
日本 ハ ー ディ協 会 第 63回 大 会

日時   2020年10月 31日 ([±1)13:00～ 17:30

Zoomに よるオンライン開催

開会の辞  (13:00) 総合司会

研究発表  (13:10～ 15:20)        司会

lZ乃
`〃

α″ググEttθルθrFα におけるヒロイン像をめぐって

2バラッド“The Well‐Beloved"に おける男と女神の表象

3「丘の家の侵入者」における移住 と結婚

総会報告  (15:35～ 15:45)

特別講演  (16:00～ 17:20)        司会

ZZ`Zθルβθわッ″ をめぐって

講師

日本ハーディ協会庶務委員長

国士舘大学准教授  今村 紅子

日本ハーディ協会事務局長

名古屋大学教授

東洋大学非常勤講師

京都大学非常勤講師

関西外国語大学准教授

上原 早苗

長田 舞

永盛 明美

橋本 史帆

閉会の辞

懇親会

研究発表 : [発表原稿十ハン ドアウト]
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α″ググ動 励 ″′αにおけるヒロイン像をめぐって

バラッド “The Well―Beloved"に おける男と女神の表象
「丘の家の侵入者」における移住 と結婚

特別講演 : [映像+音声]

=乃
θ ZθルBθわνθグをめぐって

日本ハーディ協会会長

元立教大学教授  新妻 日召彦

日本ハーディ協会顧問

中央大学名誉教授 深澤 俊

新妻 昭彦

長田 舞

永盛 明美

橋本 史帆

深澤 俊

(17:20)

(17:45～ 18:45)

日本ハーディ協会会長・元立教大学教授

Zoomに よるオンライン懇親会

日時  2020年 11月 7日 (土)8日 (日 )

オンデマン ド方式による開催

日本ハーディ協会ホームページ :http:〃thomashardyjapan.org/

東洋大学非常勤講師

京都大学非常勤講師

関西外国語大学准教授

日本ハーディ協会顧問

中央大学名誉教授

問い合わせ先 :日 本ハーディ協会事務局
〒464‐8601名古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院人文学研究科内

メールアドレス :jhuth巧叩an@gmail.com

主催   日本ハーディ協会



日時

場所

日本 ハ ー ディ協 会 第 62 口
―■ △
ノゝ
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2019年 11月 2日 (土)10:20～ 17:50

桜美林大学町田キャンパス 明々館(めいめいかん)4階 408号室

〒194-0294東 京都町田市常盤町3758
042-797-1583

https://wwwoobirin.acjp/

電話

大学HP

開会の辞

研究発表

閉会の辞

懇親会

(10:20)            総合司会

(10:25～ 11:40)        司会

l ア″οθ′α Zθ wθ″における植民地からの知らせ

2 冗力θ Rθ″″″qF′力θ Ⅳα′ノソθ(1878)における

Mrs Yeobrightの 表象

(11:45～ 13:00)

日本ハーディ協会庶務委員長
国士舘大学准教授 今村

上智大学教授 永富

東洋大学非常勤講師  長田

徳島大学教授 宮崎
中央大学教授 永松

京都大学非常勤講師 服部

豊田

新妻

紅子

友海

舞

総会

昼食休憩

シンポジウム (13:50～ 16:20)
ハーディの短編小説の世界～その魅力 と語 りの技法～

司会・講師

講師

講師

特別講演  (16:30～ 17:50)

英語の音を読む一方法と実践

司会

阪南大学教授 杉村 醇子

日本ハーデ ィ協会事務局長
(13:00～ 13:40)         司会         名古屋大学教授 上原 早苗
○会計報告○編集委員会報告 (会 報 。協会ニュース)○次期大会について ○その他

元関西外国語大学教授 渡 千鶴子

講師        京都大学名誉教授

日本ハーディ協会会長 。元立教大学教授

隆義

京子

美樹

昌倫

昭彦(17:50)

(18:00～ )

場所 桜美林大学町田キャンパス崇貞館(す うていかん)1階桜カフェⅡ (東京都町田市常盤町3758)

電話 042-797-1583(イ ンフォメーションセンター )

会費  5,000円
※ 大会および懇親会会場までは、別紙をご参照 ください。
※ 受付は開会30分前か ら始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費 1,000円 )を ご納入 く

ださい。維持会費(寄付)は一 口1,000円 です。 ご協力をお願いいた します。
※ 昼食は、学食が休業ですが、コンビニや大学外の飲食店等が利用できます。混雑が予想 されます

ので、各自持参することもご考慮ください。

※ 同封のハガキは、 lo月 10日 までにご投函ください。

問い合わせ先 :日 本ハーディ協会事務局
〒464-8601名 古屋市千種区不老町 名古屋大学大学院人文学研究科内
メールア ドレス :jimu.thsjapan@gmaiLcom

主催
共催

日本ハーディ協会
桜美林大学



日 本 ハ ー ディ 協 会 第 61回 大 会

日時

場所

2018年 10月 20日 (土)10:00～ 17:30
徳島大学常三島キャンパス 教養教育4号館201講義室

〒770-8502徳 島県徳島市南常三島町 1--1

088-656-7308(教養教育院)

難 I恕軸イニ蜜驚瓢 態ュ鯉避 .鼈誓 迅 L盈堡,二鯉二

電 話

研究発表

大学HP

開会の辞  (10:00) 総合司会

(10:05～ 11:20)        司会

『熱のない人』と賭博熱

『森林地の人々』 |こ おける女たちの “deluslon"

研究発表  (11:25～ 12:00)        司会
3  ■ssげ′施ご′じ″わ

`″
′ル∫における共感と身体性

日本ハーディ協会庶務委員長
関西外国語大学教授 渡 千鶴子

中央大学教授
広島市立大学講師

立正大学講師

徳島大学教授

福岡大学准教授

永松 京子

原 雅樹
工藤 紅

■
ｌ

ｏ
乙

宮崎

福原

隆義
俊平

総会

昼食休憩  (12:05～ 13:05)

日本ハーディ協会事務局長

(13:10～ 13:40)        司会        東京理科大学教授 並本 幸充
○役員改選 ○会計報告 ○編集委員会報告 (会報・協会ニュース)○次期大会について ○その他

シンポジウム (13:50～ 15:50)

誌上シンポジウム ℃andour in English Fiction'を 考える

司会・講師      名古屋大学教授 上原

講師      大阪成曖短期大学講師 麻畠

講師   岐阜聖徳学園大学非常勤講師 浮岳

早苗

徳子

靖子

特別講演  (16:10～ 17:20)

トマス・ハーディとウォーキング

司会 元立教大学教授 新妻 昭彦

講師        甲南大学名誉教授 中島 俊郎

閉会の辞  (17:30)            日本ハーディ協会会長・元立教大学教授 新妻 昭彦

懇親会   (17:40～ )

場所 徳島大学生協食堂「キララ」2階  (〒 770-8502徳 島市南常三島町1-1)

