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NEWS 

The first general assembly of JAPAN SHELLEY STUDIES CENTER (JSSC) 
was held at University Club (Hongo Branch) on 12 December 1992. Of about sixty 
people who had been enrolled as members, thirty-five attended it and established the 
statutes of JSSC under the chairmanship of Professor Kazuo Kawamura (Kanto Gakuin 
University). They elected Mr. Shigetoshi Ishikawa to be President, and Mr. Kazuya 
Honda (Bunkyo University), Mr. Kenkichi Kamijima (Kanagawa University), Mr. 
Y orimichi Kasahara (Tokyo University), Mr. Tatsuo Tokoo (Kyoto Prefectural Univer
sity), Mr. Kazuhiro Ueno (Kobe Women's Junior College), and Mr. Hiroshi Harata 
(Hakuoh University) to be members of the secretarial board. After this, two academic 
events followed: one was a special lecture by Mr. Kazuo Ueda (Meisei University), and 
the other a symposium, whose title was "Shelley and Unacknowledged Legislator," 
moderated by Mr. Y. Kasahara The next general conference is to be held at Tokyo 
University (Hong oh Campus) on 4 December 1993. A special lecture on Shelley's MS. 
by Professor Tatsuo Tokoo and a symposium on Prometheus Unbound are now in 
preparation. 
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SYNOPSES 

Special Lecture: Shelley and I 
Kazuo 'Ueda (professor at Meisei University) 

Shelley's most striking impression on me is his modernity. His modernity not only 
extirpates his contemporary orthodoxy or tradition, but also reveals itself as a forerunner 
of the twentieth century poetry. What authorizes his modernity lies, I think, in his radi
cal criticism (or critical spirit). The way we approach 'the modem Shelley' as such is 
to examine his fresh and splendid, though difficult and enigmatic, imagery, not from 
outside but from within himself. We.should closely observe how this imagery that 
represents his feelings swinging wildly between ecstasy and desperation is generated and 
developed into a dynamic world of poetry; that is, all we should do first is to try to live 
in his own consciousness. 

Symposium 1992:Sbelley and an Unacknowledged Legislator 
PaneIist 1: Suzuna .limbo (professor at Ritsumeikan University) 

Much has been said of Greek influence on English literature, but very little of the 
genuineness of the Greek spirit and art found in Shelley's poetry. Homer's epic had 
been more widely read in England than other forms of Greek literature and this, we may 
say, is reflected in Milton's Paradise Lost. But Greek tragedies, those finest works of 
art in classical times, had been little understood in Shelley's times. We can see in 
Prometheus Unbound (and other works by Shelley), how seriously he studied Greek 
masterpieces, especially those of Homer, the tragic poets, Pindar and Plato, and repro
duced their true spirit and art in his own way. 

Panelist 2: Masumi Tachihara (Postgraduate Student at Sophia University) 
In A Defence of Poetry, Shelley reveals his intricate conception of poetry, in 

which he advocates its social use as an enlightening force, while his inner soul, secluded 
from society, is enraptured by its mysterious power. This contradiction partly explains 
his belief in a poet's ability to disseminate to the public what he privately perceives. In 
one and the same poetics, however, he is fully conscious of the wide gulfbetween 
perception and expression. Having no curved shell, with which Prometheus spreads his 
solitary revolution over the world, Shelley cannot but leave his two opposing attitudes 
unassimilated. Here "an unacknowledged legislator" acquires a meaning, not of a 
legislator legally unacknowledged, but of a poet frustrated in realizing his revolution. 

Response: Koichi Yakushigawa (professor at Dosbisha University) 
Those problems which the two panelists raised, I think, come from Shelley's 

indefinite usage of words. This may prove the Wlcertainty of his ideas. We can say that 
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Shelley was looking forward to having Canon while he wanted no canonization. 
He talks about "The secret strength of things / Which governs thought" ("Mont 

Blanc," 139-40). He also says, "How vain is it to think that words can penetrate the 
mystery of our beings" (On Life). Thus we can safely say that he wants to create words 
expressive of "the secret strength of things": that is, words not as a tool for logizein, but 
as a sign of poieln. 

Nevertheless, it is very doubtful if he could find out the words as such. Hence 
come his ideas of "an unrecognized legislator." Umecognized ought the legislator to be, 
because he did not realize the significance of his his own words. 





ANNUAL BULLETIN 
OF 

JAPAN SHELLEY STUDIES CENTER 
No.2 (1994) 

Hakuob University. Daigyoji 1117. Oyama. Tochigi. Japan 323 

T eI 0235-22-9754/1111 Fax 0235-22-8989 

[CoateaIs: News; Synopses: Tatsuo Tokoo. Keiko Miyakita. Ken-icbi Mocbiduki. Keiko lzumi) 

NEWS 

The second general meeting of JAPAN SHELLEY STUDIES CEN1ER (JSSC) was 
held at Sanjo Kaikan Hall at Tokyo University (Hongo Campus) on 4 December 1993. The 
Program was as follows: 

(1) Opening address by Mr. Shigetoshi Ishikawa, President of JAPAN SHELLEY 
STUDIES CENTER; 
(2) Special lecture by Professor Tatsuo Tokoo; 
(3) Symposium under the moderatorship of Professor Motonobu Yoshioka (Osaka 

Prefectural University). 
The third general meeting is to be held at Sanjo Kaikan Hall at Tokyo University 

(Hongo Campus) on 19 November 1994. A special lecture by Professor Chioshi Yamada 
(Kumamoto University), a symposium on Queen Mab under the moderatorship of Professor 
Norikane Takahashi (Nagoya Women's University), and a workshop on Shelley's manuscript 
by Professor Tatsuo Tokoo are now in preparation. 
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SYNOPSES 

Special Lecture: Shelley's Notebook 
Tatsuo Tokoo (professor at Kyoto Prefectural University) 

The study of Shelley's poems is still mainly based on the texts edited in the nineteenth 
centuIy, but the inadequacy of those texts has come to be realized by an increasing number 
ofShelley students and several major projects for a new edition are now in progress, though 
it will be some time before we can see their completion. In the meantime, we shall benefit 
from a study of Shelley's notebooks and other manuscript which have been made easy of 
access by the Garland series of facsimile editions. The examples cited will show what use we 
can make of Shelley's notebooks: the drafts of "The Indian Serenade" warn us to be sure of 
the poet's intention before we pass judgments on the quality of his poems; the cases of 
"Music, when soft voices die" and "Fragments connected with Epipsychidion" convince us of 
the necessity of a careful examination of the notebooks in establishing the text of Shelley's 
poems; the fact that fair drafts of "The cold earth slept below" and "That time is dead for
ever" are found side by side on a page near the pages which contain a draft of the Songs of 
the Sixth Spirit for Act I of Prometheus Unbound not only throw light on a chapter of 
Shelleys life but gives us a deeper insight of the into the meaning of the Songs. 

Shelley Symposium 1993: Prometheus Unbound 
Panelist 1: Keiko Miyakita (Lecturer at Meijyo University) 

"A Passage to Prometheus Unbound' 
The classical Greek myth of Prometheus dealt with the implications of religion and 

politics. Percy Bysshe SheIIey, in his Prometheus Unbound, developed his own religion based 
on the Platonic and Christian ideas of love. In his lyrical drama, he presents the way man can 
attain perfection. The agony and spiritual consummation of Prometheus bear a striking 
resemblance to the Crucifixion. SheIIey draws a parallel of spiritual / human agony between 
Jesus Christ and Prometheus. I have analyzed this drama, using the concept of three areas of 
dominion, taken from M. Horkheimer's and T. Adomo's book Dialektic der Aufkliirung: 
man's dominion of nature, other men, and himself It appears that Shelley discloses the abuses 
of the three areas of dominion in the 3,000 years' history of enlightenment (civilization) 
during which Prometheus was bound. Shelley provides the blueprint of an ideal world, in 
which Prometheus is the emblem of triumph over an imperfect world. 

Panelist 2: Ken-ichi Mochizuki (Lecturer at Toyama Women's College) 
"The King over Himself An Interpretation of Prometheus Unbound' 

Prometheus Unbound is, more than anything else, a drama of the human mind's revolu
tion. Although Shelley conceived it as a sequel to Prometheus Bound, the only surviving play 
of a trilogy by Aeschylus, the drama itself focuses upon the very process of the protagonist's 
spiritual awakening. Therefore, when we finish reading it, we may find that "Unbinding of 
Prometheus"would be more suitable for the title. 
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By "the human mind's revolution," I mean the process of acquiring the inner mind's 
"freedom" (Ill, iii, 5) by the integration of divided self In Act L after tonnenting Prometheus 
mentally rn.ther than physically, one of the furies points out the dissociation ofhmnan virtues: 
"The good want power, but to weep barren tears. / The powerful goodness want worse need 
for them. / The wise want love; and those who love want wisdom; And all best things are thus 
confused to ill" (I, 625-8). We know a similar passage in The Triumph of Life (11. 228·;3 1 ), 
in which Shelley pessimistically attributes human "ills" (1.328) to "God" himself PU and TL 
certainly have the common ground which puts great emphasis upon the importance of being 
"the King / Over himself' (P U, rn, iv, 196-7), that is, the importance of "to know themselves" 
(TL,1.211). 

In The Mask of Anarchy, which is virtually addressed to "the labourer" (1. 217) in 
England, we do find the words "Freedom" (1.209) or "Liberty" (1. 244) and a list of moral 
virtues (11. 213-65). But, in MA, Shelley as a stIategist of literary genres, does not mention 
such things as dissociation of virtues or "the King / Over himself" 

Response: Keiko Izumi (professor at Syokei Jyogakuin Women's College) 
'" Prometheus Unbound: 

A Mythical Drn.ma Metamorphosed into Platonic Cosmos" 
Shelley's PU is a Platonic cosmos poetically crystallized on the canvas of Prometheus 

myth; Shelley transformed the structure and characters of Aeschylus's into his vision, moti
vated by Plato's idea that "Love is the author of our greatest advantage" in the Symposium, 
which he tIanslated into English under the title of The Banquet of Plato. He derived key 
words related to the concept ofLove-virtue, hannony, endurance, justice, liberty-from this 
translation and contrasted them with Jupiter's tyranny. This created 'Demogorgon' out of a 
metamorphous fantasy as "an intermediator between what is divine and hmnan" and "as a 
physician of wounded people." Shelley utilized Timaeus for constructing spatial and natural 
phenomenon of universe into PU, using a dialogue concerning physics and biology, including 
within this cerebral activity with desire, special emphases on eyesight, void caverns, dreams, 
existence of Soul as reality and shadow, the sense of Time and Eternity. This experimental 
study enables us to find a dramatic integrity which provides the last stage of finest symphony 
of harmonized love as suggested in The Banquet of Plato. 
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NEWS 

The third general meeting of JAPAN SHET J ,RY STUDIES CENIER (JSSC) was held 
at Sanjo Kaikan Hall at Tokyo University (Hongo Campus) on 19 November 1994. The 
president and all the members of the secretarial board [Kazuya Honda, Kenkichi Kamijima, 
Yorimchi Kasa.hara, Tatsuo Tokoo, Kazuhiro Ueno, and Hiroshi Harata] were re-elected and 
Professor Suzuna Jimbo was newly elected as secretary. 

This time a workshop on Shelley's manuscript housed in the Central Library of Tokyo 
University was added to the regular program. In the January of 1902 Richard Garnett met a 
Japanese poet and scholar, Rinkichi [Bansui] Tsuchii and presented him the manuscript. In 
1922 several members of the English club of the Imperial University of Tokyo assembled to 
commemorate a centennial after the poet's death at Sanjo Goten Hall and the next year the 
transcription of the manuscript by the late professor Sanki Ichikawa was published in TIlE 
SHELLEY MEMORIAL VOLUME, a special issue for Eibungaku Kenkyu [Studies in 
English Literature]. Later in 1966 the manuscript was donated to the library by the late 
Professor Yoshio Nakano, Tsuchii's son-in-law. Professor Tatsuo Tokoo supervised the 
workshop and offered a detailed research paper on the manuscript including its corrected 
transcription. He has kindly permitted us to print the transcription in this bulletin. Due to 
limited space, however, we must regretfully omit the rest of the paper which gives the further 
infonnation of the manuscript. It is now kept together with the manuscript in the library. 

The fourth general meeting is to be held on 2 December 1995 at Tokyo University 
(Hongo Campus). A special lecture by Professor Einosuke Tamura (Rikkyo University) and 
a symposium on Adonais are now in preparation. 
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SYNOPSES 

Special Lecture: My View on Shelley's Queen Mab 
Chiyoshi Yamada (professor at Kumamoto Gakuen University) 

In Shelley's Prometheus Unbound, Prometheus represents our soul with 'The soul 
which bums within' (I, 485). And the nonnal function of our soul as a whole is perfonned 
essentially by Understanding and Reason, and so is indispensable for our daily life. In this 
sense, our soul is none other than our own self; and accordingly we are tempted to think of 
it as entire reality, disregarding Ultimate Reality represented by Demogorgon. But such 
serious problems as Shelley depicted in Queen Mab will arise if, succumbing to its temptation, 
we defy our own self. This means that Ultimate Reality is dethroned, with relative things 
enshrined as idols. However, illtimate Reality is transcendental, and is working forever upon 
us and therefore we must have respect for it; with this understanding we can remove the spell 
of relative things that we become enslaved to. 

Thus the scene where Prometheus fights in single combat against Jupiter's messengers 
implies that our soul, with the divine soul in it, is struggling to free itself from deification of 
those non absolute things we are tempted to be enslaved to. Jupiter is not a substantial entity, 
rather nothing other than a shadow cast while Prometheus is struggling to get free from Jupi
ter's 'chains' (temptations). Jupiter immediately comes to nothing (falls) as Prometheus is 
'unbound,' purified of the temptations and thus allowed to enjoy co~munion with Asia 
(Imagination). 

Shelley Symposium 1994: Queen Mab 
Panelist 1: Kazuhiro Veno (Lecturer at Kobe Women's College) 

"Nature in Queen Mab" 
In a letter to E. Hitchener, Shelley declares that "in reality I believe that the Universe is 

God. " He interprets God as "the existing power of existence which moves the universe 
according to the eternal nature's law. All on the earth obey the laws of nature and "fulfill the 
works of love and joy." However, men who transgress the laws of nature are chastised by 
"all-sufficing nature" and become the outcasts. For example, nature made men equal, but 
society destroyed this equality. As a result, many evils came to exist among every systems of 
inequality. Ifmen begin to "live in accordance with Nature and Reason," they will restore 
peaceful and happy lives. The appearance of the paradise of peace is not the revival of the 
Garden of Eden. Shelley'S intention is to construct a new Eden. 

