
第24回国際日本文学研究集会開催までの経過

（敬称略）

1999年12月14日 国際日本文学研究集会委員会

第24回国際日本文学研究集会金画、募集要項の決定。

テーマを「境界と日本文学－画像と言語表現 」とするこ

とに決定。

2000年7月14日 研究発表応募締切

2000年8月 3日 国際日本文学研究集会委員会

研究発表応募者審査、プログラム決定。

2000年11月9日 館内打ち合わせ

集会の準備と進行の確認

2000年11月15日 会場設営

2000年11月16日 国際日本文学研究集会第 1日

開会挨拶松野陽一

研究発表（第 1セッション 座長今関敏子）

林晃平、松尾剛次、 LyneeK. MIYAKE 

研究発表（第 2セッション 座長 中島国彦・山口博）

鈴木淳、斉藤愛、 王麗淳、 JoshuaS. Mostow 

レセプション

2000年11月17日 国際日本文学研究集会第 2日

研究発表（第 3セッション 座長潟沼誠二 ・木越治）

越美京、表世晩、腺尾尚子、 HarukoIWASAKI 

公開講演

小池正胤

王勇

閉会挨拶 山口博

（参加者122名、うち海外より41名）
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参加者名簿

List of Pa吋icipants

（氏名 （現職名又は所属機関） （専 攻）

聴 尾尚 子
(AGIO Naoko) 

お茶の水女子大学大学院博士課程 近世文学の挿絵と宗教画のかかわり

相田 満 国文学研究資料館助手
(AIDA Mitsuru) 

和漢比較文学

安英姫 東京大学大学院博士課程
(AN Young Hee) 

韓日近代小説における告自体言語

青 島 玲 子 聖徳大学大学院生
(AOSHIMA Reiko) 

日本文化

浅野春江 和歌研究者
(ASANO Harne) 

中世和歌

BERGSTRO恥1,Brian 

BRESLA VETS, Tatiana ロシア連邦極東国立大学 日本の詩歌 （和歌・連歌・俳譜）

曹元春 共立女子大学助教授 芭蕉の俳譜
(CAO Yuan Chun) 

張栄順 筑波大学大学院博士課程 日本近代文学
(CHANG Young Sun) 

越 恩鵠 立教大学大学院修士課程 説話
(CHO Eun Ae) 

越美京 筑波大学大学院博士課程 日本現代文学
(CHO Mee Kyoung) 

園野光晴 石川工業高等専門学校講師 日本近代文学 （大江健三郎研究）
(DANNO Mitsuharu) 

FLUECKIGER, Peter コロンビア大学大学院博士課程日本近世文学
東京大学大学院研究生

福田秀一 国際基督教大学大学院教授 海外の日本文学研究
(FUKUDA Hideichi) 

原 道生 明治大学教授
(HARA Michio) 

近代・現代文学

近世文学

. GOSSMANN, Hilaria トゥリア大学教授
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畑（H中ATA千NA晶KA Chiaki) 
国際基督教大学大学院生 近世文学・比較文学

服（H部ATT穣OR治I JOji) 
立教大学大学院修士課程 近世文学・絵本

林（HA 晃 平
苫小牧駒沢大学助教授 日本文学・民俗学

y ASHI Kohei) 

樋（H口IGUCH恵I Megumi) 
早稲田大学助手 新体詩

平（H賀IRAG尊A子Takako) 

平（H井IRA泰子
学習院大学大学院生 日本近世文学

I Yasuko) 

平（H岡IRA敏夫 筑群波馬大県学立女子大学名誉教授
日本近代文学

OKA Toshio) 

昼 間範子
(HIRUMA Noriko) 

HISLOP, Scot 国コ際ー交ネ流ル基大学金研大学究員院博士課程 近世俳譜文学

HOLY, Petr カレ田ル大大学学大大学学大院学博院士博課士程課 歌舞伎
早稲 程

堀（H まどか 日本女子大学大学院修士課程 日本近代文学
ORIお1adoka)

堀（H川ORI貴司
国文学研究資料館助教授 日本漢文学

KAW A Takashi) 

胡（H 秀敏
UXiuMin) 

許（H 思珠
UR Eun Choo) 

黄（HW善AN英 東京大学大学院博士課程 1920年代の日本文学と朝鮮
G Sun Young) 

伊（II井Haru春ki樹） 
大阪大学大学院教授 中古文学

今（IM関AZ敏EK子I Toshiko) 
川村学園女子大学教授 中世文学

入（IR口IGU敦CH志I Atsushi) 
国文学研究資料館助手 近世文学
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石（IS井H 裕啓
私立浅野高等学校教諭 平安文学

