司会・構成をされ、
長谷川弘基、奥田良二、星野恵里子の三氏がパネリストと
して参加します。2 日目の研究発表は、河田優子氏の「土
掘りとしての詩−−再考」、伊東裕起氏の「Blake と
Nietzsche をつなぐもの: Yeats の Jacob Boehme 受容
について」
、佐藤容子氏による「The Dreaming of the
Bones の表象構造について」を予定しています。午後
にはワークショップ「 ‘The Seeker’を中心に−−イェイツ
初期詩劇に見る萌芽と可能性」が行われます。伊達恵理
氏がコーディネーターを務め、パネリストには小菅奎
申、虎岩正純の両氏が予定されています。
* * *
大会開催を引き受けてくださった東北大学の岩田美
喜氏をはじめ関係の方々に感謝申し上げます。実り豊
かな大会となりますよう、より多くの会員諸氏のご参
加を期待しております。
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●会員諸氏の寄贈書紹介
大野光子監修『<ポストコロニアル>と<ジェンダー>
で読む 20 世紀アイルランド文学』(非売品)、奥田良二
著 Decoding Paul Muldoon: Poetics and Politics (春風社)、
佐藤亨・伊達直之・他著『ギリシア劇と能の再生』(水
声社)、高松雄一編『対訳 イェイツ詩集』(岩波文庫)、
風呂本武敏編『アイルランド・ケルト文化を学ぶ人の
ために』(世界思想社)
●会費納入のお願い

2009 年度の会費納入がまだお済みでない方は、よろ
しく納入のほどお願いいたします。
郵便為替口座番号 00120-9-179621
加入者名
日本イェイツ協会事務局
年会費
5,000 円

* * *
大会開催にあたり宿泊の格安プランを近畿日本ツー
リストより提供してもらいました。よろしければ、ご
利用ください。なお、予約・問合せは下記の営業所(担
当・佐藤由理)へお願いいたします。
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1泊2日
東京〜仙台(新幹線＋ホテル)
20,100 円 ホテル・パールシティ仙台
22,200 円 ホテル・コムズ仙台
ホリデイ・イン仙台
大阪(伊丹)〜仙台(飛行機＋ホテル)
37,800 円 ホテル・パールシティ仙台
31,800 円 ホテル・メトロポリタン仙台
福岡〜仙台(飛行機＋ホテル)
42,000 円 仙台国際ホテル
ホリデイ・イン仙台
40,300 円 ホテル・パールシティ仙台
２泊３日
東京〜仙台 27,600〜34,800 円
チサンホテル仙台、ホリデイ・イン仙台
ホテル・コムズ仙台、仙台ホテル
大阪〜仙台 44,800〜49,800 円
ホテル・パールシティ仙台
福岡〜仙台 46,800 円 チサンホテル仙台
50,200 円 ホリデイ・イン仙台
仙台国際ホテル
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