Panelist 2: Hiroshi Takubo (postgraduate Student at International Christian University) 
tlueen Mab: Shelley's Affinity with the Enlightenment" 

Past studies on Queen Mab have revealed its philosophical background in the 
Enlightentment, and it is indeed remarkable that such a large part of the ideas in the poem and 
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the notes derive from the Enlightenment Unlike Wordsworth and Coleridge, Shelley never 
forsook those ideas during his lifetime. Hence Peter Thorslev groups Shelley and Byron as 
liberals upholding the faith of the Enlightenment in opposition to Wordsworth' s and Cole
ridge's politically conservative Idealist-Organicist tradition of Romanticism. From the per
spective of emphasizing Shelley's affinity with the Enlightenment, studies of Queen Mab now 
become all the more important On my part in the symposiwn, I focused on detenninism, the 
principle of causality, or Necessity as it is called in the poem. The principle entails that the 
right understanding of things will necessarily be followed by right judgment and right actions, 
which by continual and endless process will bring about liberty, equality, and fraternity of all 
the people of the world 

Response: Kazuo Kawamura (professor at Kanto Gakuin University) 
"Queen Mab: Marriage of Science and Poetry" 

What distinguishes Queen Mab from the rest of Romantic poems is that in this poem 
the author's knowledge of contemporary cosmology is internalized and assimilated into the 
tissue of the poem as its essential elements. Canto I and Canto II of Queen Mab may well be 
called a "Cosmological Poem," in which Shelley's scientific knowledge of the stars and uni
verse finds its most beautiful flowering. Shelley succeeded in achieving this most probably 
because he instinctively sensed the common basis upon which poetry and science are both 
founded, namely, that both poetry and science originate from a frame of mind that casts doubt 
on things and ideas that are taken for granted If the cosmic picture Shelley depicts in Queen 
Mab still retains its freshness today, it is because in this poem Shelley tried to create his own 
scientific image of the universe untainted by the religious prejudices of his time. 
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Appendix 
Shelley's Prose Fragment from the Tokyo University Shelley MS. 

transcribed by Tatsuo Tokoo (professor at Kyoto Prefectural University) 
I trust, my countrymen, that when I assert that a period will arrive, at which we shall 

again be gathered into a nation, I express the common belief of all of us. Whether we regard 
the ancient prophecies and prophetic traditions which promise a Redeemer and a Saviour to 
the people ofIsrael; or consider the almost miraculous preservation of our institutions, during 
our past and present captivity and dispersion; this event will appear no less manifestly designed 
by the will of God, than consistent with and consequent upon the natural and inevitable order 
of things. My present purpose for addressing you is to enquire as to the best means and fittest 
occasion, and a certain infallible plan for gathering together our countrymen into a nation, re
establishing the ancient free republic of Jews according to the Mosaic law, and rebuilding the 
City and the Temple. 

Doubtless the means which God will employ for this event will be the best; the occasion 
which he will select will be the most fit; the event itself will be accomplished in the most 
perfect and infallible manner. For God, as he is the sole cause of all the events which have 
place in the Universe, so is he the sole cause of all thoughts and actions; and as soon as they 
become' sufficiently powerful to produce that event, they may be considered as the means 
selected by the Almighty to produce that event It is a vulgar error to imagine that he produces 
the great political changes on which the happiness of nations depends, by an agency distinct 
from that of man and nature. It is the argument of the indolence of those who employ it to 
excuse themselves from the exertion of those active faculties with which God has endowed 
them, and of which they owe a ?strict [ ? ]. God is the Universal being, who is the cause 
of all events, and if any event is more miraculous than another, or seems more irresistibly to 
tend to a peculiar end, it is, such an one, as the obstinate hope which we have maintained in 
our dispersion, and from which hope our restoration is to arise. We may consider the means 
of that restoration therefore, inasmuch as they depend upon the employment on a fit occasion 
of our courage, understanding, fortune, influence and virtue for that object; as the instruments 
with which God accomplish his promised purpose. The idea of a Redeemer and a Saviour, 
which Scripture instructs us to expect, is that of redemption and salvation; and in whatever 
manner the consummation may be accomplished, the promise will be equally fulfilled I trust 
that it is unnecessary to refute the notion that this salvation relates to any thing more than the 
re-establishment of our political state and the public prosperity and private virtue which will 
result from it The object is sufficiently great and glorious, and needs not be enhanced by the 
pretension of certain fanatics that it relates to a future state of life; in which, we need no 
supernatural instruction to convince a reflecting mind, that the good of all professions will be 
happy. * 

Although it is a startling truth, yet it is true, that if we will it, we may be gathered into 
a people, we may rebuild the Temple and the City[,] we may repossess the land of Promise, 
and become again one of the greatest and most glorious nations of the earth. We have only 
to say, it shall be, and it is. 
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The Jews dispersed throughout the continents ofEurope[,] Asia and Africa, and in the 
Mediterranean islands, without counting those who inhabit parts of the globe too remote from 
the immediate scene for successful cooperation cannot amount to less than 5000,000 of 
human being[.] Among this nwnber of persons is distributed a far greater portion of wealth, 
than among the same number of any class or nation indiscriminately chosen, on the face of 
the earth. Their industry and economy has enabled them to amass prodigious fortunes, which, 
from the ?means of enjoying them being circumscribed by the tyranny and insolence of their 
oppressors, perpetually accumulate. They have a common love for those of their own nation, 
and a common hatred for all others; the natural consequence of their misfortunes and their 
wrongs. They have all the distinctive characters of a people which may be moved in a mass, 
and influenced to concur to a single great design. If an enterprize destined to restore them to 
the laws and country of their ancestors and which seem to assure the restoration even in part 
of the City and the Temple[,] is there a Jew who would not devote himself to its success? 

The rich Jewish merchants and capitalists have great influence upon the commerce of 
the most considerable cities of the world; they have complete command of ships, cannon, and 
naval and militaIy stores and provision far more than would be sufficient for wresting Jerusa
lem and Judea from the feeble oppression of the Turk. They have in many instances great 
influences with the rulers of the countries in which they reside. Whilst they might either 
dissuade from restrictive measures, or clear the observation of those governments to whom 
such an event as we contemplate would be a matter of indifference, they might solicit as
sistance from those whose views their success would contribute to promote. Russia and Persia 
would see with pleasure a division [made] to the Ottoman power[,] which the one watches as 
[a] contingent [conqueror] and the other as [an] overwhelming enemy. The rebel Bey of 
Egypt, and the Pasha of Syria would rejoice in a power which diverted their master from the 
inforcing of his claims. The inhabitants of all commercial cities would willingly promote their 
departure, as that of their most successful rivals, whilst for manufacturing countries they 
would create a 

* In another sense both opinions may be true and then they add force to each other. Unless 
men are free they cannot be virtuous, and until they are virtuous it is difficult to conceive how 
they who are incapable of enjoying true happiness in this world should be capable of enjoying 
it in another. But let us [abstain] from these abstruser considerations. [Shelley's note] 
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NEWS 

The fourth general meeting of JAPAN SHELLEY STUDIES CENTER (JSSC) was held 
at Sanjo Kaikan Hall at Tokyo University (Hongo Campus) on 2 December 1995. After an 
opening speech by President Shigetoshi Ishikawa, Professor Einosuke Tamura gave a special 
lecture on Larkin and Professor Yoshiko Sato (Hagoromo Gakuen Women's College) moder
ated a symposium on Adonais. The fifth conference is to be held at the same place on 7 
December 1996, with a program which contains a special lecture by Shigetoshi Ishikawa and 
a symposium on Alastor. 
Norikane Takahashi (Professor at Kinjo Gakuin University) was newly elected as secretary, 

and Kazuo Kawamura (Professor at Kanto Gakuin University) and Chiyoshi Yamada (Profes
sor at Kumamoto Gakuen University) as auditor. 
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SYNOPSES 

Special Lecture Romanticism in the English Poetry of Today: 
The Case of PhiIip Larkin 

Einosuke Tamura (Professor at Rikkyo University) 
"An Arundel Tomb" is one ofLarkin's representative poems, and its theme is Romantic, 

everlasting love. But the way he expresses it is quite different from that of the 'English Ro
mantic poets. 
The Arundel Tomb, which was created six hundred years ago, is a monument to the Earl of 

Anmdel and his wife. It shows their figures lying side by side, the Earl's hand holding his 
wife's. This pose of holding hands "Was just a detail friends would see" (1. 15), but to people 
who look at the tomb today, it seems like the symbol of their true love which survives the 
passing of some six hundred years. The concluding line, "What will survive of us is love" is 
often compared with the conclusion ofKeats's "Ode on a Grecian Urn." 
Larkin, however, never expresses the theme of everlasting love as directly and passionately 

as Shelley or Keats does. He is even anti-Romantic in some respects. He calls this love 
"untruth" (I. 38), and writes down in the margin of the manuscript draft of this poem, "Love 
isn't stronger than death just because statues hold hands for six hundred years." There are 
various comments on this bewildering marginal note which seems so contrary to the Romantic 
idea oflove expressed in the last line of the poem. Nevertheless, it is certain that there is a 
strong Romantic tendency in Philip Larkin. And I think this poem shows one type of Roman
ticism in English poetry today. 

Shelley Symposium 1995: Adonais 
Panelist 1: Naoya Ota (Lecturer at Rissho University) 

"What Urania's Words and Silence Mean" 
In Hellas, Shelley describes "thought" as the essence ofEtemity or cradle and grave of all 

forms of existence. Urania in Adonais can be identified with this "thought" because she plays 
the role of the life-giver and the source of inspiration, or the Muse of poetry, as we can see 
in the very first stanza of the poem: that is, she is a kind of supreme being. In spite of that, 
her words in the former part of the poem are unsuitably filled with disappointment, anger and 
hatred. Ifwe think, however, ofUrania's wish for the revival of Adonais' physical body in 
addition to her grief for his death, it seems quite understandable for us that her words are 
extremely vulgar here; she is an earthly being at this point In the latter part, on the contrary, 
she keeps silent This means that she has transformed herself into a higher existence; she is 
not a worldly existence any more but the essence of Eternity. Therefore she does not need 
to express any vulgar words. Urania's words and her subsequent silence signify her 
transformation from an earthly being to an eternal being. 



Panelist 2: Yukie Sakurai (postgraduate Student at Waseda University) 
"'one frail fonn': Limitations of Rationalism" 
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Though Adonais is Shelley's formal elegy for Keats, the subjects treated here, for instance, 
life and death, reason and imagination, nature and man, are Shelley's most important matters 
that penetrate most of his poems. 

Shelley assumes that death is especially an important theme. In his youth, under the influ
ence ofFrench Enlightenment, he rejects the religious view of the world and seeks the ultimate 
reality in nature. His worship for nature, however, leads him to materialistic determinism; and 
his empiricism to skepticism. Death forms the core of these materialism because it is beyond 
both hmnan power and experience. What appears before man as death is, in fact, the power 
of nature; therefore, at the center of the problem of death lies the problem of the relation 
between man and nature. 
Man cannot but fear death since it is an unknown reality. Modem people, who rely upon 

reason too much and who are separated from nature, must go through the fear of death. The 
fear of death comes from the result of too much rationalism and self-centered way of thinking. 
Here in Adonais, Shelley represents such a man as 'one frail Fonn' in the 31 st stanza. Shelley 
argues that man should have more love and imagination instead of too much rationalism and 
that he should become united with nature in order to overcome these problems. 

The fundamental concept of the Adonais myth in which man becomes immortal by 
metamorphosis is realized through the Fonn's ultimate awakening to the real world oflove 
and imagination. 

Response: Kazuya Honda (Professor at Bunkyo University) 
"On Shelley'S Adonais" 

Shelley's life in Italy as an exile was versified in the poems such as 'Lines written among the 
Euganean Hills' and 'Julian and Maddalo,' which reveal its the depths of his soul. Shelley 
was not hesitant to express himself He was sometimes confronted with depression, frustra
tion and despair. The death of his child, William, must have born down upon him. A passage 
from a preface by Mary W. Shelley to the Posthumous Poems ofShelley published in 1824 
goes as follows: 'Ill health and continual pain preyed upon his powers, and the solitude in 
which we lived, particularly on our first arrival in Italy, although congenial to his feelings, must 
frequently have weighed upon his spirits; those beautiful and affecting "Lines, written in 
dejection at Naples," were composed at such an interval; but when in health, his spirits were 
buoyant and youthful to an extraordinary degree.' Here are some poetic phrases from "Lines 
written among the Euganean Hills" where Shelley was happy and delighted enough to describe 
the Mediterranean sunlight in whose furnace bright 'Column, tower, and dome, and spire, / 
Shine obelisks of fire. ' 
In the midst of uncertainties and anxieties the death ofKeats may have come to him as a 

shock Shelley immediately began to write an elegy, Adonais, in memory ofKeats. Adonais 
laments the death of the talented young Keats, and Shelley is indignant over cruel and fierce 
tongues of some critics about his poetry. His poems were not so favorable to them. The 
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senior Shelley felt a deep sympathy for him when he got the news he died in Rome in the 
spring of 1821. Shelley thought that the critics who were not sympathetic towards him caused 
his lamentable death. Adonais was, in a sense, a vivid description of his experience in Italy 
in a poetic fonn and it absorbed all that he had already expressed in "Lines written among the 
Euganean Hills"; it marked a great step towards intellectual beauty and the white radiance of 
eternity. 
Adonais is composed of 55 stanzas. AlanM Weinberg in his Shelley's Italian Experience 

(1991) tell us that stanzas 1 to 17 have the theme of misery, grief, death, of Adonais, the 
incarnated Keats, and the first stage of these stanzas corresponds to the Inferno in the Divine 
Comedy by Dante. The second stage of stanzas 18 to 37 mainly describes Childless Mother, 
Urania, who is pursuit of the departed Adonais and who complains of her destiny on the earth; 
therefore, these stanzas are similar to the Purgatorio. And in the third stage of stanzas 38 to 
55, which seems to be the Paradiso, does the resurrected Adonais, the bright evening star, 
Vesper in heaven, appear. Adonais appears to Shelley as his muse shedding eternal light in 
the dark skies. The most memorable and impressive thing about Adonais is the change from 
the suffering Adonais to the Adonais with eternal, spiritual life. Adonais is dead and reborn 
into brilliant eternity when Shelley writes 'The One remains, the many change and pass. ' 
Here I want to quote 'Enough! The resurrection' or 'immortal diamond' by G.M. Hopkins. 
Adonais as a poem lives its eternity with brilliant ruins and with 'the marble flame-like pyra

mid' as Earl R. Wassennan points out in his A Critical Reading (1971), which refers to 'And 
one keen pyramid with wedge sublime, / Pavilioning the dust of him who planned / This 
refuge for his memory, doth stand / Like flame transfonned to marble; -' in the Protestant 
cemetery in Rome, where both Keats and Shelley were buried. 
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NEWS 

The fifth general meeting of JAPAN SHELLEY STUDIES CENTER (JSSC) was held at 
Sanjo Kaikan Hall at Tokyo University (Hongo Campus) on 2 December 1995. First, Presi
dent Shigetoshi Ishikawa gave a special lecture on the poems in the Esdaile Notebook, 
following the introduction of his half-a-century scholarly career by Kenkichi Karnijima, 
President of Japan Association of English Romanticism. Next, Shuichi Fujimoto (Professor 
at Osaka Keizai University) moderated a symposium on Alastor, which Kii Nakano (Professor 
at Sophia University) impressively concluded with a clear-cut insight into the poem from the 
viewpoint of joint authorship. 
Shigetoshi Ishikawa was re-elected as President; Hiorshi Harata, Kazuya Honda, Kenkichi 

Karnijima, Yorimichi Kasahara, Tatsuo Tokoo, and Kazuhiro Ueno, whose period of office 
should expire at the end of this March, were all re-elected as Secretary. 
The sixth conference is to be held on 6 December 1997 at Tokyo University. Its program is 

to include a special lecture by Kenji Nakamura (Professor at Tokyo University) and a sympo
sium for Mary Shelley's bicentenary. 
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SYNOPSES 

Special Lecture: The Poems in the Esdaile Notebook 
Shigetoshi Ishikawa (President of Japan Shelley Studies Center) 

In The Poems o/She//ey, Volume One (1804-1817), edited by G. Matthews & K. Everest 
(1989), 'The Esdaile Poems' are arranged and printed chronologically. It was in The Esdai/e 
Notebook that all the 58 poems-including nos. 54-58, which were written in Harriet's 
hand-appeared for the first time in 1964. Two years later, this was followed by N. Rogers' 
The Esdai/e Poems. But, in both Cameron's and Rogers' editions, those 58 poems were 
arranged in the same order as they had been written in the Notebook. In the Rogers' edition, 
4 poems (nos. 43,45,55,57) were placed-in the Appendix, which was entitled 'Poems Not 
by Shelley or of Doubtful Authorship. ' 
This chronological arrangement by Matthews & Everest is quite valuable for the biographical 

study of Shelley during the period 1804-1817. Though there remain some problems with this 
order, our interest in clarifying the secret germs of Shelley'S ideas has been stimulated even 
more afresh since. The most critical issue is Shelley's personal, 'lost' love---who was either 
Harriet Grove or Harriet Westbrook-as this frustrated experience becomes entwined deeply 
with his radical attitude toward such oppression, tyranny, monarchy, political atrocity, social 
injustice, war, established religion as al subjects which he treats in 'The Notebook' and as to 
which he demonstrates the profound influence on his thought of Erasmus Darwin (e.g. nos. 
6,7,10,12,14,16,31,46), WiIliam Godwin (e.g. nos. 2,3, 7, 10,31), and Rousseau (e.g. 
no. 10); sometimes he also expresses a keen affinity to Robert Emmet (e.g. no. 13), et al. 
Those germs matured and flowed into his such later writings as Queen Mab, Prometheus 
Unbound, and even The triumph of Lift. 