II Hiroaki) 

石（IS黒H みか 龍谷大学大学院研究生 王朝文学
IKURO Mika) 

伊（IT藤O 守幸 弘前大学教授 平安文学（物語・日記）
Moriyuki) 

岩（IW佐A美S代子
鶴見大学名誉教授 中世和歌・日記文学

A Miyoko) 

IWASAKI，子H)rukoG. カリフォルニア大学サンタバーバラ校助教授江戸戯作（黄表紙）
（岩崎はる

KAMEY A, Patti 

神（K野AN藤N昭O夫TO Akio) 
跡見学園女子大学教授 中古・中世文学特に物語史

笠（K井ASAIN昇oboru) 
大阪短期大学教授 上代文学・国語表現

潟（K沼A 誠一 北海道教育大学岩見沢校教授 近世・近代文学
TANUMA Seiji) 

加（K藤ATO康Y子asuko) 
梅花女子大学 近世文学・児童文学

川名 淳 子 東横学園女子短期大学助教授平安文学
(KAW ANA Junko) 

川島譲二 東京外国語大学 ポルトガル語
(KAWASHIMA J6ji) 

KERN, Adam L. 
国ワ文シ学ン研ト究ン大資学料助館教客授員助教授

江戸時代文学（特に戯作）

気（K多ETA恵K子eiko) 
お茶の水女子大学大学院博士課程 近世日本文学 （俳話・書誌学・在外資料）

木（K越IGOSH治I Osamu) 
金沢大学教授 日本近世文学

木（K村IM美菜
聖徳大学大学院 日本文学

URA Mina) 

衣笠正 晃 コロンビ成ア大大学学専大任学講院師博士課程 比較文学（比較語学） ・日本文学
(KINUGASA Masaaki) 帝京平

KITA, Sandy メリーランド大学準教授 浮世絵
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小（KO早B川健
神戸学院女子短期大学教授 中世紀行文学

A Y AKA WA Takeshi) 

恋（K田O 知子
多摩大学目黒高等学校 中世・近世 （縁起・説話・伝承）

IDA Tomoko) 

小（K池or正胤
東京学芸大学名誉教授

KE Masatane) 

キャンベル，ロパート東京大学助教授 近世文学

権（KW丁INJu照ng Hee) 
東京大学大学院博士課程

（日明韓治の近大代衆文文学学と朝鮮の新小説）

李（LE志畑
筑波大学大学院博士課程 島崎藤村とその作品研究

E Jee Hyung) 

林（LI明珠
シンガポール国立大学助教授 中世文学・能

M Ben Choo) 

前（M島AE志保
東京大学大学院博士課程 俳句の比較詩学的・比較文化的研究

SHIMA Shiho) 

松（M田ATSU存DA Tamotsu) 
二松学舎大学教授 中世劇文学

松（M本ATS朝音
近代日本文学 （明治以降の女性作家）

UMOTO Tomone) 

松（M野AT陽一
国文学研究資料館館長 和歌文学

SUNO Yoichi) 

松（M尾AT剛次
山形大学教授 日本宗教と中世文芸作品との関係

SUO Kenji) 

（日M野E 由希
日本学術振興会特別研究員 （筑波大学） 日本近代文学

NO Yuki) 

MICHAELS-ADACHI, Irene B. 

MIYAKE, Lynne K. ポモナ大学準教授 平安の散文

森（M本O 千恵子 広島市立舟入高等学校教諭 和歌

RIMOTO Chieko) 

MOSTOW Joshua プリティ ッシュ・コロンピア大学準教授日本古典文学・美術史

村（M尾U 誠一
東京外国語大学助教授 中世和歌文学

RAO Seiichi) 

長（Ni畢GA昌幸
大正大学大学院博士課程 日本中世仏教史・時宗宗学

SAW A Masayuki) 

-254-



中（N島国彦 早稲田大学教授 近代文学
AKAJIMA Kunihiko) 

中（N村A:l<J生純子
国文学研究資料館館員 日本文学・比較文化学

MURA Sumiko) 

中（N野AKA満N美O子Mamiko) 
学習院大学大学院生 日本語・日本文学

中（N野AKA方N子0 Masako) 
平安時代和歌・和漢比較文学

中（N野AKAN猛0 Takeshi) 

NEWHARD, Jamie コロンビ学ア大大学学院大研学究院生博士課程 伊勢物語の注釈史
東京大

西（N いおり 古代学協会 平安文学
ISHI Iori) 