電言舌  088-652-7308
会費  5,000円

※ 大会および懇親会会場までは、別紙をご参照ください。

※ 受付は 9時半から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円 )を ご納入く

ださい。維持会費 (寄付)iま一口1,000円 です。ご協力をお願いいたします。

※ 昼食は大学生協食堂が利用できます。大学向かい側にレス トラン、ガス ト等もあります。

※ 同封のハガキは、10月 2日 までにご投函ください。

問い合わせ先 : 日本ハーディ協会事務局
〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3 東京理科大学1号館1603A研究室内

メールア ドレス : jhu.thsjapattgmailc com

主催   日本ハーディ協会
共催  徳島大学



日 本 ハ ー ディ 協 会 第 60回 大 会

目時

場所

電 話

(10:00) 総合司会

(10:05～ 11:15)        司会
勤θル″印θι―施 J「

lθFにおける「民衆」 (the folk)

の再定位 ―一 ハーディのフォークロア的視座から

密輸事情から読む「惑える牧師」

(11:20～ 11:55)        司会
ヴィクトリア朝小説におけるセンセーショナリズムについて
の一考察― トマス・ハーディとMoE・ ブラッドン

2017年 11月 11日 (土)10:00～ 18:00
上智大学四谷キャンパス 6号館3階304号室
〒102-8554東 京都千代田区紀尾井町7-1
03-3238-3111(代表)大学P:http1//ww.sophia.ac.jp

開会の辞

研究発表
1

2

研 究発表

3

日本ハーディ協会庶務委員長

関西外国語大学教授 渡

京都精華大学名誉教授 北脇
茨城キリス ト教大学助教 唐戸

同志社大学教授 金谷
上智大学教授 永富

関西外国語大学講師 橋本 史帆

千鶴子

徳子

信嘉

益道

友海

昼食休憩  (11:55～ 12:55)

総会

日本ハーデ ィ協会事務局長
(13:00～ 13:30)        司会        東京理科大学教授 並本 幸充
○役員一部変更 ○会計報告 ○編集委員会報告 (会報・協会ニュース)○次期大会について ○その他

シンポジウム (13:40～ 16:40)
Thomas Hardyと 同時代文学

司会・講師

講師

講師

講師

東京理科大学教授

同志社大学名誉教授

東京理科大学准教授

学習院大学名誉教授

並本

押本

中谷

塩谷

幸充

年員
久一

清人

特別講演  (16150～ 17:50) 司会 西南学院大学教授 金子 幸男

ハーディにおけるリアリズム小説とその逸脱 ‐― 『ラッパ隊長』を中心に 一
講師  日本ハーディ協会顧問・武庫川女子大学教授 玉井 障

閉会の辞  (18:00) 日本ハーディ協会会長・元立教大学教授 新妻 昭彦

懇親会   (18:15～ )

場所 上智大学13号館3階303号室 (〒 102-8554千代田区紀尾井町7-… 1)

電話  03-3238-3111(代 )

会費  5,000円
※ 大会および懇親会会場までは、別紙をご参照ください。
※ 受付は 9時半から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円 )を ご納入く

ださい。維持会費 (寄付)は一日1,000円です。 ご協力をお願いいたします。
※ 昼食は大学 2号館5階学生食堂も利用できますが、大学近隣の飲食店のご使用をお薦めします。
※ 同封のハガキは、10月 15日 までにご投函ください。

問い合わせ先 : 日本ハーディ協会事務局
〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3 東京理科大学1号館1603A研究室内
メールア ドレス : jimu.thsjapanegmail.com

主催   日本ハーディ協会
共催  上智大学



日 本 ハ ー ディ 協 会 第 59回 大 会

日時

場所

電話

(9:55)

(10105～ 11:15)        司会

悲恋のヒロインを見つめるハーディの語 り手 一

『青い瞳』と「早咲きのスミレの花」
トロイの矛盾一.『はるか群衆を離れて』における
表象としてのイギリス陸軍

(11:20～ 12:30)        司会
。
lVholn the・Wom Now K■ ows絆 :The Dickensian

Mettopolis and Mo■ d奪 h Hardy's"A Wtt h

London‖ 鑢d"DrЩ‐ner Hodge"

反戦詩人 としての トマス 0ハーデ ィ

2016年 11月 5日 (土)9:55～ 18:00
同志社大学今出川キャンパス 良心館3F RY303教室

〒602-8580京都府京都市上京区今出川通鳥丸東入
075-251-3120 (代 表)  大学HP:http://www.doshisha.ac.jp

開会挨拶

研究発表
1

研究発表
3

4

昼食体憩

総会

シンポジウム (14:10～ 16:30)
土地と表象

日本ハーディ協会庶務委員長

総合司会  関西外国語大学短期大学部教授 渡 千鶴子
同志社大学副学長 園月 勝博

西南学院大学教授 金子

福岡女学院大学准教授 今村

幸男

紅子

2 日本女子大学教授 坂田 薫子

佛教大学教授 粟野 修司
東京女子大学准教授 Neil Addison

同志社女子大学教授 風間末起子

関西大学非常勤講師 河井 純子

同志社女子大学教授 潟山 健一

同志社大学名誉教授 押本 年員

(12:30～ 13:30)
日本ハーディ協会事務局長

(13:30～ 14:00)        司会        東京理科大学教授 並木 幸充
○役員改選 ○会計報告 ○編集委員会報告 (会報・協会ニュース)○次期大会について ○その他

司会・講師

講師

講師

特別講演  (16:40～17:50)  司会   日本ハーディ協会顧問・中央大学名誉教授  深澤 俊
ハーディとともに二十年一近代文明の警鐘者として一

講師       同志社大学名誉教授 那須 雅吾

閉会の辞:(18:00) 日本ハーディ協会会長・元立教大学教授 新妻 昭彦

懇親会   (18:15～ )

場所  御所西 京都平安ホテル (〒 602-0912京都府京都市上京区鳥丸通上長者町上ル)

電話  075-432-6181(代 )

会費  6,000円
※ 大会および懇親会会場までは、別紙をご参照ください。
※ 受付は 9時半から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円 )を ご納入 く

ださい。維持会費 (寄付)は一日1,000円 です。ご協力をお願いいたします。
※ 昼食は良心館地下1階の食堂や大学近隣の飲食店をご利用できます。
※ 同封のハガキは、10月 15日 までにご投函ください。

問い合わせ先 : 日本ハーディ協会事務局
〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3 東京理科大学 1号館1603A研究室内

メールア ドレス : jimu.thsjapanOgmail,com

主催   日本ハーディ協会
共催  同志社大学



日 本 ハ ー ディ 協 会 第 58回 大 会

日時

場所

電 話

2015年 11月 28日 (土)10:00～ 18:00
戸板女子短期大学 2号館 203教室
〒105-0014東京都港区芝2-21-17
03-3452-4161  大学HP: http://ww.toitac ac.jp/

開会の辞

研究発表
1

懇親会

場所

電話

会費
※
※

※

※

(10:00)