Shelley Symposium 1995: Alastor 
Panelist 1: Hisako Urakabe (Aassociate Professor at Shoin Higashi Women's College) 

"Agape and Eros in the Epigraph" 
The purpose of my presentation is to examine the epigraph on the basis of the conceptions 

of Agape and Eros defined by Anders Nygren and to suggest Shelley's intention there. 
The epigraph is a passage from The ConfeSSiOns of Saint Augustine. However, contrary 

to our expectations of this greatest of the Church Fathers, it has nothing to do with Agape. It 
does not make sense in the Christian idea oflove. Agape has its source in God's love for man. 
Man's love for God has a central place. Therefore it is unnecessary to seek what to love, 
loving to love. Man's love for his fellow-men, or neighbourly love, includes love for one's 
enemies. There is no choice of the loved objects. 

The epigraph comes from the Platonic conception ofEros. The word oflove in the passage 
from The ConfeSSiOns o/Saint Augustine means the blackness oflust which is inferior to 
tranquil affection and lacks the spirit ofEros. The distinctive features ofEros are the love of 
desire, or acquisitive love, man's way to the Divine and egocentric love. There is no room in 
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Plato for any spontaneous and unmotivated love, or neighbourly love. In Eros it is 
indispensable to seek what to love, loving to love. However man can never attain the final goal 
of inquiry-Plato's Idea of the Good or the Beautiful and Shelley'S Intellectual Beauty. 
Nevertheless man is never allowed to stop seeking what to love, otherwise Eros itself will 
become extinct 

History gave Shelley its choicest gift ofSt Augustine. St Augustine's Caritas which is not 
a simple interpretation of Agape contains elements both of Agape and of Er os. Shelley was 
moved by this complex phenomenon containing elements both of Agape and Eros, which 
became Shelley's intention in the epigraph. St Augustine is just the right man for giving a 
lesson of human love to the poet in Alastor who, having been awakened to human love, died 
doubting whether he would be able to attain the ultimately beautiful and desirable. Shelley's 
intention was to unite the two streams of Agape and Eros as St Augustine had done. However 
Shelley's way of assimilation is denied by Anders Nygren. 

Neighbourly love loses its specifically Christian character if it is taken out of context of 
fellowship with God .... But the "love for one's ~eighbour," the "general love of 
humanity," which it is thus intended to retain, turns out in the end to be something quite 
other than Christian love for one's neighbour. [ Anders Nygren, Agape and Eros, 
trans. Philip S. Watson (New York and Evanston: Harper & Row, 1969), p. 95.] 

Important expressions in the sphere ofEros are mysticism (the union of the soul with God 
or the Idea of the Beautiful); beholding, contemplation, vision; the soul's ascent to the Divine 
through its own effort and achievement (Ladder-symbolism); its Divine origin; return to its 
Divine origin; liberating it from the bondage of the senses; immortality. These should be 
applied to the understanding of 'a veiled maid' Shelley's Eros is characterized by thirsting 
for both the Idea of the Beautiful and the Idea of man's entire self, or the ideal prototype of 
every thing excellent or lovely belonging to the nature of man. Through my study of St 
Augustine's Manicheism I have come across a passage quoted from the Avesta ofZoroastri
anism, which may account for Shelley's entire self. 

The soul of a dying pious man is greeted by his own divine self (daena) which appears 
in the shape of a beautiful maid [Eiichi Kanayanagi, The Formation of Early Augus
tine Philosophy (Tokyo: Sobunsha, 1995), p. 95.] 

Panelist 2: Takako Suzuki (Lecturer at Waseda University) 
"Alastor and the Narrator" 

It is, undoubtedly, an remarkable characteristic that in Alaslor Shelley adopted the mask of 
a narrator. E.R. Wasserman insists in his Shelley: A Critical Reading that we should not 
forget the existence of the narrator who watches and follows every step of the poet' to the last. 
It is also undeniable that his observing eyes as a bystander throws light upon the obscure parts 
of the poem. Wasserman, furthermore, claims that the poem has two opposing viewpoints 
which, as a result, make itself 'a kind of imagistic analogue of unresolved skeptical dialogue' 
between a mundane narrator and an idealist poet; therefore, this conflict leads to the poem into 
an 'an open-ended inquiry into truth.' However, I am afraid that this interpretation might be, 
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though thought-provoking in itself, misleading because the fact is that the narraror's attitude 
toward the poet is not fixed but always fluctuating. 

When the boat of the poet, in his journey dreaming his reunion with the 'veiled maid,' 
enters the symbolic cavern with a flood of whirling water, I can think no other way than he 
has lost his life at last; but, strange to say, he still keeps wandering after these fatal moments 
and gets into the mysterious woods outside the top of the cavern. This could not be under
stood unless we construe this apparition after his death as a vision of the poet that the narrator 
entertains as the result of his own mental and poetical exploration. There are recurrent con
flicts in his mind whether to regard the poet's wanderings as a quest for ideal or nothing. The 
narrator struggles to reconcile the contrary claims of imagination and approaches the poet step 
by step, experiencing the conflicts within himself. The skeptical distance from the poet is 
finally annulled when he spiritually merges with the poet Interestingly enough, the narrator 
constructs his own poetic self through the description of the life and death of the poet, who 
has so far functioned as a motivating and inspirational force upon the narrator. The narrator 
who has now survived the poet develops himself as a visionru:y poet. Thus, the poem records 
the spiritual sublimation of the narrator, who has attained rebirth as a second visionru:y poet 
after the poet he has followed. This seems to be Shelley's tentative poetic goal of his long 
journey, searching after a mode of solitary creativity at the time of composition of Alastor. 
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会長石川重俊

日本P.B.SHELLEY

研究センタ一年報 1号

1993 

巻頭言

会員の皆様へ

70年の歳月の重みを

私たちシエリー研究に関わるものたちは、ここに七十名に及ぶ会員と共に、 「日本シエリー

研究センターJという共通の場を持つに至りました。このことを先ず、土井光知・斉藤勇両

先生のご霊前へご報告いたします。土井・斎藤両先生はシエリー没後百年に当たる1922年に、

東京大学構内にてシエリーを偲ぶ会を企画せられ、それを基に f英文学研究別冊二シェリ

研究J (1923)を出版されました。ここに収められております rShell町の詩に於ける人間性の

愛と美の観念J (土井光知)、 rShelleyの自画像J (佐藤清)、 rShelleyとK伺 tsJ (斎藤

勇)、 「エピサイキヂオンJ (土井晩翠訳)及び「巻頭写真版についてJ (東大が所蔵する

シエリーのマニュスグリプトを市川三喜先生が解読した)は当時の日本に於けるシエリー研

究の最高水準を示すと共に、その後の研究の礎石となったものでございます。直接土井・斎

藤両先生の警咳に節した私にとりまして、この度シエリー生誕二百年という大きな節目を記

念いたしまして、研究者が一堂に集えるフォーラムを持ち得ましたことに、深い感慨を禁じ

得ません.

当センター設立の直接のきっかけは、昨年5月ニューヨークで開催されました「シエリー国際会

議』の報告会を、シエリー・コレクションで知られている文教大学越谷図書館のご厚意によ

りまして開催できたことにございます。席上図らずもシエリー学会があって然るべきという

声が移群として起こり、その結果昨年末の「日本シェリ}研究センタ-Jの設立総会へと漕ぎ着

けたわけでございます。そのあいだ発起人をお引き受け下さった皆様を始め、多くの関係者

の方々から厚いご支援を頂載致しましたことに、改めて御礼もうしあげる次第でございます。

シエリー没後100年と生誕200年との70年の聞に遂げましたわが国の、シエリー研究の厚みと

深さは、目を見張るものがございます。また海外におきましても詩・散文・書簡にわたるテ

クストの見直しがされ、その成果が陸続として刊行されつつあります。今後毎年聞かれます

特別講演及びシンポージアムにおきましてこれから内外の研究をふまえた清新な論議が展開

されますことを心よりご期待申し上げる次第であります。

31 
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設立総会 (1992年)報告

ゆかりの地東大で開催

日本シエリー研究セントの成立総会は、 12月12日東大に隣接する学士会分館に於いて定刻よ

りやや遅れ、午後12時過ぎ開会され、別掲のプログラムに従って午後4時すぎに終了しました。

総会には35名が出席、第一部は原田博氏の司会につよって開会し、議長に川村和夫氏、書記

に宮北暮子を選出しました。準備事務局を代表して石川重俊氏が設立までの経過を報告し、

ついで会の名称や規約案について提案説明を行いました。総会はこれらについて若干の質疑

討論の後、原案どうり承認しました。ついで役員の選出に移り、議長より有志による提案が

紹介され、満場一致で、初代会長に石川重俊氏を選出、また下記のように幹事6氏を選出し

ました。

第2部では、上田和夫氏の記念特別講演、神保藤氏、立原ますみ氏、薬師川虹一氏による

シンポージアムが、それぞれ石川重俊氏、笠原順路氏の司会で進められ活発な討論が行われ

ました。(要旨は英文会報参照}

総会終了後、東大三四郎池の畔に建つ山上会館に於いて懇親会が聞かれ24名の方が参加、

和やかなうちに7時前散会しました。同会館は、シエリー没後百年祭に東大英文学会(日本英

文学会の前身)により記念の集いがもたれました山上御臆が改築されたもので、この集いは

午後6時から行われました。

役員会長石川重俊氏

幹事上野和宏氏笠原順路氏上島建吉氏床尾辰男氏原因博氏本田和也氏

設立総会プログラム

第一部

司会及び開会の挨拶原問博議長及び初期選出

経過報告石川j重俊規約{案) (提案)石川重俊

役員選出

第二部

記念特別講演司会石川重俊上田和夫「シエリーと私j

シエリー・シンポージアム・92SHELLEY: POET AND UNACKNOWLEGEDLEGISLATOR 

司会笠原順路

パネリスト 1 神保松:Shell町とギリシャ、そして19世紀-Pr明記血e田を中心にー

パネリスト 2 立原ますみ:改革を謡うナイチンゲーノレー持情的革命の限界一

レスポンス 薬師川虹ー:P.Bシエリーのフラストレーション-r非公認の立法者Jを中心にー

(発表要旨は英文会報をご覧下さい)
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COFFEE BREAK 

「シエリーの詩と歌曲J 松田 上雄

某目、石川先生と雑談の折り、メンデノレスゾーンの雲雀の歌の歌調はシエリーの雲雀の詩

と関係はないだろうかと尋ねられた。あとで調べてみたが作者は不明であるらしい。それが

きっかけで、シエリーの詩と楽曲について調べてみる気になった。それというのも次の二つ

の文献を思い出したからである。

傘Pollin，Burton R. Music for Shelley包 Poetry: An Annotated Bibliogn申 hy

of A伽SiCaI &，助啄's of 品elJ.ψ Poetry (New York: Da capo pr閣， 1974). pp.xx泊n.

175. 

事久能木利武シエリーの詩と音楽J If'東京農業大学一般教育学術集報.!I，16 (1986)，48・54.

前者は楽曲のBibliogr却>hyであり、詩の標題、初行、作曲年からの索引がある。本書によれば、

私の想像を遥かにこえ、シエリーの詩による楽曲は歌劇jや管弦楽を含め、 1971年までに

1309曲が記録され、英米詩人ではシェイクスピアについで多いという。久能木氏の論文を頼

りに、署名な作曲家のスコアのコピーを集め始めたが譜だけではわかりかねた。たまたま正

月に弟にあった折、プリテンのノクターンはCDがある筈だと教えた。日本で発売され、現在

手に入れることができるCD盤をここに紹介したい。

*プリテン:イリュミナシオン他<CRCB・53>

Britt，伺n， benjamin: I田II1uminations op.18， Noc加me OP.60， Sinfonietta OP.1. 

An白0町 Rolfe Johnson，低回r; London Mozart Players; J釦 e G1over， C佃 ducting;

re∞吋ed 1989 at Saint Bamabas Ch町'Ch， Morden. 

ノクターン(テノー/レ独唱、七つの器楽助奏と弦楽合奏のための)op.60は、プリテン自身が

8人の英詩人の詩から選んで構成した連作歌曲で、全体に夜と眠りをテーマとする。シエリーの

Prome伽 usUnωωra第l幕第4の精の詩 '011 a 戸let's lips 1 sle叩'に始まり、シェイクス

ピアのソネット43番で終わる。聞にテニスン、 D.H.コーfレリッジ、ミドルトン、ワーズワス、

オウエン、キーツの詩がおかれ、このパートには異なる器楽の助奏がつけられているが、弦

楽による冒頭の音型が随所に現れる。ついでにいえば、イリュミナシオンはランボーの同名

の詩から選ばれ、ここに収録された3曲は音楽史にプリテンの名をとどめる名曲といわれる。

*ヒンデミット歌曲集<PHCf.・5337>

Hinderni也， Paul:A凶 gewahIte Lieder Dietrich Fisher-di田kau，bari伽 1; Aribert Reimann， 

piano ;悶湖ded 1984 at EvangeIish Akadernie Tu国時・

19の歌曲が集められている。シエリーの詩の曲名は吋be Mαがとあるが、吋be W佃 ing

M∞n" (And Like a 骨ing lady， I回 n and paIe)である。もと「九つの英語の歌Jのー

っとして1942年に作曲された。歌曲集『マリアの生涯J (リルケ詩)以外あまり演奏されな

いヒンデミットの歌曲をフィッシャー=デイースカウはレパートリーとして垂らせた。

巧フマエノフ歌曲集全集<POCL-卯併刀>
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Racl町四由lOV， Serge:Comple飽 So時~ Elis油抽 S吋 g吉田，m，回'prano; Vladimir Ashk四azy，

piano ; recorded 1974・79 at Kingsway Hall etc. 

r12の歌曲JOP.14 (1894-6) に Balmont(ロシア・サンポリスト詩人)の露訳テクストの

"0紺 ovok" ロoe Isle)がある。初期の曲ラフマニノフの歌曲のテクストはロシア人の詩が殆

どでシエリーは唯一の英詩人である。

事務局便り

<'93年度の年次総会〉

12月4日(土)東京大学(本郷)構内の山上会館いて行う予定です。多くの方々のご参加を

望んでおります。特別講演には床尾辰男氏のシエリーの草稿に関するお話を、またシンポー

ジウムはProme.幼eus Unbound'こついて石川重俊氏の司会により、和泉敬子氏、宮北恵子氏と

もうお一名方を予定しております。どうぞ昨年同様活発な質疑討論を。ご発表された分は会

報英文号にその梗概を収録いたします。なお、発表者の方は当日来るだけ配布資料をご用意

下さい。

〈新書紹介〉

昨年1992年は、石川重俊氏訳の f縛を解かれたプロミーシユースJ(岩波文庫、第3刷)や高

橋規矩氏訳の「シエリー詩集ージュリアンとマツダロ一、へラス、他ーJ (渓水社)が出

版され、シエリ一生誕ニー百年を飾った。ここでは次の研究書を紹介したい。 (H)

Barbara Charleworth Gelpio， SheIJ.の1's GOt.蛇'ss: Matemity lAn♂tage， Subjectivity (New 

York， Oxford: oxゐrd University PI'田5，1992). pp.xvi31 1. 