NISHIMURA・SCHERMANN,Susanne 明治大学助教授 映像文化論

西（N山IS 美香
フェリス女学院大学大学院博士課程禅文学・禅思想の研究

HIY AMA Mika) 

野（N村OMUR太A Futoshi) 

大（6黒G 貞明
中世文学

URO Sadaaki) 

岡（O 雅彦 国文学研究資料館副館長 江戸文学
KA Masahiko) 

大（6久KU保B順O子Junko) 

小（O野NO津ZAW真A Makoto) 
時宗教学研究所 時宗史

朴（PA恩姫
筑波大学大学院博士課程 平家物語

RK Eun Hee) 

朴（PA宣亮
RK Son Ryang) 

PIGEOT, Jacqueline 元パリ第七大学教授 王朝・中世文学

表（P 世晩 神戸大学大学院博士課程 明治文学及び政治小説
YO Se Man) 
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RAOS, Andrea 国フラ文ン学ス国研立究東洋資言料語文館化外研来究所研博究士課員程 和歌文学

佐（S伯英里子 共立女子短期大学非常勤講師 日本中世絵画史
AEKI Eriko) 

斉（S藤愛 日本学術振興会特別研究員 （筑波大学）日本近代文化
AITO Ai) 

粛（S藤AITO正M志asashi) 
中国文化大学副教授 平安時代文学（主として物語）

粛（S藤AITO嘉Y治oshiharu) 
自由民権運動

粛（S藤AITO祐Y一uichi) 
京華高校 中世（能楽）

佐（S藤ATO等Hitoshi) 
中世文学・文化（説話）

SORENSEN, Joseph カリフ大ォル学ニ大ア大学学院パークレ生ー校博士課程 中古・中世和歌文学（歌合）
東京 研究

鈴（S木淳 国文学研究資料館教授 近世文芸
UZUKI Jun) 

鈴（S木恵子 古田織部
UZUKI Shigeko) 

高林かおり 聖徳大学大学院生 日本文化
(TAKABA Y ASHI Kaori) 

高（TA森KA智子
千葉大学学生 上代文学・伝承文学

MORI Tomoko) 

棚（TA町NA知禰
近世文学

MACHI Tomoya) 

谷川 恵一 国文学研究資料館教授 近代文学
(TANIKA WA Keiichi) 

舘（T田ATE尚子
日本大学大学生 近世文学

DA Naoko) 

寺（T田ER瑞木
ADA Mizuki) 

富（TO樫G彦AS七HI郎Hikoshichir6) 

TOMA, Florentina 東京外国語大学研修留学生 日本古典文学
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TOMAR, R句endra ネル一大学教授 日本語・日本文化

TOMLINSON, George ブリティッシュ・コロンピア大学

辻英子 聖徳大学教授 日本文学（比較説話）
(TSUJI Eiko) 

和 田季絵 中央大学大学院博士課程 日本近代文学
(WADA Toshie) 

王麗洋 大谷大学大学院博士課程 宋代中日文化交流史
(WANG Li Ping) 

王 勇 i折江大学教授 古代中日文化交流史
(WANG Yong) 国文学研究資料館客員教授

WATSON, Michael 明治学院大学教授 中世文学

薬師川麻耶子 NHK文化センター講師 中古文学（源氏物語）・近世文学（俳話）
(YAKUSHIGA WA Mayako) 

山口博 聖徳大学教授 古代比較文学・文化
(YAMAGUCHI Hiroshi) 

山下 和正 （有）山下和正建築研究所 古地図
(YAMASHITA Kazumasa) 

山下 琢 巳
(YAMASHITA Takumi) 

吉海直人 同志社女子大学教授
(YOSHIKAI Naoto) 

平安朝文学

於国瑛
(YU Guo-Ying) 

東京外国語大学大学院博士課程平安朝文学

湯浅佳子 東京学芸大学
(YUASA Yoshiko) 

近世文学

張 膏 鶴見大学大学院博士課程
(ZHANG Lei) 

近代文学
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平成12年度国際日本文学研究集会委員会

（五十音順）

委員 今 関敏子帝塚山学院大学文学部教授

委員 潟沼誠一北海道教育大学教育学部岩見沢校教授

委員 木越 治金沢大学文学部教授

委員長 小池正胤東京学芸大学名誉教授

委員 中島国彦早稲田大学文学部教授

委員 山 口 博聖徳大学人文学部教授

〈館内〉

委員 上野洋 三 整理閲覧部長

委員 新藤 協 三 文 献 資 料 部 長

委員 武川栄 一 管理部長

委員 堀川貴司研究情報部情報資料 室長

委員 松村雄 一 研究情報部長

委員 王 勇客員教授
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