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第 44 回年次研究大会へのいざない：はじめての九州・鹿児島開催
佐藤 信行

今年の年次研究大会は、 2019 年 9 月 7 日 （土） ・ 8 日 （日） の両日、 鹿児島純心女子大学 （鹿児島県
薩摩川内市、 最寄り駅 JR 九州新幹線 ・ JR 鹿児島本線 「川内 （せんだい） 駅」） を会場として開催されま
す。 この第 44 回年次研究大会は、 JACS 創設以来はじめての鹿児島、 また九州での大会 （広瀬健一郎
実行委員長 （鹿児島純心女子大学） 及び細川道久同副委員長 （鹿児島大学）） となります。
今回の大会の第一の特徴は、 実行委員会と企画委員会の連携の下、 このはじめての鹿児島開催という
地の利を活かしたプログラムを編成したことです。 まず初日には、 カナダからダグラス ・ カレッジ名誉教授
のジャクリーン・グレスコ先生をお招きし、 “A case study of the Sisters of the Assumption of Nicolet teaching
Japanese students in Canada during World War II: Perspectives on Christian Churches and modern education in
Japan” と題して基調講演をいただき、 引き続き、 鹿児島純心女子短期大学学長の平山久美子先生を報
告者としてシンポジウム 「カナダ ・ カトリック教会と近代日本の教育」 を開催します。 フランシスコ ・ ザビエ
ル上陸の地でもある鹿児島、 とりわけ、 カナダ人修道女によって開かれた女学校を起源とする会場校にお
いて開催するに、 正に相応しい基調講演とシンポジウムであると考えております。 また第２日目には、 シン
ポジウム２ 「カナダ移民の送出と鹿児島県」 を開催します。 鹿児島とカナダの関わり合いのもう一つの側
面である 「移民の送出」 に着目したこのシンポジウムは、 JACS ではこれまで例がないものであり、 大きな
成果が得られることが期待されています。
今大会の第二の特徴は、 学際学会としての特徴を活かした学際セッションを複数設定したことです。 「現
代カナダ政治」 と 「先住民」 の２つのテーマ別セッションでは、 政治学、 政治思想史、 文化人類学、 社
会言語学、法律学、教育学等様々な学問方法論を背景とする報告者と司会が議論を繰り広げる予定です。
専門別学会では困難なこうした取り組みは、地域研究学会たる JACS ならではのもの、といえようと思います。
( 次ページに続く )
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俊弘） /The Inaugural L.M. Montgomery Conference in Japan （Kristie Collins） ●追悼 ・ 草野毅徳名誉会
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根強さを改めて実感する機会にもなりました。