2

(10:05～ 11:15)        司会
今を生きるハーディの小説 ‐一 苦難 と共に・一

行動するヒロインと帰郷者の誤算
一 牧歌的ロマンスから田園の悲劇へ、『帰郷』再読

(11:20～ 11:55)        司会
他者の願望のプロットとモノマニア的主人公
― ブラッドンを通 してハーディ小説のセンセー
ション小説的要素を考察する 一

日本ハーディ協会庶務委員長
関西外国語大学短期大学部教授 渡

日本女子大学教授 坂田

明星大学講師 田口

福岡女学院大学准教授 今村

徳島大学教授

東北工業大学准教授

総合司会

司会・講師

講師

講師

千鶴子

薫子

秀樹

紅子

研究発表
3

昼食休憩

総会

シンポジウム (13:50～ 16:20)

『 ジュー ド』再読

宮崎 隆義

鈴木 淳

(12:00～ 13:00)
日本ハーデ ィ協会事務局長

(13:00～ 13:40)        司会        東京理科大学教授 並本 幸充
○会則の改定 ○会計報告 ○編集委員会報告 (会報・協会ニュース)○次期大会について ○その他

桜美林大学教授

中央大学名誉教授
立教大学大学院生

糸多 郁子

深澤 俊

唐戸 信嘉

特別講演  (16:30～ 17:50)  司会  日本ハーディ協会顧問・武庫川女子大学教授  玉井 障
トマス・ハーディとイングリッシュネス

牧歌とダーウィニズム的自然観   講師          法政大学教授  丹治 愛

閉会の辞  (18:00) 日本ハーディ協会会長・立教大学教授 新妻 昭彦

(18:15～ )

セ レスティンホテル lFレス トラン「グランクロス」 (大会会場真向かい :東京都港区芝3-23-1)
03-5441-4111(代 )

5,000円

大会および懇親会会場までは、別紙をご参照ください。
受付は 9時半から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円 )を ご納入 く
ださい。維持会費 (寄付)は一口1,000円 です。ご協力をお願いいたします。
昼食は大学近隣のレス トランをご利用できます。
同封のハガキは、10月 15日 までにご投函ください。

問い合わせ先 : 日本ハーディ協会事務局
〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3 東京理科大学1号館1603A研究室内
メールア ドレス : jimu.thsjapanOgmaile cOm

主催    日本ハーディ協会
共催   戸板女子短期大学



日 本 ハ ー ディ 協 会 第 57回 大 会

日時

場所

開会の辞

研究発表
1

(10:00) 総合司会

(10:05～ 11:15)       司会

リアリズムを越えで一動θ施〃ザ″θ/θど に読む
男と女

英雄的な個人を普遍化する一悲劇 としての年代記

『カースタブリッジの町長』

研究発表  (11:20～ 11:55)       司会
3 「彼は大人になりたくなかった」一世紀転換期

イギリスの (反)成長物語 と帝国主義

昼食休憩

総  会

シンポジウム (13:50～ 16:20)
〈ハーディ〉をいかに教えるか

2014年 11月 1日 (土)10:00～ 18:00
西南学院大学 中央キャンパス 2号館 203教室

〒814-8511福 岡県福岡市早良区西新6-2-92

電話 092-823-3217

大学HP:http://www,seinan一 gu.ac.jp/

2

東京理科大学准教授

九州大学非常勤講師

京都大学大学院

福岡女学院大学准教授

近畿大学特任講師

福島大学准教授

司会 。講師  関西外国語大学短期大学部教授

講師          佛教大学教授

講師       福岡教育大学准教授

並木 幸充

石井有希子

永盛 明美

今村 紅子

(12 :00 ～ 13:00)

(13:00～ 13:40)        司会       東京理科大学准教授  並木 幸充
○役員改選 ○会計報告 ○編集委員会報告 (会報・協会ニュース)○次期大会について ○その他

高橋 路子

高田 英和

渡 千鶴子

粟野 修司

西村 美保

特別講演  (16:30～ 17:30)     司会 日本ハーディ協会顧問 e元立正大学教授

ヴァージニア・ウルフ、Eo M.フ ォースターの先駆者 としてのハーデイ

講師          九州大学教授

鮎澤 乗光

鵜飼 信光

閉会の辞:(17:40) 日本ハーディ協会会長 0武庫川女子大学教授   玉井 障

懇親会  (18:00～ )

場所 レス トラン・ヴァンテアン (福岡市早良区百道浜1-3-70ザ・ レジデンシャルスィー ト福岡 lF)

電言舌092-844-6767

会費  5,000円
※ 大会および懇親会会場までは、別紙を参照 してください。

※ 受付は 9時半から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円 )を ご納入 く

ださい。維持会費 (寄付)は一口1,000円 です。ご協力をお願いいたします。

※ 昼食は西キャンパス西南会館 1階 :生協学生食堂、あるいは、東キャンパス :西南クロスプ

ラザ 1階 レス トランを利用できます。

※ 同封のハガキは、10月 15日 までにご投函ください。

問い合わせ先 : 日本ハーディ協会事務局
〒162-8601 東京都新宿区神楽坂1-3 東京理科大学1号館1603A研究室内
メールア ドレス : jimu.thsjapanOgmaile com

主催 日本ハーディ協会

」」崖
ノヽ :ロヒ 西南学院大学



同時

場所

研究発表 (10:00)            司会
1 ノヽ―Ⅲディ翁小講(ob⑤ok版 )に お :す る Loveと Death

2 腸♂醜ガ●どθl′
,ど を読み直す

研究発表 (11:15)            司会
3 物言吾の女台まり1ま どこか ?´―・センセーションノJヽ説に

燃 :す る女性主導鍮プロット

4 ノヽ―ディ小説 :こ ろる続書を教育一"再考

爾 本 ハ 姜 ガィ 協 会 第 36国 大 会

2013年 10月 26日 (土)10:00～ 18:OO
茨城キリス ト教大 :i:金 11号館 11203教室

〒319-1295茨城県 日立市大みか町6-11-1

電言舌◎纂》4-52-3215  受付 : 9:30ハ =フ

総合司会  関西外国語大学短期大学部教授  渡 千鶴子

桜美林大学教授

覇墨大学講師
関東学院大学准教授

日本女子大学准教授

東珂L工業大学専任講師

糸多 郁子

熙轟 秀樹

栽原 美津

坂聞 薫予

鈴木 淳

永富 友海

井出 弘之

玉井 障

京都精華大学教授  北脇 徳子

昼倹体憩 (12:30～ 13:30)

会楊校代表挨拶 (13:30～ ) 茨城キリス ト教大学学長 小松 美穂子

総  金  (13:43.～ 14:1時         司会       実践女子大学准教援  士屋 結城
○会計報告 (こ⊃編集委員会報告 (会報 。協会ニュース)0次期大会について Oその機