Part 1 官le N町田"s so叫:1. lnfancy Narrative; 2. Her D田 加ed Sphere;3. Queen of 白e

Field Place Hive 

P制 11 Re-membering 由e Mother: 4. Seeing 也rough.Miπ'ors; 5. 百 e So町田 of 

D笛 ire S田 ksηle End D偲 ire; 6.“Where the Split Began" Conclusion. 

〈会報〉

当センターの英語呼称は、 Jap組 Shelly S旬di田 Cen飽r となりました。会報は日本文と英文の

二種類を出すことにし、 「日本シエリー研究センター年報」には巻頭言(今回は石川会長。次回

以降は非役員を含めて事務局から依頼したいと思います)、シエリーに関するコラム(今回

は松田氏。次回以降は約1200字前後でシエリーやその周辺に関するエッセ、珍しい情報など

の投稿をお待ちしています)、事務局便り等で構成する予定です。英文号のAnnuaIBulletin of 

Jap卸 Shelly Sωdies C即断には、年次大会の様子及び特別講演とシンポージアムの梗概を

掲載します。発表者の方は語数100以上150語以内にお纏め頂きまして2月中旬頃までに事務局

宛にお送り願います。英文号は K伺 ts-Shell町Association of America等に送る予定です。

〈会費納入についてお願い〉

本会の経費は最小限の会費でまかなっています。従って会費納入は、なるべく年度の始め
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にお願い致します。 '92年度会計報告は、本年度総会でご承認を得ましたのち、次号の会報に

掲載いたします。

〈文教大学越谷図書館Le蜘S of SheUey CoU悶 αp

同図書館のご好意により、会員の皆様に第7号を同封いたしました。今年百才を迎えられる

工藤直太郎先生が執筆されています。

〈会員住所録について〉

会員住所録を同封いたしましたが、これは今回限りとし次回からは異動のみお知らせ致し

ます。変更がございましたらご一報を。

〈事務局へのお問い合わせ〉

原田博勤務先:〒329-01栃木県小山市大行字1117 自鴎大学 (研究室電話。1285・22・9759)

自宅:干329-01栃木県野木町丸林386回2・311(電話0280-57-4532)

松田上雄[自宅:〒27'ふ01流山市江戸川台東3・94(電話0471・52・2831)] 

日本シエリー研究セント年報

No.l. 1993年4月15日発行

編集発行:

日本シエリー研究セント

〒323 栃木県小山市大行字1117

白鴎大学原田博研究室気付

電話 0285-22・9754





義国美代

日本P.B.SHELLEY

研究センタ一年報 2号
1994 

巻頭言

父の思い出

父荻田庄五郎が亡くなりまして10年を迎え、近年母の相手をする忙しさに託け、父への思

いが薄れかけていました。しかし、平成4年12月末の、シエリー研究センタ一発足の記事を拝

見し、翌年1月、事務局へお手紙を出しました時点から、 12月の日本シエリー研究センター

第 2回大会迄、なにかと父の話題が多くなり、私達にとりまして、心弾む一年でございまし

た。 r何を今更Jと、父は苦笑いしていることでしょうが、父がシエリーを研究していまし

た頃は、私はまだ生まれていませんし『冬来たりなば・.J程度しか知らず、父の本を読ん

だ事もありませんでした。しかし、原田先生よりお返事を戴きました時は、コツ、コツ、勉

強したシエリーの研究を、読んでくださった人が、おられた事にびっくりし、また、感激し

ました。それから改めて、父とシエリーを見詰め直す一年となったのです。本の目録を作る

にあたり、私の読める範囲の本に、目を通し、色々な事を知りました。昔姉たちと「お父さ

んがシエリーを選んだのは、彼がハンサムだったからじゃない。 Jと、笑い話にしていた事

が恥ずかしく、革命家と記してある本を目にしたときは、びっくりし奥深いものを感じまし

た。丹波の田舎での生活が、長かったのですが、父は二階の書斎でシエリーを読み、時には

愛用のオカリナを吹いていたことを、思い出しますが、その時、何を考えていたのか知りた

い気がいたします。

父の大きな喜びであったのは、来日されたプランデン教授が、シエリーに関する論文を読

んで下さり、ご指導と、お誉めの言葉を頂戴したことでした。その後、 「シエリー・イン・

ジャパンj を、オックスフォードのユニパシティカレッジと、ローマのキーツ・シエリー

メモリアルハウスヘ、持参したことだと思われます。そして、シエリーの足跡を訪ね歩き、

その嬉しそうな顔は、同行致しました長男が撮った写真が語っています。

少し横道にそれますが、平成2年8月末に、松江で f小泉八雲来日百周年記念フェスティパ

/レj が、開催されました。ハーンに関する文献を収集されているのを知り、父が訳した f怪

談j を送り、松江市立図書館に、収めて戴きました。その時、母と姪、私の3人で出席し、

ノ、ーンを心ゆくまで堪能してまいりました。

勉強する為に生まれて来たような父は、私達子供にとって迷惑な、そして、煙たい存在で

したが、今になって、松江を訪れて、父を思い出し、シエリー研究会に出席させて戴いて、

父を考える。私の次の夢は、いつの日か、父の歩いたイギリスを、訪問することなのです。

{筆者は、荻田庄五郎氏の五女)

37 
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第2回大会 (1993年)報告

東大、山上会館で開催

第2回大会及びシンポージアムヲ3は平成5年12月4日(土)、東京大学内、山上会館大会議室

に於いて、午後12時45分より開会し別掲のプログラムにしたがい進められ同5時終了しました。

参加者は37名(内、非会員4名)でした。はじめに床尾辰夫氏のシエリーの草稿をめぐる特別

講義が行なわれ、参加者に深い感銘を与えました。また、シンポージアムでは、時間不足が

悔やまれるほど熱心な討論が行われました。(発表要旨は英文会報)

散会後は、同会館食堂において懇親会が和やかに聞かれました。

プログラム

開会の辞 石川重俊

特別講演司会石川重俊床尾辰夫「シエリーのノートブックj

シエリー・シンポージアム・92:PROMEfflEUS UNBOUND 

司会吉岡主展

パネリスト 1 宮北恵子:

Prome，幼'eusUnboundへ至る過程一"Julianand Mad伽10"が残した課題

パネリスト 2 望月 健一:

自らを支配する王「縛を解かれたプロミーシユースj の一解釈

レスポンス和泉敬子:

Prometheus Unbound : A M州首回1Drama Metamorph偲 edinto Platonic C儲 mos

年次総会 '92年度会計報告その他

<1992年度会計報告〉

ー般会計決算報告

1992年9月27日"'1993年3月31日

収入の部 総会特別会計決算報告

会費 58，500 1992年12月12日

借入金 3，677 収入の部

言十 62，177 総会参加費 9，600 

支出の部 総会補助費 23，885 

通信費 20，291 計 33，485 

消耗品費 7，171 支出の部

総会補助費 23，885 会場費 20，180 

雑費 10，830 雑費 13，305 

計 62，177 計 33，485 
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〈会計監査報告〉

1992年度一般会計及び総会会計の決算並びに関係諸帳簿、諸証類について監査を行った結

果、正しく施行されていることを認めます。

1993年11月13日

会計監査

川 村 和夫印

COFFEE BREAK 

fシエリーの詩と歌曲続J松田上雄

前回につづきその後入手した歌曲、合唱曲のCD盤をご紹介する。以下はすべて輸入盤。

*B鉱， Amold: C加，ralW，叫sAnn Williams，.King; Lynore McWhirt釘"S<司pranop;Bany Gri節也s，Solo 

Viloin; B目前回F宿泊四IC加ifOUS;R勾alPl曲am悶泊cOr油田岡;Vemon Handley， Conductor. 

Chandos&信治吋S， CHAN 8625， 1989 

パックス(英1883-1953)の代表的な合唱曲3曲を収める。最初の大作"Ench卸価dSummer" 

はProme.必eusUnboundの第2幕第2場による。構想から一年余りを要し1910年に完成、 1912年

3月ロンドンで初演された。その後1977年に再演されるまで無視されていたが、 1983年、

BBCのパックス生誕百年祭コンサートで演奏され広く知られるようになった。パックス初期

発展期のピークを特徴づける曲といわれ、印象主義風の手法が用いられている。

*EI曙釘&Deli田Songs:Benjamin L眠佃， Bari伽 e;David Willi抑1， Piano. 

ChandosRecords， CHAN 8539，1988 

Edw割叫日句ar& Frederick Deliusの歌曲集。ディーリアス(英・両親はドイツ人、 1862-1934)

は1891年にシエリーの詩により3曲作っている。ここには"lndianLove S佃 19"と"Love'sPl話協叩，hy"

の2曲が収められている。ディーリアスは18歳になって生まれ育った英国を出て放浪、フロリ

ダ、ライプツイッヒを経て1888年パリに落着いた。そこでゴーギャンやストリンドベノレグら

北欧の作家、芸術家の仲間と交わり、とくにグリーグと親しんでその影響をうけた。その頃

ソプラノ歌毛であったグリーグの妻ニーナに捧げるノルウェイ語の12の歌を作曲、なかでも

ピヨルソンの詩による寸'wilightFanci情"は有名である。シエリーの中では"Love'sPI註105叩，hy"が

それに匹敵する評判を得たといわれる。

事Sor事 oftheBri耐 11s1田 inTributeωKatt加mFerrier: Lin也 Finnie.Mezzo-S<司prano;Anthony L暗ge，

Piano. 

Char叫儲Recorl也，CHAN 8749，1989 

英国の作曲家12人の歌曲または編曲25曲を収めたリンダ・フイニーのリサイタル。最初のRoger

Quil卸(英 1877・1953)の歌曲の中に"Love'sP凶佃叩，hy"がある。キノレターは典型的な Ed輔 副 却

の作曲家といわれ、貴族的な環境の中で時代に順応した slender な曲を作った。上記の歌は

『三つの歌op.3J (1904・1905)の一つである。フイニーはスコットランド生まれ。 1974年
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Katt姐聞1p，回'Ier賞を受賞して国際的に認められたオベラ歌手。キャスローン・ファーリアは英

国民謡を新たに広める一方英国の作曲家の歌の数々をレパートリーとした。この盤も多く含

まれている。

*Martucci:La Canzone dei Ricordi/N甜 umo&&笛pighi:n回 nonto

Carol Madalin， M田zo-S叩rano;English Chamber Orcl崎町AI合'edB倒即era， Conducω'r. 

Hyp叩on.CDA“2卯， 1987

0伽 rinoR，却i出伊 1879-1則的の唱 Tramonω"はシエリーの市eSunset"である。有名な

『ロ}マの噴水Jの二年後1918年に作曲されたメゾ・ソプラノと弦楽四重奏または弦楽オー

ケストラのための歌曲である。当時グェノレディ風のメロドラマは写実主義に道をゆずり、ワ

グナーの影響や新しく印象主義がフランスやロシアから来つつあった。このような中で、レ

スピーギは次第に自身の作風を確立していった。マダリンはデトロイト生まれのオペラ歌手。

初のレコーディングである。

事務局便り

<1994年度年次大会〉

「日本シエリー研究センターJ第3回大会は、本年11月19日(土)東京大学本郷キャンパス

内、山上会館にて開催されます。

特別講演は熊本大学教授山田和良氏に、シンポージアムのテーマは QueenMabとし、司会

に、高橋規矩氏(名古屋女子大学)、パネリスト 1は上野和広氏(神戸女子短期大学)パネ

リスト 2は田久保浩氏(国際キリスト教大学大学院)及びレスポンスには川村和夫氏(関東

学院大学)に決定致しました(所属は3月末日現在)。詳しい日時は 10月中旬頃発送され

ます大会プログラムをご覧ください。前回、前々回同様活発な質疑応答を期待致します。

なお同日は大会に先立ちまして、午前中に床尾辰男教授(京都府立大学)による、東京大

学総合関書館に所蔵されているシエリーのマニュスクリプト研究の workshopを開催致します。

同マニュスクリプトは土井晩翠が英国人Richard白 m甜から譲り受けていたものを、晩翠の

女婿中野好夫氏を経て子息釘之氏から東京大学へ寄贈されたものであります。今回はシエ

リーのマニュスクリプト取り扱いに関する全般的諸注意から、字句の判読方法までに亙る予

定であります。なお、本マニュスクリプトはかつてシエリー没後1∞年後を記念して『英文学

研究別冊第二』に、市河三喜博士が判読したものが収録されております。同ワーク・ショッ

プへの詳しいご案内につきましては、次回郵送致します大会プログラムをご覧下さい。本企

画実現にご快諾下さいました床尾床夫氏と同マニュスクリプト借りだし(出陳)にご尽力下

さった笠原順路氏(東京大学)及び東京大学総合図書館に厚く御礼申し上げます。

<新刊案内〉

昨年出版された内外いくつかのシエリーに関するものから次のものをご紹介致します。

*E.B. M町 ayed.， The Prose駒市 ofPercy 1砂'sshe劫elley，voI.. 1 (0泊，rd:Clar，田donPress， 
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1993) .pp.iii，592. 