もちろん、 自由論題セッションでも、 例年と同じく、

JACS を代表してご参加 ・ ご挨拶いただいた佐

3 つの個別研究発表が予定されています。
また第三の特徴として、会場校が薩摩川内市 （川

藤信行会長、 素晴らしい基調報告をして下さっ

内駅が最寄り） に位置することを活かして、 実行

た矢頭典枝副会長をはじめ、 会議にご参加 ・ ご

委員会において駅前のホテル一括仮予約をいた

協力いただいた皆様に、 この場をお借りして厚く

だき、 「合宿」 とまではいえませんが、 多くの参加

御礼申し上げます。 また、コリンズ、松本、石井、

者が同じ場所に宿泊できる環境をご用意したことが

田中の４名は、 「プリンス ・ エドワード島及び沿

挙げられます。 初日の懇親会も学内ではなく、 当

海州地域の文化と社会」 を扱う JACS 学際研究

該ホテルで開催します。 詳細は、 実行委員会か

ユニットの活動を今年度から認めていただいてお

ら送付される開催通知等でお知らせしていますが、

り、 この国際会議が私たちの最初の取り組みに

学問方法論の壁を越えた会員間の交流のための

なった点を付記させていただきます。
なお、 会議の具体的な内容などについては、

環境として、 どうぞご活用ください。

以下、 コリンズ会員の寄稿文をご参照ください。

本州の外での年次研究大会は、 1994 年 （北海

（麗澤大学）

道大学） 大会以来 25 年ぶりですが、 上のような
工夫を凝らした企画がなされております。 是非、

＊

例年にも増して、 多くの会員にご参加いただきま

The Inaugural L.M. Montgomery Conference

すようお待ちしております。

in Japan
Kristie Collins

（日本カナダ学会会長 ・ 第 44 回年次研究大会企

It never ceases to amaze me how Anne of Green

画委員長 ・ 中央大学）
＊ ＊ ＊

Gables , and its beloved author, Lucy Maud

＜報告＞

Montgomery, managed to put Prince Edward

麗澤大学での L・M・モンゴメリ国際会議開催

Island on the world map. From June 21st to

田中 俊弘

23rd, 2019, however, this truth was evident

JACS の後援を得て、 6 月 21 〜 23 日に麗澤大

as scholars and fans of the renowned Canadian

学 （千葉県柏市） で L ・ M ・ モンゴメリ国際会議

author met at Reitaku University for the first

を開催しました。 プリンス ・ エドワード島で隔年開

ever Montgomery Studies conference to be held

催されているのと同種の会議を日本で実施するの

in Japan. Arriving from as far away as Germany,

は、 この島の出身者でカナダ文学 ・ 文化研究を

Norway, Finland, Canada, and the United

専門とするクリスティ・コリンズ会員 （大会実

States of America, presenters gathered together

行委員長） の悲願でした。 2018 年 3 月に映画 『ア

with students, scholars, and fans from across

ンを探して （Looking for Anne）』 の上映とコリンズ

Japan, to share their research and their love of

会員の講演を組み合わせたイベントを開催したとこ

Montgomery's work over a weekend of panels,

ろ、 想定以上の参加者を得て成功したのを１つの

keynote talks, and lively social events.

ステップとして、 今回の企画が進んでいきました。

The weekend kicked off with a wonderful

JACS からは松本郁子会員と石井英津子会員にも

reception on Friday evening, during which

実行委員会に加わっていただき、 イベントフルで

great discussions and delicious food and drinks

示唆に富む充実した会議が実現できたことを喜ば

were enjoyed by all. Montgomery conferences

しく思っています。 報告と質疑が英語だけで進む

have been held at the Lucy Maud Montgomery

会議に、在野の研究者や一般参加者も多く加わっ

Institute (LMMI), at the University of Prince

てくださり、 日本における 『赤毛のアン』 人気の

Edward Island (UPEI), in Charlottetown,
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Canada, every two years since 1994, and

“L.M. Montgomery's Life and Times.” The three

they have always been famously warm and

engaging papers for this panel included ‘Higher

friendly events. This year's Japan-based

Education for Women and the Lasting Popularity of

conference was no exception, and presenters

Anne of Green Gables in Japan’ (Kazuko Sakuma,

and organizers became fast friends over the

Sophia University, Japan); ‘Dry Island: Drinking in

event-filled weekend.

L.M. Montgomery's Anne series’ (Hiroko Washizu,

On Saturday morning, the conference was

University of Tsukuba, Japan); and, ‘The Orphans in

opened with greetings from Reitaku University

L.M. Montgomery's Works and Influences in Japan’

Vice-President Kazunobu Horiuchi, who

(Etsuko Ishii, Tokyo Women's Medical University,

warmly welcomed delegates and audience

Japan). The afternoon concluded with a special film

members to the conference. Next, the first panel

screening of ‘Looking for Anne’ (2009), a bilingual

on “Anne and Modern Japanese Literature”

feature film which explores links and love connections

commenced, and the audience heard excellent

between Japan and Prince Edward Island.

papers on ‘“Book Women” Around Anne’

After a splendid banquet and continued

(Hiromi Ochi, Hitotsubashi University, Japan);

merriment late into the night on Saturday,

‘Problem: literature for children: Situating

speakers and audience members rejoined on

Anne of Green Gables in Post-WWII Japanese

Sunday morning for the final day of conference

Children's Literature’ (Joan Ericson, Colorado

sessions. The program began with a fascinating

College, USA); and, ‘Loretta L. Shaw and the

keynote speech by Prof. Norie Yazu, Vice-

Commitment to “Character Building Literature”

President of the JACS, who spoke about “90

in Modern Japan’ (Patricia Sippel, Toyo

Years of Canada-Japan Diplomatic Relations—

Eiwa University, Japan). After a lively Q & A

Friendship Forever.” Prof. Yazu expertly led

session, conference attendees broke for lunch

us through the political, commercial, cultural,

and were able to observe and join in a traditional

and diplomatic developments that have linked

Japanese tea ceremony, performed by the Reitaku

Japan and Canada for over a century, and

University Japanese Tea Ceremony Club.

underscored the value and importance of this

The afternoon session began with a convivial

bridge between our two nations. Before beginning

speech on Canadian Studies in Japan, delivered by

the third conference panel on the theme “L.M.