センポジタム (14:帥 ～16:20)
lヽ マ .ス ・ハームディにおをするヴィク トリアニズムと<信仰 >

司会・講師   フェリス女学院大学教授

講師     プ議ジス女学院大学教授

講師         福岡大学准教授

忠

士
懸
平

秀
存

悛

向井

藤

原

近

福

特別講演  (16:紳 ～17:30)       司会          上智大学教授

ヴィク トリア朝 l;遼一のベス トセラー大衆小説と、 トマス 0ハ‐―ディの文学世界

講師      東京都立大学名誉教授

闘会の詳  (17:40) 日本ハ V・―£ディ協会会長 0武庫川女子大学教援

難親会  (18:OO～ )

場所 茨城キリス ト教大学 11号館 1階 「スチ轟一デン ト・ジウンジ」

会費  5,00()閣
※ 大会会場まで |ま 、憾l∫ :紙:を参照 し′

ザ
でください。

※ 校舎内、キャンパス内 |ま 禁煙ですのでご注意くださしヽ。

※ 受付は9時半から始めます。協会会費未納の :,'デ |ま .、 4,000円 (学生会費 1,09C)円 )を ご納入くだ

さい。維持会費 (寄付)|ま一日1,000岡 ですфご協力をお願しヽしヽたし,ま す。

※ 昼食 |ま学内の食堂が体みのため、徒歩10分 1議 ど伸距離 :こ ある学外の食堂を利用できますらた

だ時間的に余裕がない場合もありますので、必要鍮方に|ま昼食 としてお弁 1当 (1,000岡 )を 用意
いたします。必要な方|ま 出欠の業書のお弁当‐予約の欄に丸印をお付!す ください。

※ 同封のハガキ|ま、10月 15日 までにご投函ください。

問い合わせ先 [ 日本ハーディ協会事務局
〒162-。8601 東京都新宿区神楽坂1-3 東京理科大学1号館1603A研 究案内
,メ ―ヽルア ドレス : jiml].横濾japttnOglnail.oo盤

主催 園本ノヽ―ディ協会

共催   茨城キリスト教大学



日時

場所

研 究発 表

1

2

3

4

5

研究発表  (14:05～ 14140)          司会
6  “An lmaginatiVe Woman"と “Alicピs Diary"の相補

性

シンポジウム (14:50～ 16150)
ハーディの面白さ 司会 。講師

講師

講師

日 本 ハ ー ディ 協 会 第 55回 大 会

2012年 10月 13日 (土)9:30～ 18:30
武庫川女子大学 中央キャンパス 日下記念マルチメディア館 (剛館)1階 メディアホール
〒663-8558兵庫県西宮市池開町6-46

電話 0798-47-1212(大 会当日 090-5158-5781)

総合司会   東京理科大学准教授  並本 幸充

(9:30～ 12:35)           司会 福岡女学院大学専任講師
外国人兵士を通 してみるイングラン ドおよびイギ 関西外国語大学専任講師
リスー『 ラッパ隊長』と「憂鬱な ドイツ軍軽騎
兵」の場合

『帰郷』にみられる闇と光              神戸女子大学教授
司会  広島経済大学専任講師

南アフリカ共和国の小説中にみるハーディー英文   同志社大学嘱託講師
学と英語で語る南アフリカ共和国の現状
結婚が映し出すコミュニティの役割―‐

『カースタ    中央大学兼任講師
ブリッジの町長』における人間関係の再検討
乃eR山用 ofttθ 触州

"に
おける「古代」のィ     立教大学大学院

メージーー文献学者William Barnesと 丁homas
Hardy

緑

子
織

水
徳

香

清

畠

田

麻

津

今村 紅子

橋本 史帆

工藤 紅

唐戸 信嘉

会場校代表の挨拶 (13:30) 武庫川女子大学学長 糸魚川 直祐

総  会  (13:40～14:00)          司会   日本女子大学准教授  坂田 薫子
○役員改選 ○会計報告 ○編集委員会報告 ○次期大会について ○その他

特別講演  (17:00～ 18:00)

英文学を学ぶ/教えること一ハーディ
を経由した詩人を経由して

中部大学教授   西村 智
松山大学教授  奥村 義博

京都大学大学院教授 廣野 由美子
金沢大学名誉教授   藤田 繁
京都大学専任講師  服部 美樹

武蔵大学名誉教授   佐野 晃
東京大学教授  高橋 和久

日本ハーディ協会

武庫川女子大学

司会

講師

閉会の辞  (18:10) 日本ハーディ協会会長   玉井 障

懇親会   (18:30～ )

場所 武庫川女子大学 日下記念マルチメディア館 (MM館)3階 「カフェ」
会費  4,000円

※ 大会会場までは、別紙を参照してください。
※ 受付は9時 10分頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円 )をご

納入ください。維持会費 (寄付)は一日1,000円 です。ご協力をお願いいたします。
※ 昼食は公江記念講堂の地下1階の学院食堂 「アゼ リア」をご利用ください。ただし混雑す

る場合がありますので、必要な方には昼食としてお弁当(1,000円 )を用意いたします。必
要な方は出欠の葉書のお弁当予約の欄に丸印をお付けください。

※ 同封のハガキは、9月 26日 までにご投函ください。

主催

共催



日時

場所

日 本 ハ ー ディ 協 会 第 54 ロ 大 会

2011年 10月 29日 (土)10:00～ 18:00
中央大学 多摩キャンパス 1号館 4階 1406会議室

〒192-0393東京都八王子市東中野 742-1

電話 042-674-4165(大 会当 日 042-674-2137)

総合司会   実践女子大学専任講師  土屋 結城

開会挨拶

研究発表

1

(10:00) 中央大学文学部長  河西 良治

９
“
　

　

　

■
ｕ

・
４

(10:10～12:20)        司会
ハーディのミソジエーーニューウーマン小説への

反応として『 ジュー ド』を読む―
動物との共感―ハーディ小説と動物愛護思想

司会

『 日蔭者ジュー ド』における「汚れ」

『森林地の人びと』における階級移動―グレイス
の結婚

戸板女子短期大学教授

東北工業大学専任講師

福岡大学専任講師

西南学院大学教授

京都大学専任講師

元神戸市外国語大学講師

小林 千春

鈴木 淳

福原 俊平

金子 幸男

服部 美樹

伊藤 佳子

総

　

　

報

会  (13:30～ 13:50)        司会     日本女子大学准教授  坂田 薫子
○会計報告 ○編集委員会報告 0名簿の発行について ○次期大会について ○その他

告  (14:00～ 14:15)
Hardy at Yale llに 参加 して

報告者    千里金蘭大学名誉教授  井上 澄子

シンポジウム (14:20～ 16:30)
"impttssion‖ から読み解くハーディ

特別講演  (16:40～ 17:40)
ハーディとイギリス・ロマン派

閉会の辞  (17:45)

懇親会  (18:00～ )