収録散文は阪地'cessity01 A必eism(1811)から伽助odOi.均伽eor取扱!essaL間取11(1816) 

に至る29篇です。他に付録として明開甲叩erAcco鵬 ofShelley in Ireland and Wales" (1812)など

5篇収録。とりわけ2∞頁に迫る喧diω，rialComm回 凶ず は計り知れない程有益であります。

吋山台イギリス・ロマン派研究会編『ロマン派文学のすがた.!I (発売元:東北大学生協

980 仙台市青葉区片平2・2・1 022・262-8022)

本書にはシエリー関連論文として rp.B.シエリーの詩の中にイラズマス・ダーワイン

を追うj 、{石川重俊)、 『始原の白い輝きを避けてーシエリー、スティープンス、ハート・

クレインの詩における f崇高」の表現J (松井みどり)および、'''TwoS凶ryEyes"官凶Led皿m

ωD剖 1:S砿 国 防 組dtheDeathW凶linShellザsA加 ω，T'(森正樹)の3篇が収録されている。

'原田博編 『日本におけるシエリー研究文献目録.!I (発行・発売元、上記に同じ)

明治以来、 1992年10月に至るまでのシエリー関係文献集。 850件を収録する。巻末に、人名、

地名、作品名、主題からの件名索引を付す。

事阿部美春・上野和宏・浦壁寿子・杉野徹・宮北恵子訳『飛び立つ鷲ーシエリー初期散文集』

(東京:南雲堂)

本訳書には「無神論の必然性J rアイルランド人民に告ぐJ r博愛主義者協会設立の提

言J r権利の宣言J rエリンパラ卿への手紙J及び「自然食のけん擁護Jの6篇と解題・訳

注が収録されている。

・山川丙三郎訳 ダンテ『神曲.!I3巻(東京:大空社)

岩波文庫の底本である警世出版の完全復刻。直接シエリーの作品に係わる出版ではないが、

彼がシェイクスピアやミルトンと並んで敬愛して止まなかったダンテの『神曲』が、かつて

訳者の燕陶を受けた石川重俊氏らの尽力によって80年ぶりに復刊された。山川が師と仰いだ

新井奥蓬の言葉(岩波版では削除)が、ダンテの理解に重きをなしている。

以上の薯作を、機会がございましたら会見各位所属先の図書館・研究室等にお備え頂けれ

ばと思います。

〈荻田庄五郎氏旧蔵書〉

戦前から戦後にかけてシエリー研究に二つの薯作を薯されるなど、大きな足跡を残された

故荻田庄五郎氏のご息女美代様から、シエリー関連の貴重な蔵書約150点を当『日本シエリー

研究センターj へ寄贈したい旨のお話がありました。シエリー関連蔵書の収集に努めている

文教大学越谷図書館と相談致しました結果、約30点は同図書館が、残りは白鴎大学図書館が、

有り難く頂戴することになりました。会員の皆様には是非ご活用頂きたいと思います。

〈文教大学越谷図書館Lettersof SheIley CoIlection> 

同図書館のご好意により、第8号を同封いたしました。上記荻田氏蔵書の目録が掲載されて

います。また、本号には宮北恵子氏が執筆されています。

〈会員住所録〉
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新会員及び昨年の住所録に変更、訂正がありますのでご注意下さい。住所、所属先等に変

更や誤りがありましたら速やかにご一報願います。

〈会費納入のお願い〉

本センター会費は必要最小限の金額でまかなっております。まだ93年度分会費をお支払いで

ない方は、新年度分と併せてよろしくお願い申し上げます。

〈間合先>

「日本シエリー研究センターj へのご用件はファックスでも受け付けております。石川重俊

会長宅 (022・229・0223)、事務局{白鴎大学:0285・22・8989)。どうぞご利用下さい。

日本シエリー研究センター年報

No.21994年3月25日発行

編集発行:

日本シエリー研究センター

〒323 栃木県小山市大行寺1117

白鴎大学原田 博 研 究 室 気 付

電話:0285-22-9754 



安閑 顕正

日本P.B.SHELLEY

研究センタ一年報 3号
1995 

巻頭言

『冬来りなぽ春遠からじJより Shelleyにたどりつくまで

昭和6年4月、私は竜谷大学専門部に入学、仏教学を学ぶことになった。ある日近くの古書

庖で見つけたのが一冊の英書。取り上げて解説や註釈を読んでいる中に感動したことがいく

つかあった。(1)r実に不可思議なのはこの印度の北方の雪山を舞台にして Shelleyが、かかる

釈迦の教の心髄とも見るべき思想を述べていることである。 J(158頁) (2)思想的な解説とし

て、 「今日勃興しつつある新思想でも人心をreignする主義となったとしたら、我々はまたそ

のザ瑠町を呪ふのであらう・・・ J(181頁) ( 3) DemogorgonとAsiaとの問答の中にも注目す

べき説明があって、 fここは禅問答のやうである。 J (161頁)などの解説であった。

英詩と仏教。私の目は大きく聞かれたような気がして、結局この本を買った。註解者の土

居先生が偉大な学者であこともやがて知るところとなった。

「冬来りなば春遠からじ」の名句は私は慰め励ましてくれる自策自励の句である。

松浦暢著『英詩入門』には、 「西風の賦Jの解り易い註の終りに、 r Ii'冬来りなば春遠か

らじ』の訳が日本では与えられているがこの訳詩の考証は、尾形イカ氏の「文学のひろばj

r文学JJ (岩波書底) (昭57年)にくわしいj と出ている。まだ見る機会がない。

卒論に Prome.幼eus Unboundの研究を選んだ私は f早く芽を出せ柿の種j と大いに励んだ。

ところが芽が出るどころか、手に負えない作品だった。生涯かけての研究だときめこみ、一

応卒論は提出した。教員として職務に熱中しているうちにShelIeyのことは夢のまた夢になった。

有名な歌人三人の歌によせて私の今の心を述べることにする。

(1)花の命は短くて苦しきことのみ多かりき・・・・。(尾道千光寺歌碑)

(2)寂しさの極みに堪えて天地にょする命をつくづくと憶う。(信義諏訪湖畔歌碑)

という歌がしみじみ味わえる。私の若い頃からずっと励まされた「冬来りなば春遠からじJ

の春は一体どこへ消えたのだろうか。

(3)年どしにわが悲しみは深くして・・・(機の深信)

いよいよ華やぐ命なりけり。・・・・(法の深信) (岡本かの子)

この歌は前後矛盾しているが西問機太郎博士の言われる『絶対矛盾的自己同一Jの世界です。

ああそうだ、私が還って往く世界があるのだ。それを帰真とも婦浄とも申します。真実の

浄土に還るところに真実の春がある。と解らせてもらうと、そこに華やぐ命があり、それが

真実の春の世界だと気付かせて頂き、今後命のある限り、初心に帰り Shell可の研究をつづけ

43 
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たいと思っている。 盲言多謝平成7年3月

第3回大会 (1994年)大会

第3回大会およびシンポージアム'94は、 11月19日東京大学本郷キャンパス、山上会館∞2号

室で開催されました。午後12時45分より笠原順路氏の司会で開会し、別掲プログラムにした

がって予定どうり5時頃に終了しました。参加者Iお 6名でした。また、年次総会では任期満了

(来年3月)に伴う次期役員を下記の通り選出し、会計報告は原案通り了承されましたまし。ま

た、これに先立つて本年は、ご案内のとうり午前10時から同じ場所で、東大総合図書館所蔵

のシエリー自筆草稿をめつぐってワークショップが行われました。床尾辰男先生を抗しにお

願いし、 25名が参加、短い時間でしたが有意義な会となりました。

次期役員会長 石川重俊氏幹事上野和広氏笠原順路氏上島建吉氏床尾辰男

氏 原田博氏本田和也氏(以上再任) 神保藤氏(新任)

プログラム

開会の辞 石川重俊

特別講誼山田 智 良 「シエリー管見J

シエリー・シンポージアム・94:QUEEN MAB 

司会高橋規矩

パネリスト 1 .1:野和広:Queen Mabにおける自然

パネリスト 2 fll久保治:Queen Mab-啓蒙主義からの出発ー

レスポンス 川村和夫:Queen Mabー詩と科学の融合一

年次総会 役員改選、会計報告、その他

1993年度会計報告

一般会計決算報告(1993{ド4月HIから1994ifミ3月31日)

収入の部 文tIIの部

会費 72，500 通信費 21，788 

雑収入 8，261 消耗品費 2，703 

総会補助費 1，190 

雑費 1，240 

借入金返済 3，677 

次期繰越金 50，163 

計 80，761 計 80，761 

総会特別会計決算報告(1993年12月41:1)

収入の部 支出の部

総会参加費 24，500 会場費 23，690 
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総会補助費 1.190 雑費 2.000 

計 25.690 計 25.690

会計監査報告

1993年度一般会計および総会会計の決算並びに関係諸帳簿、諸証類について監査を行った結

果、正しく施行されていることを認めます

1994年II月19日 会計監査 太田直也印

COFFEE BREAK 

rp.B.ShelleyとW.B.Ye邸 J 鈴木弘

少年Yeatsはダプリン湾に面するHowthに住んだとき、断崖の狭い岩棚を伝いながら

A出血ase王子になった気分で遊んだが、やがてAlas怖の f憂愁を味わいたい、彼が小舟で消え

ていったように自分も万人の前から遠ざかりたいと憧れるようになった (Au帥 io伊 phies)と

いう。

YeatsはAlaslorを詩の，主人公の名だと誤解しながらも、阜くからShelleyにほれこんでいたこ

とがわかる。 1900年、守'he Philosophy of Shelley's Poe町'を書き、第一部「主要な思想j

ではShell可の詩精神の森に踏み込み、知的美、幻想、自然の秘密、生死、永遠、自由などを探

索し、第二部「主要な象徴Jでは)11、洞、泉、塔、日月星辰、魔術などを調察する。 Y伺 tsは

この執筆により自身の思想を闘め、象徴の持つ伝統的な深い意味を学んだのである。

1932年に書いた Prome必eus lfl励'ound 論では、この詩が自身に及ぼした影響を回顧する。

f独自な象徴を作って孤立したBlakeと違い、 Shelleyは超自然を扱った英詩の流れを総括して

いるように思われた。中年の今、振り返ってみると、私がより深く、より賛同して研究して

きたのはBlakeではなくてSheIleyが私の人生を形成したのである。 (Essays and 

lntr叫 Ictions)

とはいえ、 Y伺，tsは「子供の頃からBlakeに心酔しJ、1893年、友人とBlake研究三巻本を執

筆し、晩年の詩・・An Acre of Grass"では f真理が呼び声に応ずるまで壁を叩いたBlakefこな

りたいJと歌っている。 YeatsにとってBlakeは幽遠な神秘思想を体系化して象徴に表現した大

詩人である。世の機械論に反発し、 f想像は神性の最初の顕れJとみるBlakeの「流出し昨裂

する精神JはYe;路に大きな刺激と影響を与えた。それなのにYe砲は自身の人生形成に樟益し

たのはBlakeではなく Shell可だという。その理由をごく大まかに推測すれば、 Shell可は古代か

らの英知や詩精神を継承し、理想を高く揚げ、浄らかな秩序や fはるか後の世に咲き結ぶ花

や果実」を追い求め、捨て身になって孤独な舟旅を続けた詩人である。 Shelleyの詩には、その

旅路における慎悩や熱情が惨み出てる。この雄姿にYωtsは心打たれ、 Shell町の心に自分の心

を重ね合わせたいと憧れたのではなかろうか。しかし、崇敬や思募が昂ずると、その反動も

生じやすい。たとえば、 Ye施がPrometheus Unboundを聖典だと受けとめながら、別の論文
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では、そこに描かれる正義には布教者の感情がひそむといい、不信の眼を向ける。また同詩

のDemogorgonを f大地の核から発現する永遠Jだと認める一方で、実現不可能な幻影にすぎ

ないと決めつける。しかしY剖 sが唱えた「第13円錐j 、すなわち人間精神が最終的に救済さ

れる不動の永遠には D即時;orgl叩のイメージが絡んでいる。

Y伺 tsは哲学的膜想の書 d 防'sionのなかで月の満ち欠けをもとに28位相を図式化したこの

体系作りに貢献したのは他ならぬBlakeである。その各位相には、それぞれ代表する文人を数

人ずつ振当て、第17相にShell句を配した。それはY国 ts自身が属する位相でもあった。

Y舗の初期の詩に頻出する dim，paIe， d側~ woven，品副'wy，wanderingなどの語はSheU可から

の余波であろう。中期の詩吋be Ph郡田 of the M∞n"や最晩年の詩"Under Ben B叫ben"

にはShell可の詩からAthanaseやThe Witch of AtI郡が喚びだされる。 L邸 t Poemsの巻頭詩

"官官e 匂r田"の、循環する時の流れを観照するOld &ωky F舵 eは、周囲の洞窟にこだまを響

かせたHell部のAh部uerusがそデノレだと指摘する学者もいる。 Y伺 tsは孤塔百四Ir BaIlyleeに住ん

だとき、 Prometheus Unbo四 d!こ描かれた「思想の冠戴く力が幸せな精霊たちの舞を眺めた高

塔Jに身をおく自身を連想して悦に入った。

私にはYea包が自身のm討・selfとして選んだ理想我の一つは、理想のために身命を賭けして情

熱的に生きた孤独な英雄SheIl町だったと思われてならない。

事務局便り

<1995年度大会〉

『日本シエリー研究センターj 第4回大会は本年12月2日(土)、東京大学本郷キャンパス内、

山上会館において開催されます。特別講演には田村英之助氏をお迎えします。また、 Adonais

を主題とするシンポージアムは、太田直也、桜井幸枝、及び本田和也の各氏(発表順)で行

うことになりました。司会は現在未定ですが、どなたかご推薦いただければ幸いです。詳し

い日時は、 10月中旬頃発送されますご案内、大会プログラムをご覧下さい。多数の方々のご

参加と活発な討論を期待いたします。

〈海外新潮〉

昨年1994年はシエリー研究にとってきわめて実りのおおい年であったといえる。圏内はも

とより海外では、シエリーに関する単行薯作が相次いで陸続として出版された。その中で最

も注目されるのがBI)'3Il Shelley， Shelley and Scrip加'res: 1ne Inte，伊n伽g Angel(O泊吋:

Cl制蜘1 .Pr;郎， 1994). pp.xviii，212であろう。 1恥 Necessity 01 Atheismの著者からは想

像し難いが、シエリーが最も重用視した座右の書の一つが聖書であった。本書はこれまで断

片的に指摘されてきた前述の主題について、東京大学総合図書館所蔵のシエリー自筆草稿の

内容に言及するなど、包括的かっ徹底的な実証を試みたものである。ちなみに目次は以下の通り

1. Y O1mg Bysshe 組 d The Bible; 2.The Kingdom and The Power; 3.The J部品泊

Jesus; 4.A Prot，田tant Apprehension; 5.Pro泊d聞 ce 血 d Prome恥凶 6.The Th伺logy
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釦 d A Defence of PoetIy; 7. The Myths of Ed佃 8.A肝 ω砂ptic V出 佃 and 百e

Angelic Guide; Appendix: A Biblical Re伽回目GuideωShelley'sP，α均.

く阪神大震災〉

年明け17日未明の阪神大震災には本当に驚かせられました。亡くなられた多数の方々に心

からご哀悼申し上げます。また、被災された方々にお見舞い申し上げます。

芦屋の神保藤氏、宝塚の萩田美代氏、神戸の上野和広氏の安否が気遣われましたが、幸い

ご無事の由でひとまず安堵いたした次第です。しかし、家屋などの損壊があったように伺い、

ガス、水道、電気等さぞかしご不自由な生活を余儀なくされたことと、改めてお見舞い申し

上げます。

〈東京大学総合図書館所蔵シエリーのマニュスクリプト>

東京大学総合図書館のご好意により、同図書館報 f図書館の窓Jに掲載された石川会長の

記事のコピーを同封いたしました。昨年のワークショップに参加できなかった会員の方は、

機会がありましたらぜひ同図書館に所蔵されているシエリーの直筆草稿をご覧になって下さい。

<文教大学越谷図書館Letters of Shell町 ColI民6佃〉

No.9を例年どうり同図書館のご持意により同封いたします。本号には神保松氏が執筆され

ています。

〈新住所録>

新しい住所録を同封いたします。住所、電話番号、所属等に変更や誤りがございましたら

ご面倒でもご一報願います。

本年度、新しく会員にお迎えした方々と退会された方は次の通りです。

入会:販川雅子(桐加学同大学) 渡辺充(神戸女学院大学) 加藤紀子(関東学院女子

短期大学) 酒井紀行{東北学院大学大学院) 橋本順子(群馬県立女子大学大学院) 保

坂美和子(東京大学社会科学研究所図書室) <入会願、敬称略>

退会:高橋正和氏

従前のご交誼有難うございました。

<会費納入のお願い>

1994年度分の会費をまだお支払いでない方は、新年度分と併せてよろしくお願い申しあげ

ます。

〈ご連絡などは>

f日本シエリー研究センターj に関するお問い合わせ等はファックスで受け付けております。

石川会長宅(022・229-0223) 事務局(白鴎大学 0285・22・8989)

日本シエリー研究センタ一年報 No.31995年3月30日 発行

日本シエリー研究センター

干323 小山市大行寺1117

白鴎大学原田研究室内

TEL 0285・22-9754
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巻頭言

シェリの最晩年について

シェリは永らく現実離れのした空想的過撤主義者であると考えられてきた。 19世紀のM.