Prof. Nobuyuki Sato, President of the Japanese

Montgomery and Translation,” we were honored

Association for Canadian Studies (JACS), who

to welcome a last-minute surprise speech by

shared his knowledge on past and present Canadian

acclaimed Anne of Green Gables translator, Yuko

Studies research organizations and affiliations in

Matsumoto. The audience listened attentively as

Japan. Professor Sato highlighted the value of

Ms. Matsumoto spoke about her motivations for—

conferences such as this, which serve to build bridges

and experiences with—translating Montgomery's

across disciplines, institutions, and nations. This

work into Japanese, and as she fondly recalled

was followed by my keynote speech on ‘Growing

her many trips to Prince Edward Island. This talk

Up With Anne: an unexpected feminist journey,’

provided an ideal segue to the translation themed

in which I outlined my serendipitous journey to

panel, which consisted of three compelling

becoming an Anne scholar. For the second panel of

talks: ‘Fairy Tales, Dreams, and Poetry: Anne

the day, three speakers presented on the theme of

Shirley in Norway’ (Susan Erdmann, University
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of Agder, Norway); ‘Silencing Unconventional

fan labor’ (Carolin Sandner, independent

Girlhood: Censorship in the Swedish Translation

scholar, Germany). As the conference came

of L.M. Montgomery's Emily Trilogy’ (Laura

to an end, Reitaku University Vice-President

Leden, University of Helsinki, Finland); and, ‘The

Shin Watanabe gave heartfelt closing remarks

Marvellous Mrs. Rachel’ (Audrey Loiselle,

to presenters and attendees and encouraged

Translation Bureau of Canada). Following

everyone to continue nurturing the personal

another spirited Q & A session, attendees broke

and professional bonds that were built over

for lunch and were treated to a special enactment

the weekend. He joined us in hoping that this

of an adapted kabuki play, Shunkan, which was

conference was the first of many more to come

beautifully performed by current and former

and, having attracted over seventy audience

members of the Reitaku University English

members over the two days of presentations,

Drama Group.

there appears to be sufficient interest to give this

In the fourth and final panel of the conference,

further consideration.

panelists gave papers on the theme “L.M.

As Conference Chair of this wonderful

Montgomery and Popular/Consumer Culture.”

weekend, I would like to thank Reitaku

These thought-provoking presentations included

University, the Reitaku Society for American

‘Imagination for Survival in Anne of Green Gables

British Cultures, and JACS for their kind

and Bungo Stray Dogs’ (Yukari Yoshihara,

support in making this conference possible. I

University of Tsukuba, Japan); ‘Literary

would also like to extend my sincere thanks to

Ambition, Consumer Culture, and Professional

the Reitaku University Japanese Tea Ceremony

Identity in L.M. Montgomery's Anne of the Island ’

Club and the Reitaku University English

(Hisayuki Hikage, Reitaku University, Japan);

Drama Club for sharing Japanese culture with

and, ‘Across All Borders: Anne's universal

our conference participants, many of whom

search for identity and its renderings in worldwide

were visiting Japan for the first time. To JACS

A snapshot of some of the Montgomery Conference presenters, attendees, and performers
ニューズレター第 113 号 (2019 年 7 月 )
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President Nobuyuki Sato and JACS Vice-

を組んで、 関西地区の研究活動を常に活発化

President Norie Yazu, I would like to thank

させ、 JACS 全体の発展につなげてくださいまし

you both for so generously sharing your time

た。 常に関わり支えてくださいましたので、 はじ

and expertise with those in attendance at the

め躊躇していた私の発行人としての役割も何と

conference. Additionally, this conference could

か乗り越えられたのだと思っています。 毎号の

never have succeeded without the amazing work

『関西地区便り』 の内容を検討し、 研究会開催

of the conference organizing committee (Mayuka

場所 ・ 報告者選びなど大変難渋したこともありま

Sato, Etsuko Ishii, Ikuko Matsumoto,

したが、 先生は常に前向きの姿勢で何とか解決

and the indefatigable JACS Vice-President,

策を見出してくださいました。 今となれば懐かし

Toshihiro Tanaka), and the wonderful efforts

い想い出となりました。 来日された海外研究者

of our student staff team. Finally, it was a

や会員各位との人的交流を通して、 私自身、 カ

pleasure and a privilege to host such remarkable

ナダに対する知識が豊富になっただけでなく、

speakers from all around the world, and I feel

カナダの素晴らしい側面を垣間見ることができ

certain that even L.M. Montgomery would have

ました。 お互い苦労の多いことばかりでしたが、

found herself delighted by the sheer number of

先生に深く感謝しております。
1995 年 9 月にホーム校の神戸学院大学で

“kindred spirits” at the conference.