場所 中央大学 多摩キャンパス 1号館 4階 1410会議室

会費 4,000円

同志社大学准教授  金谷 益道
同志社大学嘱託講師  高橋 路子

福岡大学講師 石井 有希子

関西学院大学名誉教授

中央大学名誉教授

日本ハーデ ィ協会会長   玉井 障

雄
介

忠
健

岡
松

福
森

講 師会

師

師

　

会

師

司
講

講

　

司
講

※ 大会会場までは、別紙を参照してください。
※ 受付は9時半頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円 )を ご納

入ください。維持会費 (寄付)は一日1,000円 です。ご協力をお願いいたします。
※ 昼食は14号館 「ヒル トップ」1階 と4階の学生食堂を利用することができますが、混雑が予

想されますので、必要な方には昼食 としてお弁当 (1,000円 )を用意いたします。必要な方
は出欠の葉書のお弁当予約の欄に丸印をお付けください。

※ 同封のハガキは、10月 15日 までにご投函ください。

主催   日本ハーディ協会

」■イ崖
ノ ヽ :ロニ 中央大学



日本ハーディ協会第 53 +A
ノヽ7ヽ

日時 2010年 10月 30日 (土)10:00～ 18:00

場所 同志社女子大学今出川キャンパス 純正館地下 1階 S014教室

〒602-0893 京都市上京区今出川通寺町西入

電話 075-251-4103(大 会当日 075-251-3020)

開会挨拶 (10:00)

研究発表 (10:10～ 12:20)         司会

1『ダーバヴィル家のテス』への当時の批評

2『森林地の人々』におけるグレイスの情熱

司会

3『エセルバータの手』における使用人の表象

4 ハーディ像に迫る
一

詩集の観点から

総  会 (13:30～ 13:55)          司会

同志社女子大学学長

同志社大学准教授

国士舘大学講師

昭和女子大学講師

佛教大学教授

福岡教育大学准教授

関西外国語大学短期大学部教授

中央大学教授

日本女子大学准教授

○その他

名古屋大学教授

西南学院大学教授

日本女子大学准教授

上智大学准教授

九州共立大学専任講師

甲南女子大学名誉教授

中央大学名誉教授

日本ハーディ協会会長

主催

共催

加賀 裕郎

金谷 益道

清宮 協子

柴田 聡子

粟野 修司

西村 美保

渡 千鶴子

永松 京子

坂田 薫子

上原 早苗

○役員改選 ○会計報告 ○編集委員会報告 ○次期大会について

報  告 (14:00～ 14:15)

第 19回 国際 トマス・ハーデイ・コンフェランスに参加 して

シンポジウム (14:20～ 16:30)

ハーディとカントリー・ハウスの伝説    司会・講師

講師

特別講演 (16:40～ 17:40)

エグドン・ヒースふたたび

閉会の辞 (17:45)

司会

講師

金子

坂田

永富

田中

大榎

深澤

玉井

幸男

薫子

友海

雅子

茂行

俊

障

懇 親 会 (18:20～ )

場所 「ボンボン・カフェ」 (Bon Bon Caた 旧名アルソーレ)

(河原町今出川東入加茂大橋西言吉 電話 075-213-8686)会 費 6,000円

※ 大会会場までは、別紙を参照 して ください。

※ 受付は 9時半頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費 1,000円 )を ご納入

ください。維持会費 (寄付)は一口 1,000円 です。ご協力をお願い致 します。

※ 昼食は各自ご自由におとりください。大学周辺の地図を同封いたしますので、参照 して ください。

※ 同封のハガキは、10月 15日 までにご投函 ください。

日本ハーディ協会

同志社女子大学

口



日本ハーディ協会第52 キ △
ノヽ7=口

2009年 10月 31日 (土)10:00～ 18:00
立教大学 12号館地下 1階 第一会議室

〒171-8501東京都豊島区西池袋3-34-1

日時

場所

開会挨拶 (10:00)

研究発表 (10:10～ 12:20)           司会

1 ジュー ドの「悲劇」再考
―

ハーディの (自 然〉観をもとに

2 ハーディ小説にみる動物の痛み

司会

3 ハーディのナポレオン戦争、『ラッパ隊長』から『覇王たち』ヘ

ー
その生成過程と演劇的意義 福岡女学院大学専任講師 今村 紅子

立教大学文学部文学科長

茨城キ リス ト教大学教授

関西大学大学院

北里大学専任講師

学習院大学教授

後藤

清宮

鳥飼

吉田

塩谷

和彦

倫子

真人

朱美

清人

4 “A Faithful Artist"それとも “An lronist"?

―
ハーディとポストモダニズム

総    1会  (13:30～ 13:50) 司会

○会計報告 ○編集委員会報告 ○次期大会について

シンポジウム (14:00～ 16:30)

ハーディの『自伝』をどう読むか

○その他

司会・講師

講師

同志社大学准教授 金谷 益道

中央大学教授

日本女子大学准教授

東京都立大学名誉教授

近畿大学教授

中央大学教授

東京理科大学准教授

大阪大学大学院

金沢大学名誉教授

立正大学教授

井出 弘之

代

子

光

子

繁

永松

坂田

京子

薫子

津

京

幸

徳

伊水

松

木

畠

田

清

永

並

麻

藤特別 :講演l(16:40～ 17:40)
ハーディと視覚の世界

司会

講師 乗光
澤ト

ロ
在
ぷ

閉会の辞 (17:45) 日本ハーディ協会会長 玉井  障

懇親会 (18:20～ )

場所 Restaurant Bar SHIORI 〒171-0021東 京都豊島区西池袋3-25-2 大晴ビル 1階

会費 5,000円

※大会会場までは、別紙を参照してください。

※受付は9時半頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円 )を ご納入ください。

維持会費(寄付)は一口1,000円 です。ご協力をお願い致します。

※昼食は学内の 「セントポールズ会館」などの施設をご利用ください。詳しくは当日お知らせします。

※同封のハガキは、 10月 15日 までにご投函ください。

主催

共催

日本ハーディ協会
立 教 大 学



日本ハーディ協会第51 革 △
ノヽ7=口

2008年 11月 1日 (土)9:20～ 18:00
星稜女子短期大学3号館 1階大講義室

〒920-0813石 川県金沢市御所町西 1番地

日時

場所

開会挨拶 (9:20)

研究発表 (9:30～ 11:00)

l LJeと力dcに共通する自伝創作のレトリック

2 ヴィヴィエットの選ぶ道

3『帰郷』における 「自然」

星稜女子短期大学教授 。図書館長

司会    東京理科大学准教授

大阪大学大学院

関西学院大学大学院研究員

東京女子大学大学院

水谷千鶴子

並木 幸充

麻畠 徳子

山内 政樹

高橋 暁子

金子 幸男

唐戸 信嘉

金谷 益道

研究発表 (11:10～ 12:10)             司会     西南学院大学教授

4中心の喪失
―

Thc Mayor oF Casterbrfdgeに おける都市の意義  立教大学大学院

5モダニズム作家としてのトマス・ハーディ           同志社大学准教授

総  会 (13:10～ 13:30)             司会       中央大学教授

○役員改選 ○会計報告 ○編集委員会報告 ○次期大会について ○その他

報  告 (13:30～ 13:50)             報告者    中央大学名誉教授

インターナショナル・トマス・ハーディ 0コ ンフェレンスについて

研究発表 (14:00～ 15:00)             司会    同志社女子大学教授

6『カスターブリッジの町長』における空自の意味           上智大学准教授

7 「古びた人 」々における技法の問題                 徳島大学教授

シンポジウム (15:10～ 17:40)