アーノルドやw.パジヨット等の批判も大いに影響したであろう。今日に至っても、この見

方は消滅してはいないようだ。

しかし彼の生涯の最後の数年の聞に今までの未熟な思想から脱皮しつつあったと考えられ

る徴候がある。例えば既にイタリアにt命していた彼が 1820年に起草し 1920年まで

未発表のままであった吋bePI語l悶句虫i回1View ofRl働nn"と題する一論文がある。これは1819年

の騒然たる故国の政情を憂慮して書いたものであるが、ここに表現されているのは未熟な空

想論ではなく、専政に盲従するか、剣をとって抵抗するこの二者択一の前に、恐れためらっ

ている一人の個人主義者の姿である。

実際の政情はそれほど切迫したものではなかったかも知れないが、遠くから祖国を見る彼

には一大危機と見えたのである。

もしアーノルドやパジヨットがこの一文を読んでいたならば、彼らの批評もまた異なった

ものになっていただろう。

彼の成長にとってもうー一つの切っ掛けとなったのはゲーテの「ファワストJを読んだこと

ではないだろうか。(この『ファウストj は無論第一部のみである。第二部はこれより 10年

後に完成した)彼がこの作品を読んで大なる感銘を受けたことは彼の友人への手紙によって

も知られる。(例えば1822年4月10日、 J.ギスボン宛)この深い感動の中には、 「ファウス

トj におけるグレーチェンの運命を彼の最初の妻ハリエットの運命と重ね合わせてみている

ところから生じた悔恨の念も大いに混ざっていたことは容易に理解できる。しかし之とは別

に、今まで悪の因をただ徒らに支配者と制度("Kings血 dPri宙ts")のみのせいにした考え方か

ら脱して、人間性の中に本来潜む悪とか、運命とかに思いをた致すようになったことも看取

されるのではなかろう泊、

このことに関連して、筆者は40年以上も前に当時勤めていた高知女子大学の研究紀要

(1955年3月)に明ot，田∞ theL制 Phaseof Shelley's羽田3噸rと題する一文を寄稿したことがあ

る。これはシェリの未完の遺作「生の凱旋行列Jを中心に論じたものであるが、ことで述べ

た論旨は現在の筆者の見解と余り異なってはいない。

当時に比べると、今日では、比較にならないほど多くのシェリ文献が出版されている。こ

の問題について若い研究者の一考をうながしたいと，思っている。

49 
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第4回 (1995年度)大会報告

第4回大会およびシンポージアム・95は、 12月2日(土)東京大学本郷キャンパス山上会館

大会議室で開催されました。午後12時45分より上野和宏氏の司会で、下記のプログラムにし

たがい行われ、 5時頃終了しました。なお、桜井幸枝氏はご病気のため当日ご出席できませ

んでした(英文要旨は別掲)。

年次総会では、先ず議長に川村和夫氏を選出し、次いで会費値上げ(1996年度より2，000

円)が提案され承認されました。また、新たに幹事として高橋規矩氏(金城学院大)会計監

査に川村和夫氏(関東学院大)と山田和良氏(熊本学聞大)が選出されました。大会参加者

は32名(内、非会員 5)終了後和やかに懇親会が行われました。

プログラム

開会の辞 石川重俊

特別講演 田村英之助「イギリス現代詩におけるロマン派的なものー特に四極lipLarkinの場合J

SheUey Symposium 19兜 :AdontlIS 

司会佐藤芳子

パネリスト 1

パネリスト 2

レスポンス

太田 直也「ユーレイニアの言葉が示すことJ

桜井 幸枝「アドネースJの登場人物 onefrailゐnn--理性主義の限界j

本田和也 fAdonaisのことJ

年次総会 会計報告、会費値上げその他

1994年度 会計報告

一般会計決算報告

(1994年4月""1995年3月31日)

収入の部 総会・ワークショップ決算報告

会費 69，000 (1994年II月19日)

雑収入 8，050 収入の部

前期繰越金 50，]63 ワークショップ

計 127，213 参加費 70，000 

支出の部 総会参加費 10，800 

通信費 23，300 総会補助費 17，224 

消耗品費 23，294 計 98，024 

会議費 3，090 支出の部

総会補助費 17，224 ワークショップ

雑費 1，240 
資料費 80，014 

次期繰越金 59，605
講師謝礼 ぇ∞o

計 127，213 
会場費 8，7<ω 
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雑費 4，250 

計 98，024

会計監査報告

1994年度一般会計及び総会会計の決算並びに関係諸帳簿、諸証類について監査を行った結

果、公正に行われていることを認めます。

1995年11月25日

会計監査 小柳康子印

COFFEE BREAK 

rK儲 15とShelleyをめぐ、る随想.-"Neg油.veC叩油ili1y"1こ関連して-J 藤本周一

K伺 15がその手紙 (G旬 'rge&百lOmasK，伺15宛1817年12月21日付)において述べた明eg油.ve

Capabili1y" (以下'N.C.'と略記)なる能力は、まさにK国岱独自のコンテキストにおいて、その

意味が把握されねばならないものであることは論を侯たない。ところが、この「論を候たな

いJはずのものが的確にその表わすべき意味を日本語で表現しようとすると、そのようにす

んなりとことが運ばないのである。少なくとも筆者にはそのように思われる。

このことは、何よりもN.C.の日本語としての訳語が数十通りも存在することからも明らか

である。碩学斎藤勇博士によって5通りに訳語が試みられているが、一見するさえ訳語とし

ての日本語に論理性ないし具体性を付与されようとした苦心のあとが偲ばれる。さらに斎藤

博士は、 N.C.に批評用語としての市民権を与え、 1933年にはすでに、MiltonはN.C.が欠けた

詩人であるとの判定を下している。この線上には、まずKeats自身が取り上げたColeridgeがく

るであろうし、 Shelley，Byronなどがその後に続くであろう。さらに手紙に見える

Wor也M淵zをめぐるK田 15の言説からすれば、おそらく、 Wor由糊淵Eも同列に位置づけられよう。

多くのKeats研究において、 N.C.の表わすべき意味は、蜜蜂と花のたとえに関連づけられる

ことによって受容的な付加価値を高め、時として詩的性格論や感情移入の問題にまで敷延さ

れて論じられている。筆者はかねて、 N.C.lこ関するこの方向での議論に多少の疑問なきを得

ないのである。なぜなら、一つには詩的性格の問題がかかわってくると、必然的にアイデン

ティティ問題との関連が生じ、 N.C.論の中心からの逸脱が懸念されるからである。いま一つ

は、少なくともそこでは、手近な文献に限っても、 W.Weidle(邦訳『芸術の運命』新潮社)、 A

Storr (邦訳『想像のダイナミックス』昌文字士)、 W.Sypher(邦訳『文学とテクノロジー』研

究社)などの所論とのかかわりの検討の有無とか、 rNeg油.ve Capabili1yへの道一シェイクス

ピアと外人排斥運動J (玉泉八州男「英語青年J第139巻第7号)において暗示されている

Shak信仰areとN.C.との関連や'Lambの『完全でない同情J (Ii'エリア随筆.!I)に語られている

ところに対する目配りとかについて疑問を払拭しきれないからである。 rNegati.ve 
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Capabilityへの道Jは、 「道Jという言葉に幾分の余韻が感じられるものの筆者にはたいへん

示唆的である。 r完全でない同情j は、一読すると内容的にN.C.が考え合わされると共にそ

の意味で、 N.C.はイギDスの国民性に伝統的な属性の一つではなかろうかという推潤さえ可

能にする。この点を「人間の本性は論理的ではないということ、むしろ反対に結論をそのギ

リギリの結果までおし進めるのを慎重につつしむことによって平和な発展と真の改革の途が

みいだされることを教えられた」というA.Chamberlain卿のイギリス会議における演説(W西

欧の精神』角川文庫)に読み取るとしてもあながち牽強付会とはならないと思われるからで

ある。

要するに、 N.C.の有無を尺度として詩人を眺めるとき、 N.C.を有する詩人とそうでない

詩人とに一つの傾向として区分することは可能であろう。 K回isrわたしはシエリーを訪問す

るのを止めました。それは、私だけに束縛されない領域を持っていたいからです。 j

(B.Bail町宛1817年10月8日付手紙)には典型的にN.C.の発現が認められ、この後約3年を経

たShelI匂F宛の手紙では直接ShelIeyに向かって f芸術家たるものはマモンに仕えねばならないの

です。芸術家はたぶん自己集中つまり、自己本位なところが必要です。不駿をお許しいただ

いて率直に申し上げれば、貴兄はご自前の雅量を抑制せられでもっと芸術家に徹せられ、貴

兄の主題のあらゆる裂け目の一つ一つを黄金で埋め尽くされることです。 J (1820年8月16日

付)というとき、彼は、 ShelleyをもってN.C.を有しない詩人であると認定したことを示して

いる。

このようにみてくると、 N.C.は芸術志向の精神生活にかかわる一つの原理であると共に、

それはまた、 Keatsの詩人ないし芸術家観の重要な尺度の一つであったことに間違いはないで

あろう。同時代のロマン派詩人たちの中で、関らずもK伺 .tsが明瞭にShell町を意識して述べた

言葉をもって、 K伺 tsにおいてN.C.が一時的に発動した能力でなく、 1817年以来ほぽ持続的に

働いていたlliEti:と見ることができょう。他方、 K回箇がC.W.Dilke批判を通じて「知性を強化す

る唯一の仕方は、どんなことについても心を決めないことだ。つまり、心をあらゆる思考に

通じる公道にしておくことだ。 J (G回Irge& G抑 gianaK伺 ts宛1819年9月24日付手紙)と述べ

ている点を考え合わせれば、 N.C.のK回tsおける機能の持続性は、中だるみがなかったと言う

意味でいっそう明確なものとなろう。

この問題は、マクロ的な視点から言えば、英国的とはどういうものかという方向にさえ向

かう可能性を秘めているようにさえ筆者には恩われるのである。今後の課題となりそうである。

I) r消極的能力J r順応力J 消極的可能性J r消極的でいられる能力J 消極的でいら

れる能力J r消極的でいられる可能性J

2) この関連性の有無については大阪音楽大学安田 泰助教授のご教示による。
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事務局便り

く1仰6年度大会開催予定〉

f日本シエリー研究センターJ第5回大会は、本年12月7日(土)東京大学本郷キャンパス

内、山上会館において開催されます。

特別講師は、当初幹事会決定により岩間中正にお願いしましたが、今回はご都合悪く辞退

されましたので会長の石川重俊氏にお引き受け願いました。 A/astorをテーマとするシンポー

ジアムは、パネリストに、浦壁寿子、鈴木貴子の両氏を、レスポンスには中野記偉氏をお迎

えします。詳細は、 10月下旬頃発送のご案内・大会プログラムをご覧下さい。多数の方々の

ご参加を期待します。

〈新書紹介〉

昨年「イギリス・ロマン派学会J創設20周年を記念して論文集、 Centr官 andCircumferenceが

桐原書1苫から出版された。ロマン派6詩人は言うに及ぼず、同時代の女性詩人やメアローシエ

リーから更にラムに至る幅広い英文論考を主体とする45編が収録されている。以下シエリー

に関する5編のみを紹介する(掲載順)。研究室や図書館にお備え戴ければと思います。

• Keiko Izumi， "Prome幼側'sUnbound: A M州首回IDramaMe凶 norp.恥>sedinto a Platonic Co四lOS"

句田叩hS.O'L伺ry，"Plotinus in 'Mont Blanc'血 dAdonais"

*回iN誌3110，吋oeThr田 Shel1ey's:An lconographical Approach旬 Adonais"

*回roshiHarata，唱hel1可血dLady Morgan's The Missionary: An Indian Tale" 

*Norikane T:法油ぉhi，吋oeEarlyS包geofJap皿 eselt即叩tionof Shel1町's70 a Skylark'" (和文)

〈会費値上げと会誌の刷新>

別項大会記事にありましたように、 1996年度より会費が値上げになりますが、その見返り

としてこの会報を30頁程度の冊子体とし、英文を主体に和文を付載する会誌にいたします。

来年3月に出す最初の冊子には、これまで発行した分をすべて収録し、再来年以降については

英文論文等を 1篇程度掲載できるよう鋭意努力して行きたいと，思います。

〈会員の業績連絡のお願い>

会員の皆様の研究業績をお知らせ戴きたく用紙を同封いたしました。これは上記の会誌に

掲載いたしますので、何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

<1組IyShel1ey S旬 dyTo町〉

イタリア研修旅行を計画しています。笠原順路、田久保浩、新名ますみの各氏と事務局の

原田博の4名で第一回検討委員会 (2月22日)を聞きました。期聞は最大2週間程度、時期は来

年夏休み (8月下旬から9月上旬)を中心にその他の時期も更に検討課題とし、訪問地は、

ローマ、ナポリ、ピサ、グェネツィア、フィレンチェ、ジュネーヴ{レマン湖、モンプラ

ン)等が候補としてあげられました。今後更に、会長を交え詰めの作業をし、本年の大会の

幹事会に諮る計画です。計画にあたって、貴重な資料をご提供下さった宮北裏子氏と詳細綿

密な資料を作成して下さった新名ますみ氏に感謝申し上げます。この件についてご意見があ
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りましたら事務局にご連絡下さい。

〈文教大学越谷図書館Lettersof Shell可 ColJ配tion>

第10号を、例年通り同図書館のご好意により同封いたします。

く会員異動>

本年度、新しく会員にお迎えした方々と退会された方々をご紹介します(五十音順、敬称略)。

入A.;z:;; . 