本学会第 20 回大会が開催されました。 同年 1

(Reitaku University)
＊ ＊ ＊

月 17 日の阪神 ・ 淡路大震災の余波をものとも

＜追悼・草野毅徳名誉会員＞

せず、 着々と開催準備が進められ、 大会実行

最高のパートナー：草野毅徳先生を偲んで

委員長として大奮闘されたことは、 参加者全員

杉本 公彦

にとって大変驚きでありました。 大層ご苦労の

最近私にとって大切であった大原祐子氏や

あったことでしょうが、 おくびにも出さないところ

ラムゼー・クック氏が次々昇天し、 とても

が先生のいいところでした。

哀しみを抱えていました。そのうえ昨年（2018

先生は、 カナダの食物栄養学 ・ 穀物研究の

年） 11 月 27 日にわが友 ・ 草野毅徳先生が

第 1 人者として、 これまで長年にわたり、 日本

亡くなったとの突然の訃報を受け取り、 驚愕

のカナダ研究をリードされてきました。 特に蕎

してしまいました。 享年 80 歳でした。

麦の研究や生命倫理研究にも深い造詣を有し

想えば、 草野先生にはじめてお目にかかった

て、 活躍していらっしゃいました。 多数ある業

のは、 私が 1983 年 9 月 24 日に帝塚山短期大

績のなか、代表作として共著 『蕎麦の世界』 （柴

学で開催の日本カナダ学会第 8 回年次研究大

田書店、 1985 年） や編著 『食物栄養学』 （培

会で自由論題報告した時でした。 先生も初めて

風館、 2001 年） などをあげることができます。

発表報告をされ、 本学会の会員になられたので

先生が 7 代目会長時代の 2000 年、 神戸 ・ 三

はないかと思います。 それ以来 35 年に及ぶ長い

宮で開催の 『関西とカナダ 2000 年シンポジウ

お付き合いでありました。

ム』 はこうした研究の成果の場として大変盛り

先生は、1984 年 11 月 5 日に発行された 『日

上がったことを記憶しています。 特に P・キャ

本カナダ学会関西地区便り』 第 10 号の編集人

ンベル在大阪カナダ総領事 （当時） の講演

として登場されています。 今は亡きお二人南良

「関西とカナダのつながり」 はよかったですね。

成先生と渡辺昇先生の後を引き継いで、 1989

『講演要旨集』 もご一緒に編集発行しました。

年の第 23 号から 100 号まで 25 年間編集人とし

2001 年 5 月～ 8 月には兵庫県立神戸学習プ

て、 発行人の私 ・ 杉本公彦と二人三脚でコンビ

ラザの 「ひょうご講座」 で独自科目 『カナダ』
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を実施し、 2002 年には大阪の毎日新聞社ビ