批評理論で読むハーデ ィ             司会・講師  大阪学院大学教授

講師    愛知文教大学准教授

西南学院大学講師

山形大学特別講師

閉会の辞 (17:40)                       日本ハーディ協会会長

主催

共催

永松 京子

深澤  俊

風間末起子

永富 友海

宮崎 隆義

粟野 修司

西村  智

石井有希子

鈴木  淳

鮎澤 乗光

懇 親 会 (18:30～ )

場所 ホテルアクティ金沢1階 レス トラン (〒 920-0981石川県金沢市片町1-2-44)

会費 5,000円

※大会会場までは、別紙を参照してください。

※受付は9時頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円 )を ご納入ください。

維持会費 (寄付)は一日1,000円 です。ご協力をお願い致します。

※昼食は大学構内1号館 1階食堂をご利用ください。お弁当 (1,000円 )を用意いたします。

※同封のハガキは、 10月 15日 までにご投函ください。

日本ハーディ協会

星稜女子短期大学



開会挨拶 (9:40)

研究発表 (10:00～ 12:10)

l A Lacdl∝anにおける継承問題

2 テスのpureについて考える

ロ

日時 2007年 10月 27日 (土)9:40～ 17:50
場所 立正大学大崎校舎11号館8階第6会議室

〒141-8602東 京都品川区大崎4-2-16 Te103-3492-8791

立正大学学長

星稜女子短期大学専任講師

大東文化大学講師

日本女子大学大学院

近畿大学教授

実践女子大学助教

関東学院大学専任講師 萩原 美津

日本ハーディ協会第50 記念大会

司会

― ――               司会

3 The Rcttrn ofttc Naゴ veにおける共同体のあり方

4 `the poor man and the lady'の モチーフの系譜

―一――トマス・ハーディからメアリ・E・ マン D.H.ロレンスヘ

高村 弘毅

辻  健一

長田  舞

清宮 協子

清水伊津代

土屋 結城

総    会  (13:10～ 13:30)

○会計報告 ○編集委員会報告 ○次期大会について

報  :告 (13:30～ 13:50)

Httdy tt Yaleに 参加して

シンポジウム (14:00～ 16:30)

ヴィクトリア朝文学における都市について

特別講演 (16:40～ 17:40)

H江,dy一Auden一 Lalkin

閉会の辞 (17:40)

懇 親 会 (18:00～ )

場所 ゆうぼうと (品川区五反田8-4-13)7階 「末広」

会費 6,000円

中央大学教授 永松 京子

金沢学院大学教授 木梨 由利

司会

○その他

報告者

司会・講師

講師

司会

講師

立正大学教授

大手前大学名誉教授

神戸大学教授

中央大学名誉教授

愛知学院大学教授

日本ハーディ協会会長

藤田  繁

松村 昌家

石塚 裕子

森松 健介

風呂本武敏

鮎澤 乗光

※大会会場までは、別紙を参照してください。

※受付は9時 10分頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円)を ご納入ください。

維持会費 (寄付)は一口1,000円です。ご協力をお願い致します。

※昼食は大学内の教職員食堂をあるいは三ヶ所の学生食堂をご利用ください。

※同封のハガキは、 10月 15日 までにご投函ください。

主催

共催

日本ハーディ協会

立 正 大 学



日本ハーデイ協会第49 キ A
ノヽ フヽ

日時 2006年 10月 28日 (土 )10:00～ 18:10

場所 大阪学院大学5号館地下2階03教室

〒5“-8511大阪府吹田市岸部南2-36-1

開会挨拶 (lo:oo)                     大阪学院大学外国語学部長

研究発表 (10:15～ 12:25)              司会    京都教育大学助教授

1 トマス・ハーデイの死生観一一一『日陰者ジュード』に見る

ケルト文化の輪廻思想                  同志社女子大学大学院

2 rttι Лα〃 げDttJbttα における「教育」           東京女子大学大学院

司会       徳島大学教授

3 Egdon Hcathを「歩く」                      摂南大学講師

4 棲家としての身体一一― Tttθ 〃θJ′―&Jθυ″における身体と記憶   首都大学東京講師

総  会 (13:30～ 13:45)              司会       中央大学教授

○会長等役員改選 ○会計報告 ○編集委員会報告 ○次期大会について ○その他

報  告 (13:45～ 14:15)              報告     中央大学名誉教授

インターナショナル・トマス・ハーデイ・コンフェレンスについて

研究発表 (14:20～ 15:20)              司会       京都大学教授

5 フラストレーションの小説一一―『カスタブリッジの町長』   愛知文教大学助教授

6 ハーデイのアンチ・リアリズムーー Tttθ Dッπsたの言葉と視覚   大阪学院大学教授

シンポジウム (15:30～ 18:00)

ふたたび『テス』再読              司会・講師   津田塾大学教授

講師       立教大学教授

名古屋大学助教授

閉会の辞 (18:00)                       日本ハーデイ協会会長

懇 親 会 (18:15～ )

場所 大阪学院大学17号館 1階職員食堂

主催

共催

吉田  卓

坂田 薫子

松井圭伊子

高橋 暁子

宮崎 隆義

山内 正樹

福原 俊平

永松 京子

深澤  俊

佐々木 徹

西村  智

栗野 修司

高桑 美子

新妻 昭彦

上原 早苗

鮎澤 乗光

会費 5,000円

※大会会場までは、別紙を参照 してください。

※受付は9時半頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円 )を ご納入 ください。

維持会費 (寄付)は 一口1,000円 です。ご協力をお願い致 します。

※昼食は大学内の職員食堂をご利用 ください。メニューにより予約が必要の場合 もあ りますので、

詳 しくは別紙をご覧 ください。

※同封のハガキは、10月 15日 までにご投函 ください。

日本ハーデイ協会

大 阪 学 院 大 学

口



日本ハーデイ協会第48 T卜 A
ノヽ フヽ

日時 2005年 11月 5日 (土)9:30～ 18:10
場所 東京理科大学 (神楽坂キャンパス)1号館17階記念講堂

〒162‐8601東京都新宿区神楽坂 1-3

開会挨拶 (9:30)                   東京理科大学理学部教養学科主任

研究発表 (9:45～ 12:25)              司会     名古屋大学助教授

1 `Barbara ofthe House of Grebe'における「病」としてのセクシュアリテイ  ー橋大学大学院

2 友情は階級を超えるのか一一‥
Fαγヵθtt ιλθ〃翻筋πg C"θ

"ご
に

おける人間関係の再検討                  青山学院大学大学院

3「 誤 表 象 」 さ れ る NatuК―一―■ ∬ グ 広力θご'じめθ″州ιsにお け る

NatuК とCh五si田正ty

司会

4「グリーブ家のバーバラ」におけるゴシック性

5「共感の通路」を求めて一一―F塔上の二人」に見られる「時間」のトリック

総  会 (13:30～ 13:50)             司会

○会計報告 ○編集委員会報告 ○次期大会について ○その他

シンポジウム (14:∞～16:50)