伊木 和子(上野学園大学〉多ケ谷有子(関東学院大学)田村英之助(立教大学)

退会:

梶原行子浜田千恵子

従前のご交誼有難うございました。

〈会費納入のお願い>

会費請求書及び振替用紙を同封してあります。別記のように1996年度より 2，000円(学生

1.000円)になりました。会誌刊行維持のためよろしくお願い申し上げます。なお、 1995年度

分を末納の方は、新年度分と併せてよろしくお願いいたします。

今回から、新たに田久保浩氏にも事務局を担当していただいております。

「センター」に関するお問い合わせ等は、ファックスで受け付けております。お急ぎの方は

どうぞご府l用下さい。

石川会長宅 (022・229・0223)

事務局(白鴎大学0285-22・8989)

日本シエリー研究センタ』イド報

No.4 1996年3月30日発行

日本シエリー研究センター

〒323 小~II市大行年1117

白鴎大学 原問研究室内

TEL 0285-22-9754 



会長石川重俊

日本P.B.SHELLEY

研究センタ一年報5号
1997 

巻頭言

五周年を迎えて

本学会は五周年を迎え、会員も八十名を数えるに至りました。会員の研究活動も各年度のシ

ンポジアムに見られるように活気に満ち、常に次の新しい研究へ飛躍と展開とを促してきま

した。また、本学会の研究はシエリーを巡る同時代の詩人・作家の研究のみならず、哲学・

宗教・思想・科学に関わる分野からも関心が寄せられつつあります。他学会、市民との接触

の場も見えつつあります。

一方、大学改革のもとに学界の動向はその生命と使命とに関わる重大な影響を受けます。特

に、人文科学分野の学会は大学における研究と教育とを基盤にして成長を遂げてきましたが、

今やその基盤は取り除かれてしまいました。この基盤は学会自体が堅持すべき本来の姿に立

ち返ることになったと言ってもよいでしょう。このことを本学会五周年の新たな決意としま

しょう。

第5因。996年度)大会報告

第5[J.:!1大会は12月2日(土)、東京大学本郷キャンパス山上会館会館会議室において、下記のプ

ログラムに従い、午後12時45分より開催され、予定通り5時に終了しました。シンポージアム

発表要旨は英文会報をご覧ください。

年次総会では、先ず議長に森山若手夫を選出し、次いで昨年新規幹事になられた高橋規矩氏を

除く、 7名の幹事の任期満了 (2年)に伴う改選が提案され、全員が再任されました。また、

1995年度分会計報告も原案通り可決されました。引き続き本年夏に計画されているイタリア

研修旅行 (1匂砂Shell可 S知dyTo町)の実施が提案され可決されましたが、内容については更に検

討を加えたものを会員に周知することになりました。

今大会は参加者が多く44名(うち非会員6名)で会場がいっぱいになり、終了後行われた懇

親会にも30名の方が参加され、用意した料理も足りなくなる盛況でした。

次期役員会長石川重俊

幹事上野和康笠原順路上島建吉神保務

高橋規矩床尾辰男原田博 本田和也

会計監査川村和夫山田知良 (以上敬称略)
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プログラム

開会の辞会長石川重俊

特別講演司会上島建吉

石川重俊『エズデール・ノートブックの詩j

SheIley Symposium 1996: AIa駒 r

司会藤本周一

パネリストI浦壁寿子「巻頭言が語るエロスとアガベJ

パネリスト2鈴木貴子 rAlastorとナレーターj

レスポンス 中野記偉 rAlastorを超えてJ

年次総会 会計報告・役員改選・その他

一般会計決算報告(1995年4月1日.......1996年

3月31日)

収入の部

会費 59，0ω 

雑収入 1，034 

前期繰越金 59，065 

計 119，099

支出の部

通信費 27，830 

消耗品費 2，418 

会議費 1，648 

総会補助費 7，494 

雑費 25，690 

じき繰越金 54，019 

計 119，099 

総会会計決算報告(1995年12月2日)

収入の部

総会参加費 16，ωo

総会補助費 7，494 

計 23，494

支出の部

会場費 23，180 

雑費 314 

昔十 23，494 

会計監査報告

1995年度一般会計及び総会会計の決算並び

に関係諸帳簿・証書類について監査を行っ

た結果、公正に行われていることを認めま

す。

1996年11月20日

会計監査山田知良

川村和夫
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.倒副E食 姐form-

ー桜井幸枝さんのことー

上島建吉

陽春三月、万物よみがえり生気みなぎる季節の中で、私はひとり、志なかぽに世を去った人

のことを考えている。

桜井幸枝さんは、早稲田大学教育学部の大学院で開講している私のゼミに、 1994年春から

参加している院生の一人であった。所属は文学部の大学院生であったが、私のクラスでS凶 ey

を読むと聞いて、後期課程の鈴木貴子さんとともに馳せ参じたようだ。卒論ではAdt.脱脂を論

じたというだけあって、SheJ1停はもちろん、同時代の思想的背景にも詳しく、鈴木さんと並ん

でゼミには貴重な存在であった。修論にもAdonaisを書くと言っていた。

もともと華著な体つきで、平素はしとやかで従順な感じの女性だったが、ひとたび自説を

主張し始めると一歩も退かぬという激しさがあった。ひょっとして未完の大器かと，思った私

は、翌1995年12月に行われる「日本シエリー研究センターj 第4回大会のシンポジウムに、パ

ネリストの一人として彼女を推薦した。シンポジウムのテーマがたまたま rAdonaisfこつい

てJだったかである。

彼女はそれを大変喜んでくれた。何年の6月にはもう『発表要旨j の原稿を書き上げて私に

見せてくれた。その短い要旨に『死Jという言葉が頻出していたのを、 Adonaisを語るのだか

ら不思議はないと、当時はさほど気にとめなかった。しかし10月からのクラスに彼女は姿を

見せなかった。 11月には入院したという便りがあり、 12月2日のシンポジウムにおける彼女の

発表はついに実現しなかった。翌年病院から届いた年賀状には「学業は一時中断しますが、

研究は一生のことですので息長くやっていきたいJそして「もしも1212のプヲントなどが余っ

ていましたら送ってJ下さいと書いであった。さぞかし無念だったことと思う。

申し訳ないことに、プリントを送って励ましはしたものの、その後私は彼女のことをあまり

気にかけなかった。男性にはわからない病気のために長期療養中とばかり思っていた。昨年

秋になって初めて彼女の死を知らされた。 1996年7月に桜井幸枝さんは亡くなっていたのであ

る。享年44歳ということであった。

今にして思うと、彼女は早くから死に取り遍かれていたのかも知れない。卒論以来ずっと

Adonaisを研究対象に選前莞けていたことはその予兆ではなかったか。前述した『発表要旨J

は次のような一節で結ぼれている。

死という形で人聞に現れるのは、実は自然の力であり、人聞と自然との関係が、

死をめぐる問題の中心にあるのである。理性によって自然から離れた近代人は、

死という理性で知ることのできない領域に、怯えざるを得ない。死への恐怖は、

人間の、過剰な理性主義と自我中心の考え方の結果なのである。それを体現して

いるのが、 31連で登場する“佃e 企ail fonnDである。シエリーは、愛と想像力に
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よって理性中心の考え方を克服し、自然と一体になる真の生を説く。アドニス神

話の根底にある変容による不滅化という思想は、“frailゐnn"の最終的な、真の生

への覚醒によって成し遂げられているのである。

「かよわい婆」とはまるで彼女自身を語っているようだ。 Shelleyや K国土sと同じように、彼

女もまた時ならぬ f変容Jによって「真の生への覚醒Jを成し遂げたのであろう治、すべて

を未完のままに残し、未知の領域へと旅立っていった桜井さんは、人びとの想像力に無限の

可能性を暗示する点で、現代にあってもっともロマンティックな生き方を貫いた人かもしれ

ない。

回e，

Ifthou明叫dstbe with that thou dc謝 S田 k!

COFFEE BREAK 

「シエリーの詩と歌曲続々オペラベアトリーチェ・チェンチJ松田上雄

シエリーの『チェンチ家』に拠ってオペラ台本化された『ベアトリーチェ・チェンチ』のコ

ンサート形式による演奏がCDになった。話題に富むこの演奏を添付の解説によってご紹介し

たい。

*Goldsclu泊dt，Berthold: 

B伺町田Cenci;Opera in官官田 Ac岱，

Libretぬ:Martin Esslin， after The C伺 ciby Percy Bysshe Shell可・

SimonEs臨(Bs)I Della Joo信仰~)/Robe由Al悶nder(S) 蹴.

Run品mkchorBerlin 

Deutsches Symphonie-Orchestra Berlin 

Lo伽rZagr田ek， C∞ductor 

sony Classical， 1995， SRCR 9818-9 

1994年のベルリン芸術週間のオープニングを飾ったのは歌劇『ベアトリーチェ・チェンチ』

であった。この日8月30日招かれたのは.91歳になるユダヤ人作曲家ベルトルト・ゴルトシュ

ミットが、演奏が終わり聴衆が立ち上がって拍手する中壇上に立っと、 10分位上ものスタン

ディング・オヴェーションが続けられたという。彼は実に60年振りに祖国の土を踏み奇跡の

カムバックを遂げたのである。

ゴノレトシュミットは1903年ハンブ、yレクに生まれ幼時からピアノと作曲に才能を示し、 1922年

から25年までベルリンの音楽大学に学んで、 『オーケストラのためのパッサカリアJの作曲

でメンデルスゾーン賞を受けている。その後ベルリンを中心に指揮や伴奏、ベルリン市立オ

ペラの芸術顧問に携わった。
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1932年、最初のオベラ『堂々たるコキュ』がマンハイム国民劇場で上演されたが、ナチスは

この作品に退廃芸術の熔印を押し、二度と上演されることはなかった。 1935年やっとイギリ

スに亡命し、戦後一時期指揮者として活躍していた。 1951年に、イギリス芸術評議会がプリ

テン・フェスティヴァルのためのオペラ作品の懸賞募集を行ったとき、マーティン・エスリ

ン(不条理劇やプレヒト劇の研究家として国際的に有名)に依頼、エスリンは『チェンチ』

家原作の五幕を三幕に圧縮したオベラ台本『ベアトリーチェ・チェンチ』を作成し、ゴルト

シュミットはこれに作曲して応募した。作品は四人の入賞作の一つに選ばれたが、受賞作は

上演されなかった。その後ゴルトシュミットは60年代、 70年代を通じて沈黙、 80年代に作曲

を再開したものの忘れられた存在になっていた。

ゴルトシュミットが再発見されるきっかけとなったのは、 『堂々たるコキュ』が退廃音楽シ

リーズに収められ発売されることになったからである。そして冒頭の1994年ベルリン芸術週

間の閉幕演奏になったのであるが、 9月16日には60年ぶりに『堂々たるコキュ』が上演され、

両日、マグデプルクでは『ベアトリーチェ・チェンチ』が舞台でオペラとして初演された。

秋の音楽シーズンの話題は『シュピーゲル』誌をはじめゴルトシュミット一色に塗りつぶさ

れたという。そして大見出しは「美しい音楽に還るJであり、彼の音楽の特徴を「心地よい

音楽Jととらえ、同じ現代音楽でも他の作曲家とは違う側面があると指摘している。彼は十

二音階法など当時の現代音楽の主流とは芸術観を異にしている。

なお、このCDにはゴルトシュミット作曲の f四つの歌曲j が収録され、そこにシエリーの

寸'ime'・が含まれている。歌手はlrisVennillion ~崎、ピアノ伴奏はゴルトシュミット自身であ

る。

「インターネットでシエリーをJ

<倫敦子よりも早く>

2 

平原正

日本国内でもっとも学く百.eTimesを読むことの出来る成田空港、そこで働く筆者にその特

権が奪われる出来事が起きたのは、 1996年元Eのことでした。

212年の歴史を誇る百leTimesは其の日からインターネットで紙面を公開し始めたのです。空

路15時聞かけてヒースロー空港から空輸される新聞は、今や指先がたたくキーボードの命令

のままにディスプレーの中に美しく編集されて私共の目の前に現れます。其の日の紙面で、

社説子は、 Todaywe ir町田seour range fur也er:the伺 tireworld can be our news-s出札と高らかに

宣言しています。ロンドン時間の午前2時30分に発行準備の整った大部のTheTimesを、倫敦

子が朝刊として読む前に、地球の反対側の家庭やオフィスで其の記事を昼食の話題に出来る

ようになったのです。

イギリス文学を研究する上で、本国の代表的な新聞の各コラムに目を通すことの必要性は言

を候たないでしょう。現在では官leDaily Te}.常時hもインターネット上で読むことが可能に

なっています。
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<倫敦子と同時に>

しかし研究者にとって最も重要な変化は、朝尾幸次郎氏が『英語教育JI2月号で指摘しておら

れるごとく「インターネットによって研究のありかたに変化が起きつつあるj ということで

す。実際、大学棟の研究室に属していない筆者の従来の研究環境は文教大学の図書館を利用

させてもらうのが主でした。しかし、現在では wwwによってリンクしている様々なサイト

と、研究情報を共有するメーリングリストとに移りつつあります。

会社のオフィスでは一日30通の電子メール(むろん仕事上の)を処理し、自宅では、夕食後

約2時間シエリー研究関連の電子メールを楽しみながら開封するのが日々のルーティンになっ

ています。

まだシエリー研究の為にインターネットを利用しておられない会員の方は、一日も早く身分

不相応な高性能のPCを入手して(ハードウエアの老化はとても早いので)時代の波に乗りま

しょう。機械の立ち上げ等のロードプロックは、 PCおたくの学生さんにお願いして新たな電

脳環境で研究生活でエンジョイしませんか。

次の雑誌にインターネット利用による最新の研究方法が詳述されております。

L英語青年

2.英語教育

1997年1月号石木利明氏の論文

1997年2月号朝尾幸次郎氏他の論文

3.現代英語教育 1997年3月号岩村圭南氏の論文

シエリー研究のためには、まず htゆ://www.yah∞.∞mから、 Rom卸値cCirdesと打ち込んでその

ホームベージを出発点にしたらいかがでしょうか。

<弓及サイト>

明記Times

The Daily Telegraph 

htゅ:llwww.命令.tim田.∞.uk

http://www.telegtョph.∞.uk

事務局便り

<シエリー研究センター第6回大会>

本年12月6日(土)東京大学{本郷)山上会館2階大会議室にて、特別講演には中村健二氏

(東京大学)をお迎えし、シンポージアムはメアリー・シエリー生誕二百年を記念して、笠

原順路氏(司会)、小柳康子氏(レスポンス)、阿部美春氏(パネリスト1)及び客員として

米須初美氏(パネリスト2津田塾大学)の陣容で行います。ご期待下さい。

<言ト報>

盛差圭藍氏(早稲田大学大学院生)が1996年7月7日永眠されました。享年44歳、戒名幸月優

光信女。遅ればせながら昨年秋事務局(松田、原田)でお供物を御霊前に上げて参りました。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。上島建吉氏の追悼文に一部引用されているシンポージ

アム発表要旨全文は、第4回大会プログラムに掲載されております。
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<新刊案内>

いずれも昨年発行された次の3点をご紹介します。

*山田知良著『地と天は裂けてーシェリ作品研究一~ (東京:英宝社、 1996). pp.238. 

目次 rPrometheusの運命-Erosの劇化ーJ r Asia論J r Asia ApolIinaris-Apollo神学とAsia

-J r.Atk加前論Jと、.fODERNDOOMED TO 1HE ABYSS:A STIIDY OF JUPlTER IN SHELLEY'S 

PROMErHEUS UNBOUNDO 

事 Tin旭町Clark血 dJerrold E. Hogle ed.， Evaluating Shelley (Edinburゆ:剖inburghUniversity pr部，

1996). pp. viu， 266. 

目次:1 Evalua伽 rgShelley in his wider Con.蹴 ts

Charles 1. Rz叩>ka，‘G凶， andKing，血dLaw': Anarchic Anxiety血dShel1ey's Canor語伺lFWlction

S旬artCm瑠1， OfEducation 

M白砂nBut1er， Shel1ey and血eQu創価ofJoint Autho副首P

Jerrold E. Hogie， Shel1ey and the C佃 ditionsofM回 rung

WilIiamK伺 ch，Shel1ey and血.eRevolutionary Left 

Timothy Clark， Shel1ey a食釘D民聞紺ucti∞:TheP，倒ofAnachronism 

11 Evaluating Shelley '$ Works and幼eEvali附 tionsin 1'hem 

Michael O'Neil， 'What's Aught But as 'Tis Valued?': A R血血19of 1'he Sensitive-P，伽 t

JohnDαlOvaJl，‘k血伺nJαy':Memory and Rec:沿伊i信仰inLaon and Cy，幼m

NoraCrook，官1eEnigrna of‘A Vision of the S伺， or‘WhoS慨世紀Waterspouts?'

John Williams， Shel1ey's Peter 8ell the 1'hird: Rel油α1Ship釦 d由eCanon

Barbara Charl田 wo抽Gelpi，K田pingFaithw油 D田 ire:ARI伺 dingof均ipsych凶 on

RalphPi匂， Shell可， Dante and 1'he 1'riumph of Life 

阻 EvaluatingShelley 's 1'exts: The Past and FUlUre Possibilities for Ediω'rs 

Lisa Vargo， Close Young Eyes and百官1kofShel1町:Versioning Mary Shelley's Triumph l!μ酔

D∞ald H. Reiman，‘P∞try in a More R~由化総d Sense':官1eC剖佃ofShelley'sPoerns卸 dtheCar悶 E

of his Poetry 

事BettyT. Bennett皿dS畑氏 C町血， ed.， Shell町:P，側副dLegislator of the World (Baltimore and 

Lon伽1:百1eJohnsH叩 kinsUniversity P悶 s，1966). pp泊x， 310.