原著の出版は 1992 年だが、 中身は今日読んでも

ルで 2001 年度 JACS シンポジウム 「カナダの

まったく色あせていない。

穀物産業と日本の食生活」 を開催し、 『講演

本書の内容に入る前に、 まずは著者の背景を

抄録集』 も編集発行しました。 2004 年 8 月に

少し了解しておく必要がある。 ジャン・バニエ （Jean

は大阪のカナダ総領事館で本学会創立 25 周

Vanier 1928-2019） 氏はフランス系カナダ人で、 父

年 ・ 日加修好 75 周年の記念事業としての 「カ

はカナダ総督を務めたジョルジュ・P. バニエ氏 （在

ナダ講座」 を開き、 会員のみならず一般の市

1959-67） という名門の出だ。 その経歴は異色で、

民まで呼び込んでカナダ大好き人間を増やす

若い頃イギリス海軍に所属していたこともある。 退

努力もしましたね。 忘れられません。

役後、 アリストテレス哲学とカトリック神学研究でフラ

先生は、 1983 年から今日にいたるまで、 本学

ンスの大学から博士号を修得し、 やがてトロント大

会の会員および理事、 副会長 ・ 会長、 そして名

学で教鞭をとる。 しかしその後、 カトリックの神父と

誉会員として、 学会活動の中核を担われてきま

知的障害をもつ 「小さき人たち」 との運命的な出

した。 本学会および関西地区活動が今日のよう

会いにより、 劇的にその人生航路を変える。 生涯

な形で発展を遂げることができたのも、 先生の誠

を知的障害を持つ人たちへの奉仕活動や共同生

実かつ熱心な活動にあると言え、 その功績は極

活に注ぐのである。 こうして創設されたのが、 「ラ

めて大きいものといえましょう。 先生とそばを食べ

ルシュの家」 （L'Arche= ＜ノアの＞箱舟）、 すな

ながらもっとカナダ大好き仲間を増やそうと語りた

わち障害者福祉活動を実践するコミュニティである。

かったです。 残念でなりません。

今や世界中に約 150 近く存在する。

この場をお借りして、 最後に 2010 年から

本書は、 この 「ラルシュの家」 の活動を基盤とし

4 年間、 私が 10 代目会長として日本カナダ

ながら、 バニエ氏のキリスト教思想と博愛主義的人

学会に関わらせていただいた当該期間中には、

間観を、平易なしかし深い言葉で語ったものである。

草野先生を筆頭に下村雄紀氏、 加勢田博氏、

前半は、 「小さな人びとの傷」 によって、 実はわた

岩﨑利彦氏ら、 及び福西和幸会員と新山智基

くしたちこそが心を癒す力を与えられている、 とす

会員から、 あらゆる面で支えていただいた。 こ

る観点で展開される。 そこにあるのは上からの視座

こに記して、 これまで賜ったご指導とご協力に

でなく、 あくまで対等の眼差しである。 後半は、 知

対し心より深く御礼申し上げたい。

的障害者との共同生活、 つまりそこを 「神の具現

本学会の会員の皆さん、 それぞれの分野で大

の場」 と見、 このコミュニティの多面的な姿が苦労

いに活躍され、 それらの成果が学会の発展に還

話も交えて興味深く語られる。 これらの主張はいず

元されるよう希望し、 期待し、 念願しております。

れも抽象的でなく、 実践的活動からきている。 その

皆さんのご健勝をお祈りしております。

ため、 説得力ある内容となっている。

（日本カナダ学会名誉会員、元会長、元大阪

さらに首尾一貫している

学院大学）

のが、 「障害のあるひと」
＊ ＊ ＊

は社会の片隅に追いや

＜書評１＞

られるべきでなく、 「神か

ジャン・バニエ著（宮永久人訳）
『梯子を降

らつくられた大切な存在」

りる 悲嘆からコミュニティへ』
（女子パウ

だとする思考態度である。

ロ会、94 頁、2019 年、1,000 円＋税）

宗教的色彩の濃いのは、

竹中 豊

彼が聖職者でないにして

本書は著者が 1988 年、 ハーバード大学で行った

も、 著者の属性からして

講演 From Brokenness to Community の翻訳である。

当然であろう。 しかし本
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書の底流には、 いわゆるキリスト教的な 「愛のあふ

語の多様性をコーパス （データ） に基づいて描き出

れ」 が遍在しており、 心打つのも事実である。

し、 標準フランス語を確定することの困難――というよ

邦題の 「梯子を降りる」 には、 現代にはびこる

り不可能性――を明確に示した。 その点をまず評価

競争主義 ・ 能力主義といった妄想的束縛から自

したい。 このことは、 カナダ （特にケベック） におい

由になること、 つまり社会的上昇志向の 「梯子」

て 「どういうフランス語を公教育の場で教えたらよい

を降りてこそ、新しい価値が生まれる、とするメッセー

のか」 という積年の悩みとつながる。 カナダのフラン

ジがこめられている。バニエ氏にとって、成功・勝利・

ス語なのか、 パリのフランス語なのか、 国際フランス

名声 ・ 富の追求などは、 決して人生の最終目的

語なのかといった議論は絶えず続けられてきた。 長

でないと映るからだ。

らく 「標準フランス語」 とはパリ周辺のフランス語であ

最後になるが、 本書自体はカナダやケベックを

り続け、 それがカナダのフランス語系の劣等感ともつ

直接対象としているわけでない。 しかし地域研究

ながっていた。 しかし、 本書のように、 現実に使用さ

の立場からすれば、 こうしたバニエ氏自身につい

れているフランス語を観察すれば、 フランス語は決し

て、 また彼を生み育てたケベックの精神的 ・ 文化

て 「標準語と方言」 といった図式で捉えられるような

的風土の側面について、 日本のケベック研究者

ものではないことがよくわかる。 フランス語の世界がパ

はもっと注目してもよいのではないか。 哲学研究 ・

リ周辺のフランス語を頂点としたピラミッド構造になっ

福祉関係者以外、 日本ではバニエ氏の存在があ

ているわけでないという実態が明らかになることが、 カ

まりに看過されてきたからだ。

ナダのフランス語教育の姿を考えるうえでの手掛かり
になるはずである。 これが 1 点目の理由である。 第

（元カリタス女子短期大学）

2 の理由は、 パリのフランス語と異なるカナダのフラン
ス語を話すのは、 卑下するべきことなどではないとい
う態度を推奨する点にある。 それにより、 カナダのフ
ランス語はカナダのフランス系のアイデンティティ形成
に肯定的に組み込まれるようになるであろう。 「カナダ
のフランス語とフランス語系のアイデンティティ」 という
ものはカナダ研究の魅力的な研究テーマである。
以上が本書がカナダ研究にもたらす意義である
ジャン・バニエ氏