ハーデイの詩と小説の相関性           司会・講師

講師

関西大学大学院

立正大学教授

四国学院大学教授

徳島大学教授

中央大学教授

中央大学教授

大阪大学教授

学習院大学教授

文化女子大学教授

中央大学名誉教授

東京都立大学名誉教授

日本ハーデイ協会会長

丸山 義博

上原 早苗

吉田 郁世

工藤  紅

鳥飼

藤田

菅田

宮崎

永松

真人

繁

浩一

隆義

京子

司会

講師

森松

玉井

橋本

土岐

深澤

小野

鮎澤

健介

障

槙矩

恒二

俊

茂

乗光

特別講演 (17:∞～18:∞)

ウイリアム 0バーンズとヴイクトリア朝のフイロロジー

閉会の辞 (18:00)

懇 親 会 (18:15～ )

場所 東京理科大学 1号館17階大会議室 会費 4,000円

※大会会場までは、別紙を参照してください。

※受付は9時頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円 )を ご納入ください。

維持会費 (寄付)は一口1,000円 です。ご協力をお願い致します。

※昼食は東京理科大学 6号館地下の食堂、または神楽坂通りの飲食店をご利用 ください。できるだけ

この二種類の場所をご利用いただきたいのですが、特にご希望がある場合に限りお弁当 (1,000円

程度)の予約をいたします。ご希望の方は同封のハガキにその旨をお書きください。

※同封のハガキは、10月 15日 までにご投函ください。

主催

共催

日本ハーデイ協会

東 京 理 科 大 学

口



日本ハーデイ協会第47 キ △
ノヽ アヽ

日時 2004年 10月 30日 (土)9:45～ 18:10

場所 西南学院大学2号館4階402教室 (マ ルチメディア教室)

〒814-8511福 岡市早良区西新 6-2-92

開会挨拶 (9三 45)                        西南学院大学文学部長

研究発表 (10:00～ 12:10)             司会   京都大学大学院助教授

l Fαγルθπ″滋MαJJJπg Cγθωごにおける男の視線、女の視線       山口大学講師

2 ハーデイの作品における都市の影響

一――Tレ Rθ協観グ′力θ Nα′グυθとルル″滋0ゐθ%%を 中心に     同志社大学嘱託講師

司会      学習院大学教授

3『はるか群集を離れて』におけるPassiOnと その破壊的なカ  ブライトンカレッジ講師

4 テクストは運命

―
 『カスタープリッジの町長』における幽霊と『老水夫行』的語り手  東北大学大学院

総  会 (13:10～ 13:25)             司会       中央大学教授

○会計報告 ○編集委員会報告 ○次期大会について ○その他

報  告 (13:25～ 14:00)              報告者      中央大学教授

インターナシヨナル・トマス・ハーディ・コンフェレンスについて

研究発表 (14:10～ 15:10)             司会       大阪大学教授

5 ヒロインはストーンヘンジを目指す

―一―ルssげ″力θご'レ滋ηグJJιsと Tttι Zαπ虎″γに描かれた二人の女性  松山大学助教授

6 ルssとルルにおける従兄妹表象                 上智大学助教授

シンポジウム (15:20～ 18:00)

ハーデイ文学に見るイギリス的なるもの      司会・講師 東京都立大学名誉教授

講師       武蔵大学教授

中京大学助教授

名古屋女子大学講師

開会の辞 (18:00)                       日本ハーデイ協会会長

懇 親 会 (18:15～ )

場所 西南クロスプラザ (西南学院大学厚生棟)2階

会費 4,000円

主催

共催

安河内英光

廣野由美子

矢野 紀子

筒井香代子

塩谷 清人

陳   姫

鈴木  淳

永松 京子

深澤  俊

玉井  日章

向井 秀忠

永富 友海

井出 弘之

佐野  晃

岩田 託子

木原 貴子

鮎澤 乗光

※大会会場までは、別紙を参照 してください。

※受付は9時 15分頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費1,000円 )を ご納入ください。

維持会費 (寄付)は一日1,000円 です。ご協力をお願い致 します。

※昼食は生協食堂あるいは西南クロスプラザ1階の食堂(両方とも大学構内)を ご利用 ください。

※同封のハガキは、lo月 15日 までにご投函 ください。

日本ハーデイ協会

西 南 学 院 大 学

口



日本ハーデイ協会第46 キ 八
ノヽ アヽ

目時 2003年 11月 8日 (土 )9:30～ 18:00
場所 学習院大学百周年記念会館3階小講堂

〒171-8588東 京都豊島区目白1-5-1

開会挨拶 (9:30)                   学習院大学文学部英米文学科主任

研究発表 (9:35～ 10:35)               司会      帝塚山大学教授

l トマス・ハーデイの宿命論の原点をギリシア悲劇と

進化論に探る                        学習院大学大学院

2`For Consciencc'Sake'を 読む                 東京女子大学講師

シンポジウム (10:45～ 13:00)

ハーデイのマイナー作品を読む          司会・講師  関西学院大学教授

講師      京都大学助教授

立教大学教授

総  会 (14:00～ 14:15)              司会      中央大学助教授

○会計報告 ○編集委員会報告 ○次期大会について ○その他

研究発表 (14:15～ 16:45)              司会     大阪学院大学教授

3 登場人物の不安定な「居場所」

―
ハーデイの小説における記憶、空間、社会        東京都立大学大学院

4 『はるか群衆を離れて』におけるpsychologicalな風景       大阪大学大学院

5 自己変革するグレイス・メルベリ

ーーーThomas Hardy,Tttθ ″θθごJαπル簿 (1887)     聖徳大学附属中学・高校教諭

司会      津田塾大学教授

6 Perfect Beauty

一――『ダーバヴィル家のテス』に関する一考察

7 Judeに 内在する信仰への懐疑と信仰への希求

特別講演 (16:50～ 17:50)

私のハーデイ

閉会の辞 (17:50)

懇 親 会 (18:10～ )

場所 百周年記念会館 (3階 )第 1・ 第2会議室 (大学構内)