が、 次に内容を簡単に紹介しつつコメントを加えよ

＜書評２＞

う。 本書の第 I 部は、話し言葉のフランス語とは何か、

Sylvain DETEY,Jacques DURAND,Bernard LAKS

本書のプロジェクトがどのようなものであるかなどの説

,Chantal LYCHE 編著（川口裕司、矢頭典枝、秋

明にあてられている。 だが、 ページ数は全体の 1

廣尚恵、杉山香織編訳）
『フランコフォンの世界

割強でしかなく、 本体は各地のフランス語の変種を

コーパスが明かすフランス語の多様性』
（三省堂、

詳しく記述した第 II 部～第 VII 部である。 第 II 部で

2019 年、232 頁。
）

北フランス、 第 III 部で南フランス、 第 IV 部でベル

本書は世界のフランス語に関する社会言語学の書物

ギー、 第 V 部でスイス、 第 VI 部でアフリカとフラン

である。 本書をここで取りあげる価値があると考えるの

スの海外県 ・ 海外領域圏、 そして第 VII 部で北米

は、 北米のフランス語も取り扱い、 その特徴を記述し

を扱っており、 世界のフランス語圏を網羅したかたち

ているからだけではない。 次の 2 点でもカナダ研究

になっている （ただし、 編集責任者の川口氏による

に資すると考えるからである （1 点目はフランス語教

「日本語版まえがき」 によれば、 日本語版は原書か

育にかかわること、 2 点目はアイデンティティにかか

ら 「大胆な取捨選択」 がなされており、 順序も入れ

わることで、 両者は深く関連する）。 本書はフランス

替わっている。 それは日本の実情を踏まえた改編な
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のフランス語の地理的歴史的背景の概説があ

いしは 「翻案」 だということである）。
第 II 部～第 VII 部では、 それぞれの地域で話さ

る。 現在のケベックやアカディアやルイジアナ

れているフランス語の特徴が描かれ、 地域によっては

でフランス語が使用されている事情、 さらには

歴史的背景の説明もある。 そして、 地域ごとのフラン

フランス系入植者が北米大陸西部と北部に進

ス語で語られたことを文字におこしたものが 2 ～ 3 掲

んで先住民の女性と結婚し、 その子孫がメティ

載されている。 そこで語られている内容はさまざまで、

と呼ばれる集団を形成し （Métis は 「標準フラ

特に地域を越えた比較が意図されているわけでもな

ンス語」 では語末子音を発音するが、 カナダ

い。 各地域でなぜそのテーマが選ばれたかの説明

のフランス語では語末子音を発音しないことが

もない。 実は本書への最大の疑問はここにある。 「日

よくある。 本書がカナダのフランス語発音にした

本語版まえがき」 によると、 これは原著には収録され

がったカタカナ表記を使用している点は理解で

ておらず、 原著者の 1 人 「ドゥテ氏のたっての希望」

きるが、 日本では一般に 「メティス」 と呼ばれ

により日本語版に収録された。 語りの選択にあたっ

ているので、 ここにはそれを説明する訳注が欲

てはドゥテ氏と川口氏が 「言語的特徴はもちろんのこ

しかった）、 フランス語の変種であるミチフ ・ フ

と、 内容にまで踏み込んで取捨選択を行った」 とあ

ランス語や先住民のクリー語とフランス語の混成

る。 各変種の特徴は訳注に説明されており、 翻訳の

語であるミチフと呼ばれる言語を使用しているこ

大変さとともに訳者のご苦労は想像に難くない。 それ

とが述べられている。 さらに、 カトリック教会が

だけの労をかけたものではあるので、 この部分はフラ

フランス語系の入植者を、 カナダ東部、 ニュー・

ンス語の変種に関心を抱く一部の読者の興味を引く

イングランド、 フランスなどから、 カナダ西部に

ではあろう。 しかし、そうした読者は翻訳に頼らずとも、

招いたことも、 その地にフランス語を普及させる

おそらく原書が読めることを考えると、翻訳が必要だっ

のに貢献したという歴史的説明もなされている。

たのだろうかかと思う。 またあえて日本語版にこれを

現状はというと、 フランス語が安定的に用いら

収録した意義もよくわからない。むしろこれが必要だっ

れているケベックとその隣接地を除くと、 フランス

たのは原書の方だったのではないだろうか。

語の生き残りには危惧があると著者は主張する。

その点は措くとして、 次に各部の内容を紹介す

しかし、 たしかにフランス語を母語とする人口は減

べきであろうが、 本書評の読者のほとんどには、 北

少するであろうが、 カナダが二公用語国家であり、

米以外のフランス語の変種への関心はあまりないと

それがフランス語を母語としない国民のフランス

予想できるため、 ここでは北米のフランス語を扱った

語学習を支えているという面には全く言及がない。

第 VII 部の内容だけを取りあげることにする。

これは奇異なことのように思える。
本書は、 北米のフランス語の特徴について

冒頭には、 他の地域の場合と同様に、 北米

は、 音から文法に至るまで述べられており、 評
者には興味深かったが、 一般読者には理解が
容易でないと思われる。 理解するには、 特に
発音記号が読めなければならないし、 言語学
の素養が必要だからである。
以上指摘したような問題点はいくつかあるが、 全
体として、 データに基づくフランス語の多様性を描く
嚆矢としての本書の意義は高く評価したい。 ただ、
まだ記述段階にとどまっており、 事象の分析がなさ
れていない物足りなさがあるので、 それは今後の課
題として、 研究が続けられることを願っている。
（金城学院大学）
ニューズレター第 113 号 (2019 年 7 月 )
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第 44 回年次研究大会へのお誘い
今年度の年次研究大会は、9 月 7 日 （土）、 8 日 （日） の両日、JACS の研究大会史上、はじ
めての九州、鹿児島での開催です。鹿児島で開催するからには、鹿児島でカナダ研究をす
る意義を問うようなものにしたいと考えました。会場校の鹿児島純心女子大学は、カナダ
のホーリー・ネームズ修道会のシスターたちが運営した聖名高等女学校を起源としていま
す。鹿児島はフランシスコ・ザビエルの上陸の地であり、日本におけるカトリック布教の
出発点となった地でもあります。そこで、
「鹿児島」と「カトリック」をキーワードにした
研究大会を構想しました。鹿児島に焦点をあてて「カナダ」をとらえることで、新しい「カ
ナダイメージ」を浮かび上がらせるとともに、あらたな「鹿児島イメージ」を描き、鹿児島、
ひいては近代日本についての理解を深めるような大会にしたいと念じております。
基調講演には、ブリティッシュ・コロンビア州にあるダグラス・カレッジのジャクリーン・
グレスコ名誉教授をお招き致します。グレスコ教授は、ブリティッシュ・コロンビア州の
カトリック教会史、とくにシスターたちの活動に造詣の深い方でいらっしゃいます。ご講
演では、第 2 次大戦下におけるシスターたちの日系人教育について、近代日本の教育を視
野に入れながらお話し頂きます。
基調講演をうけて、ふたつのシンポジウムを企画致しました。ひとつは、「カナダ・カ
トリック教会と近代日本の教育」（1 日目）と題して、鹿児島におけるカナダ人シスター
たちの教育活動を取り上げます。鹿児島純心女子短期大学長の平山久美子氏に、20 世紀
初頭から第 2 次世界大戦までの時期を対象に、カナダ人シスターによる鹿児島の女子教
育の歩みについてお話しを頂きます。今ひとつは、鹿児島が日系移民の送り出し県のひ
とつであることに注目して、「カナダ移民の送出と鹿児島県」（2 日目）と題するシンポ
ジウムを企画しました。鹿児島からの日系移民史に関する最新の研究成果を、河原典史
会員と花木宏直氏にご発表いただきます。
この他、自由論題、カナダ政治、先住民の各セッションが設定されております。いずれ
のセッションにおいても、日本の「今」を考える上で、私たちの思索を刺激してやまない
発表が用意されております。
「カナダ研究」という「地域研究」の成果をめぐり、鹿児島と
いう日本の一地域で、カナダや日本の過去・現在・未来について、会員の皆様と議論を深
めることを楽しみに致しております。
大会実行委員長

広瀬

健一郎（鹿児島純心女子大学）

て開催されます。奮ってご参加ください。

（（（事務局より）））
◆第 44 回年次研究大会のお知らせ

プログラム・報告要旨集は、近日中に当学

2019 年 9 月 7 日（ 土 ）・8 日（ 日 ）、 鹿 児

会 HP 内にて発表致します。

島純心女子大学（鹿児島県薩摩川内市）に

◆「トラベル・グラント」募集について

て第 44 回年次研究大会が開催されます。 2019 年度（2019 年 4 月 1 日～ 2020 年 3 月
本年度の第 44 回大会は、昨年度に引き続

31 日）までの間に、カナダおよびカナダ

き「日加外交関係 90 周年記念大会」とし

以外の国（日本を除く）で開催される国際
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会議などでカナダ研究について報告をする