会費 5,000円

司会

講師

京都府立大学大学院

久留米大学講師

甲南女子大学教授

中央大学教授

日本ハーデイ協会会長

松島正一

津田聖子

今村紅子

船水直子

福岡忠雄

佐々木徹

新妻昭彦

永松京子

粟野修司

福原俊平

伊藤佳子

北堀 洋

高桑美子

杉村醇子

稲垣貴司

大榎茂行

深澤 俊

鮎澤乗光

※大会会場までは、別紙を参照 してください。

※受付は9時頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費 1,000円 )を ご納入 ください。

維持会費 (寄付)は一回1,000円 です。ご協力をお願い致 します。

※昼食は大学構内の輔仁会館の食堂(キ ャプテンクック)あ るいはその2階 さくらラウンジをご利用 ください。

※同封のハガキは、10月 15日 までにご投函 ください。

主催 日本ハーデイ協会

共催 学 習 院 大 学

口
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日時 2002年 10月 26日 (:土)10:00～ 17:40

場所 関西学院大学 (西宮上ヶ原キャンパス)F号館 2階

〒662‐ 8501兵庫県西宮市上ヶ原一番町 1‐ 155

司会

司会 中央大学教授  深澤 俊

総 会 (13:00～13:30)                司会       中央大学助教授 永松京子

○会長等役員改選 ○会計報告 ○編集委員会報告 ○次期大会について ○その他

シンポジウム (13:45～ 16:15)

動εR働
“

げ滋θ Nα″Jソ
`に

おける

「帰郷」のテーマ

開会挨拶 (10:∞ )

研究発表 (10:15～ 11:30)

1『森林地の人々』におけるパストラル世界の変容

2旅人の物語としての『ダーバヴィル家のテス』

特別報告 (11:30～ 12:00)

The 15th lnternational ThomasiHardy COnference

特別講演 (16:30～ 17:30)

作者の声、作品との距離

ffi*O# 1tz::o;

懇親会 (18:00～ )

場所 関西学院会館 (大学構内)

会費 6,000円

関西学院大学文学部長  鎌田道生

同志社大学名誉教授  那須雅吾

大阪大学大学院 伊藤佳子

東洋大学講師 藤 田由季美

司会・講師

講師

東京女子大学教授

大阪学院大助教授

名古屋大学助教授

鮎澤乗光

粟野修司

上原早苗

△
〓
　
館
騨

司

講

金沢大学教授

京都女子大学教授

藤田 繁

森 晴秀

日本ハーディ協会会長  深澤 俊

※ 大会会場までは、別紙を参照してください。

※ 受付は 9時半頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費 1,000円 )をご納入ください。

維持会費(寄付)は一日 1,000円です。ご協力をお願い致します。

※ 昼食は関西学院会館あるいは生協食堂をご利用ください。

※ 同封のハガキは、lo月 15日 までにご投函ください。

主催   日本ハーディ協会

共催   関 西 学 院 大 学
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日時 2001年 11月 3日 (土)9:30～ 17:50

場所 中央大学市ヶ谷キャンパス9階 国際会議場

〒162-0845東 京都新宿区市谷本村町42番地 tel。 03-5368-3500

日本ハーディ協会第44 +^
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開会挨拶 (9:30)

研究発表 (9:35～ 12:20)

司会

1テスによる宗教的懐疑の超克

2 DiggOry Vennの 外見の変貌が意味するもの

司会

3『帰郷』における明暗のコントラスト

4トマス・ハーディの詩における文体分析と解釈

5ハーディのユートピア的探求

総 会 (13:00～ 13:20)                  司会

○会計報告 ○編集委員会報告 ○次期大会について ○その他

研究発表(13:20～ 14:20)               司会

6『森林地の人々』―ジャイルズ0ウィンターボーンの無意味さ

7動
`ル““

Pcr珈町οrにおける空間侵入

シンポジウム (14:25～ 16:40)

動
`Fα“

ο夕sルαg`の げ ′λ
`0““

4げ Cθ閉″αJ′    司会・講 師

講師

立教大学教授

法政大学大学院

久留米大学大学院

金沢大学教授

福岡女子大学大学院

麻布大学非常勤講師

明星大学非常勤講師

新妻昭彦

佐竹幸信

稲垣貴司

藤田 繁

矢野紀子

鈴木理枝

田口秀樹

東京女子大教授 鮎沢乗光

関西学院大学教授  福岡忠雄

京都大学大学院 服部美樹

関西大学非常勤講師 津田香織

中央大学教授 森松健介

東京女子大学教授 黒野 豊

中央大学専任講師 森岡実穂

特別講演 (16:45～ 17:45)

AP・rilne there Was: Musical Settings of Tholnas Hardy's Poclns              Professor GrahanliBradshaw

閉会の辞 (17:45)                          日本ハーディ協会会長 深澤 俊

懇親会 (18:00～ )

場所 中央大学市ヶ谷キャンパス 2511号室

会費 5,000円

※ 大会会場までは、別紙を参照してください。

※ 受付は 9時頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費 1,000円 )をご納入ください。

維持会費 (寄付)は一口 1,000円 です。ご協力をお願い致します。

※ 昼食は改修工事で食堂閉鎖中のため、お弁当(1,000円 )を用意します。予約注文を受け付けます。

※ 同封のハガキは、10月 15日 までにご投函ください。

主催   日本ハーディ協会

共催   中 央 大 学



開会挨拶 (9.30)

研究発表 (9.40～ 11。00)

1“Time is toothless"を めぐって

2観念と個体 [個 人]の観点から見た

ハ一ヽデンとIntelligence

特別講話 (11。 00～ 11。45)

日本人の言語意識をどうみるか

―世紀末にあたって一

口

日日寺 2000年■0月 28日 (土 )

場所 佛教大学 0紫野キャンパス

成徳常照館 5階・常照ホール

〒603-8301京 都市北区紫野北花ノ坊町96

司会

講師

主催

共催

佛教大学文学部長 清水 稔

同志社大学名誉教授 那須雅吾

東京理科大学講師 並木幸充

成城大学教授 富山太佳夫

福岡大学講師 石井有希子

東京都立大学助教授 永富久美

大阪大学教授 玉井 日章

日本ハーディ協会

佛 教 大 学

日本ハーディ協会第43 +^
ノ ヽ 1石

司会

佛教大学教授 前川哲郎

講師    滋賀県立大学教授 大谷泰照

総 会 (13.00～ 13.25)                 司会   東京女子大学教授 鮎沢乗光

○会長・運営委員改選 ○会計報告 ○次期大会について ○その他

シンポジウム (13.30～ 17.00)

ハーディ・ア・ラ・カルト

閉会の辞 (17.00)                       日本ハーディ協会会長 深澤 俊

懇親会 (17.30)

場所 佛教大学食堂

会費 5,000円

※ 大会会場までは、別紙を参照してください。

※ 受付は 9時頃から始めます。協会会費未納の方は、4,000円 (学生会費 1,000円 )をご納入くだ

さい。維持会費 (寄付)は一口 1,000円 です。ご協力をお願い致します。

※ 昼食は 5号館地下の食堂をご利用ください。

※ 同封の出欠ハガキは、10月 10日 までにご投函ください。