仏文 A4 判ダブルスペース 25 枚以内 );「研

本学会会員に旅費一部補助の制度です。本

究ノート」( 和文 400 字× 20 枚相当以内 ;

学会会員によるカナダ研究の成果を広く海

英仏文 A4 判ダブルスペース 10 枚以内 ) ;

外に発信し、研究の交流や国際化を図るの

い ず れ も 横 書 き、 註・ 図 版 等 含 む。（ ３)

が目的です。募集要項は次のとおりです。 締 切 :2020 年 1 月 末 日。（ ４） 執 筆 要 項：
(1) 支給人数と支給金額：1 名につき 5 万

JACS ホームページに掲載 <http://jacs.

円・最大 2 名。(2) 支給対象者：募集時点

jp/news/11/19/2391/> 。( ５) 原稿送付先：

において日本カナダ学会会員であること。 〒 277-8686 千 葉 県 柏 市 光 ヶ 丘 2-1-1

麗

原則として、専任の勤務先を持たない会

澤大学外国語学部 田中俊弘宛（82 円切手

員。専任の勤務先を持つ会員でも応募出来

貼付・あて先明記の返信用定型封筒を同封

ますが、優先度は低くなります。(3) 応募

のこと）。

締切日 :2019 年 8 月末日。(4) 応募書類：

◆会費納入について（お願い）

①本学会所定の応募用紙（日本カナダ学会

現在会費の納入を受け付けております。ま

のホームページに掲載）、②国際会議など

た、前年度までの会費を未納の方は、直ち

での報告が正式に受け入れられたという文

に納入下さい。過去 3 年分（当該年度を含

書 ( メールも可 )、③出張に関する費用（航

まず）の会費が未納の場合、学会からの発

空運賃、滞在費、参加登録料など）の見積

送物停止等をもって会員資格を失うこと

書。(5) 審査方法：日本カナダ学会理事会

になりますのでご注意下さい。一般会員：

における審査機関（対外交流・社会連携委

7,000 円・学生会員：3,000 円 ( 学生会員は、

員会）により事前審査を行い、9 月の理事

当該年度の学生証のコピーを提出のこと )。

会にて最終決定します。(6) 出張後の義務：

郵便振替口座：00150-2-151600。加入者名：

①帰国後 2 週間以内に報告した論文を、郵

日本カナダ学会。他金融機関からの振込の

送にて学会事務局に提出すること。②出張

場合は、口座番号：ゆうちょ銀行 〇一九（ｾ

に関わる費用の報告書（学会ホームページ

ﾞﾛｲﾁｷｭｳ）店

掲載の所定の書式）。(7) その他の事項：

ダガツカイ。来年度以降、自動振替に移行

①当該年度内でトラベル・グラントの予算

希望の方は事務局までご連絡ください。必

額（10 万円）が満額執行されなかった場

要書類をお送りします（自動振替による口

合でも、残額を次年度への繰越は行いませ

座引落は 7 月です）。ご協力願います。なお、

ん。②出張期間は当該年度内に終了しなけ

4 月以降に会員区分の変更のある場合は直

ればなりません。③このグラントを支給さ

ちに事務局までお知らせ下さい。

当座

0151600

ニホンカナ

れた会員は、再度応募することはできませ

＊ ＊ ＊

ん。④書類送付先・問い合わせ先：〒 162-

★編集後記 ･･･ 今号も多数のご寄稿をいただきまし
て、大変感謝しております。特に今号では、書評
を 2 本掲載することが出来ました。私自身、多忙に
かまけてカナダ関連の新刊書の情報収集がなかな
か出来ず、気が付くといくつも本を見逃していた
ということも多々あったりしますので、こうした
書評、新刊紹介、自著を語るといった企画は今後
も充実させて行ければと思っています。また書評
で取り上げて欲しい本、またはご著書を刊行され
るという会員の方がいらっしゃいましたら、出来
る限り紙面にて取り上げられればと思いますので、
ご連絡をいただければと思います ･････････（J.F.）

8473

東京都新宿区市谷本村町 42-8

中

央大学市ヶ谷キャンパス佐藤信行研究室気
付

日本カナダ学会事務局。

◆『カナダ研究年報』第 40 号（2020 年 9
月発行予定）の公募要項
（１）未発表の完全原稿のみ ( 採否の決定
はレフリー制による )。（２）原稿の種類 :
「論文」( 和文 400 字× 50 枚相当以内 ; 英

ニューズレター第 113 号 (2019 年 7 月 )
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日本カナダ学会