目次:1 CULTURAL AND POLlTICAL CONTEXTS 

Donald H. Reiman， Shelley and the Hmnan Conditi叩

Gr曙Kucich， E飽mityand the Ruins ofTime: Shell町田d也.eConsti旬信仰 ofCul値目l匝由'ry

Terel1<閃AllanH伺gw捌， Literary Art組dPo出回1J田町:Shelley， G叫.winandM町Hays

WilliamK，伺ch， SheU町 andtheC佃 sti伽6佃 ofPoliticalAuthority 

MarkKip伊剖nan， Shel1ey血 dtheld田，logyof the Nation:百 eAuthority of曲eP，ぽ戎
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n. POLITICAL ENGAGEME悶 3

M品卸1Erkel佃z，Unacknowledg叫 L噂s1油.011:The Genre and Function ofShell可's“OdeωN叩l居"

Gay Kel1y， From A'羽田M加de由。Vanguardism:The Shell町'sRomantic Feminism in Laon and Cythna and 

Fran/anstein 

Anr醐eWheel<釘Cafar柑，The Transgr，侭siveDouble S回 dard:Shelleyan Uωpianisrn and F，開削stSocial 

阻sぬ'ry

Neil Frais同 Shell町Leftand副酔t百leRh蜘，ricsof 1he Early T岡田IEdi伽lS

Bou白血13Shaaban， Shell町血dぬ.eCha泊施

m sm江.LEYAND OTIIER CULTURES 

E. DoukaKab取場ou，吋beName ofFre叙Iomu:A Henneneutic Reading of Hel1as 

Lilla Maria CrisaぬlliJones，Shell町'sIm戸d佃 I句li血 Litc瑚 ure

Mari砂nBut1er， Shelley and 1he Empire in也eE制

M僕:naAl慌釦der，Shelley's India: Territory and Text， Some ProbleDlS ofDec:沿l側 z油m

Alan Weinberg， Shell可'sHumane Con偲 m釦 d也eD回国eofApa巾 eid

Steven E. J叩国， Shel1可'sS油reof S，問自SIOO血 dBrec:加'sAnatomy of Regr箆 sioo:吋beMask of 

Anarchy" and Der anachronistische Zug 似たrF'reiheit und Democracy 

Ho路 tHohne， Shelley's "Socialismu R町 isited

IV. SHELLEY AND CONTEMPORARY 1HOUGHT 

An命芭wBen即位， Shelley in P，侶terity

Karen A. Weisman， Shelley's Ineffable Q凶 .tidi釦

P.M..S.Daw回>0，“百leEmpire ofM.剖":Shelley剖 dE∞，logy

TilottamaR勾an，Prome1h国nNarrative: Overdetermined Form in Shell町'sGothicFi油 価

LindaBrigl四n， Prometheus Unbound and 1he p，儲釘nodemPolitical Dilemma 

Arkady Plotnitsky， All st時間ofLi偵t:百eQ凶蜘rnMechani伺 1Shell町

上記の書籍を研究室や図書館にお備えいただければと思います。

<紙面刷新について>

これまでルース・リーフの体裁で発行されてきた ANNUALBUUE/7N OF JAPAN SHELLEY 

STUDY CENTERと「日本シエリーP.B.SHELLEY研究センタ一年報Jを、散逸を防ぐ意味から

今回合冊いたしました。その際、英語版と日本語版とでは発行年に違いが生じておりました

が、日本語版を英語版に合わせ、発行年号は学会開催年度から実際の発行年に修正してあり

ます。ご承知おき下さい。次号以降紙面拡充した冊子体を継続し、いずれ英文論文や資料等

をI篇程度掲載したいと思いますので、その節は奮ってご寄稿願います。

〈会員業績の事務局宛通知について>

rs本シエリー研究センターj では会の規約に基づき、会員の学術上のお仕事の収集・整
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理に当たっております。昨年は早速資料をお寄せ下さいましてありがとうございました。お

送り下さいました文献は、 「会員研究目録j 巻頭に掲げた方針で、英語版と日本語版とに分

類しております。従いまして会員の多岐にわたる学問・研究上のお仕事は出来るだけ広く日

本語版で紹介したいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。なお、英語版に掲

載するものは、ロマン派全般・キーツ・シエリー及びその周辺に係わるもので、著書もしく

は論文(学術誌・大学紀要等に掲載され、内容長さ形態共に論文の体裁を整えているもの)

に限らせていただきました。本年報(英語版・日本語版)に掲載されたものは英語版

但ibliogr却by)には収録せず、そのかわり全号に渡る目次を新たに付しこれに掲載しました。悪

しからずご了承顧います。

<イタリアシエリー研究旅行 It骨SheU可 Su吻 Tour>

大会での注文を受けて年明け早々に三度目の準備委員会(笠原・田久保・新名・平原・原

田)を聞き、同封別紙のように決定いたしました。種々ご希望ご意見もあろうかと思います

が、時期・費用・訪問地等様々な制約の中でどうにかイタリアにおけるシエリーの足跡を研

究する旅程を組むことが出来たかと思います。是非ご参加下さいますようご案内申し上げま

す。なお、この春航空各社が一斉に運賃値上げに踏み切りかっ時期が夏期のハイシーズンに

もかかわらず、比較的低額の費用に押さえることが出来ました。これはひとえに準備委員の

一人平原正氏(キャセイパシフィック航空会社成田空港支庖管理課長)の格別のご高配によ

るものであります。また旅程作成につきましては、キャセイホリディ社に大変お世話様にな

りました。紙面をお借りし厚く御礼申しJ:げる次第であります。

なお、参加条件として次の付帯条項をあらかじめご承知おき顕います。

(1)参加資格

(a) r日本、ンエリー研究センターJの会員であること

(b)会員の親族であること

(c)会員の紹介による友人・知人であること(この場合には、 1年分の会費を

お支払いいただきます)

(2)旅程及び行動

別添資料に記載されているイタリア園内の全行程参加していただくと共に、

必要に応じて実行委員会の指示に従っていただきます。

(3)事故・天災等

これに起因する参加者の人的・物的損害に対しては、当センターは一切責任を

負いかねます。保険等各自でご用意下さい。

<文教大学越谷図書館Lettersof SheU町 CoU帥 佃>

今回もまた同図書館のご厚意により同封いたしました。

くインターネットについて>

COFF回 BREAK欄の平原氏のコラムにもあるように、現在あらゆる分野でのインターネッ

ト化が進んでおり、特にアメリカでは多くの学術団体が自前のホームベージを立ち上げてお
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ります。ちなみに f米国キーツ・シエリー協会」のURLは

htゆ:I/www.luc.edu.publications/keats-shell町k司web.h加です。一度お試しになって下さい。メア

リー・シエリー関連その他も数多くリンクされております。事務局でも97年度中のホーム

ページ開設に向けて検討中です。

〈会員異動〉

O新規(敬称略)

加藤芳子(札幌大学) 木村関子(群馬県立女子大学大学院) 木村哲(上智大学大学院)

熊元和美(仏教大学大学院)笹川浩(早稲田大学)

院) 西間木公孝(東北学院大学学部生)

学大学院)

今後ともよろしくお願いいたします。

0退会(敬称略)

奥田喜八郎 富井久美

従前のご厚誼感謝いたします。

白石治恵(明治学院大学大学

福島理恵子(群馬県立女子大

0住所・所属等の変更ございましたら、振込用紙にご記載ください。

<会費納入のお願い>

当センターの会費は必要最小限に押さえであります。今回紙面を一新したこともあり、そ

の分の経費もかさんでおります。なにとぞ事情ご賢察の上、速やかに払い込みお願い申し上

げます。

く事務局への連絡>

事務局への辿:絡は干323栃木県小山市大行寺1117 白鴎大学 原田博研内「日本シエリー

研究センターJ、電話0285-22・9754(車通)0285-22-1111 (大学代表)、ファックス

0285・22・8989 (大学共用) 0280・57・4532(自宅、電話同番号)、電子メール

HCA∞052@ni匂田rve.Of.jpです。どうぞご利用ください。

事務局員は現在田久保・原田(編集等)、松田(会計)ですが、新たに保坂氏(東京大学資

料編纂所)が会計担当をご快諾くださいました。よろしくお願いいたします。

1997年3月31日発行

日本シエリー研究センター



会員研究目録

*以下の目録は、百el<!問主任Shell町As蹴i油 佃 ofAmeri偶発行の Keats-ShelleyJournal巻末に付

せられている“C町聞.t Bibli，噂叩hy"の範障に該当しないもの、即ちパイロン、ハズリット、

ハント、シエリー、メアリー・シエリー、キーツ及びそれらの周辺に属さないものに限定し

ている。上記「現行文献目録Jに合致している著書・論文等は、すべて英文版に収録してあ

る(ただし、日本語で書かれた研究・翻訳・注釈等は、重複して掲載されている場合がある)。

なお今回の目録は、時間及び紙幅の都合上、事務局に自発的に送付されて来た文献のみを収

めている。次回からは『日本シエリー研究センターj規約に基づき、全会員のご協力をお願

いする次第である。

付記イギリス・ロマン派学会学会創立20周期年論文集C倒的 andCircumJerence (東京:桐

原書底、 1995)に掲載されているシエリー及びその周辺とキーツ関連論文に隈り、会員・非

会員を間わず全て英文版に採録している。

伊!として文献番号第3番は、巻・号番号なしで 41-65 は収録頁番号を、第4番は、

第141巻第9号(1995年12月発行)488頁から490頁を、第7番は15号(もしくは巻)の

41-52頁であることを、それぞれ示している。

L阿部美春・上野和康・浦壁寿子・杉野徹・宮北憲子(訳)w飛び立つ鷲ーシエリー初期散文

集JI(東京:南雲堂、 1994)0pp.246. 

2.伊木和子『キーツの世界JI(東京:研究社、 1993)。均.iv，356.

3.伊木和子「風に鳴る琴ーエオリアンハープとロマン派の詩人たちJ W上野学園創立90周年記

念論文集JI(上野学闘、 1994)，41-65.

4.伊木和子 fチャップマン・ソネットの歴史性J W英語青年JI，141.9(1995.12)，488-90. 

5.石川重俊 rp.B.シエリーの詩の中にイラズマス・ダーウィンを追うJ Wロマン派文学のすが

たJI(仙台:仙台ロマン派文学研究会、 1993)，157・92.

6.石川量俊「恩師山川丙三郎先生一付山川先生を中心とした略年表J(仙台:セリタ研究所、

1993)0 pp.32. 
7.石)I¥i取俊 r~'-I川内三ミ郎訳ダンテ『新曲』及び『新生』一文体と改訳J W東北学院英学史年

報JICJ4i~ヒ学院大学英語英文学研究所)，15 (1994) 41・52.

8.石)11重俊『新井奥蓬が山川丙三郎ダンテ『新曲』各巻頭に与えた文章eJ WピブリヤJI(山形

ピプリヤの会、 1996)，26，34・53.

9.石)1¥重俊 rp.B.シエリーの S伺 sitivePI酬とイラズマス・ダーウィンのMimoSa(一)J Wア

レーテイヤJI(アレーテイヤ文学研究会、 1996)，12，11・17.

10.上野和康 rWクイーン・マプ』研究皿ー海賊版とその影響J If'文学と評論JI(京都:文学と

評論社)，2.10，39-46.

11.上野和康(他訳)W飛び立つ鷲ーシエリー初期散文集~ (東京:南雲堂、 1994)0pp.246. 

12.上野和康「雲雀と詩人一‘Toa Sky-Lmピ再考J W;論致JI(神戸女子短期大学学会)，41(1996)，

19-28. 

13.上野和康 rWクイーン・マプ』における自然J W論孜JI(神戸女子短期大学学会)，41(1996)，2 

9-36. 
14.浦壁寿子『シエリーのアイリッシュ・キャンベーンについての一考察J If'研究論集JI(:樟蔭

東女子短期大学)刈1993)，37-45.

15.浦壁寿子(他訳)W飛び立つ鷲ーシエリー初期散文集~ (東京:南雲堂、 1994)0pp.246. 

65 



66 

16.浦壁寿子 rIrエリンパラ卿への手紙』についての一考察J Ir英語英文学新潮1993-4年版』

(東京:ニューカレントインターナショナル、 1994)，28・36.

17.浦壁寿子fシエリーにおける理想と現実ー想像力論の観点からJ W研究論集.!I(樟蔭東女子

短期大学)ス1996)ター15.

18.岡田章子 fワーズワスの詩の言葉一『持情民謡集』を中心にJ Ir.英米文学手帳.!I，32(1994.1 

1)，22-32. 

19.岡田章子「孤独なヒロイン一アニタ.プ/ルレツクナ一の女性達J Ir英米評論.!I(:柑割桃8山学院大学

総合研究所)刈1994.引.12)，139・159.

20.岡田章子 rJohn K伺除ー医師として詩人としてJ Ir人間科学.!I(桃山学院大学総合研究

所問(1卯 5.η，61-80.

21.岡田章子『日本のキーツ受容と将来J Ir.英語青年.!I，141.9(1995.12)，516・17.

22.笠原順路「ロマン派の自我意識とそのゆくえJ Ir大塚英文学会.!I，30(1994)，167・74.

2笠原順路「第7章 18世紀詩人及び前期ロマン主義詩人Jr第8章後期ロマン主義詩人Jr第10章

ヴィクトリア朝詩人J高松雄一篇『イギリス文学.!I(東京:放送大学教育振興会、 1994)。

24.笠原順路 fロマン派研究の昨今J Ir英語青年.!I140引1994.6)，131.

25笠原順路 rAu蜘 .rshipの拡散J Ir.英語青年.!I140.6(1994.9)，295. 

26笠原順路 rT.闘の拡散J Ir英語青年.!I140列1994.12)，467.

27.笠原順路 rc血 onの拡散J Ir英語青年.!I140.l2(1995.3)，633. 

28.笠原順路 f私の観点、世界の視点-historicize の仕方あれこれJ Ir英語青年』

141到1995.12)，506-07.

29.笠原順路 fパイロン著束中稜代訳『チャイルド・ハロルドの巡礼.!IJ Irイギリス・ロマン

派研究.!I，19・20(1996)，154-58.

30.性原町i路 rJo加 Mullanet al.， eds.， Lives 01 the Great Romantics， 3 vols.英国ロマン派詩人伝記

資料集成J Ir早鏡.!I(東京:丸許)，93刷1996)，24・29.

3l.J1I村和夫「詩人の肉声と行情性J Ir現代詩手帖.!I(東京:思潮社)， 7(1993)，64-68.?

32. Kawamu民 Kazuo，(吋“Yc油 idaFuminori" in 恥 NewPoetry 01 Japan: 1恥 70sand 80s (Asian 

P館町inTI悶副油onNo.15:J叩an)，ed.百lOI1lぉ民国imn悶 IS&Y田 himatsuGozo (S釦 .taFe:K町didB∞.ks，

1993)，133-48. 

33. Kawamura， K誼 UO，(釘.)“25Selected Haiku" in Japan田 eLiterature Today (The J叩釦 P.E.N…

CI曲)，18(1993)，83・88.

34.J1/村和夫 rShell町と D旬開甜uctionJ Ir大塚英文学会.!I30(1994)，157-66. 

35.J1/村和夫 rp.B.ShelIeyの詩と f神の要素JJ Ir関東学院大学文学部紀要.!I， 72(1994)，5-16. 

36.J1/村和夫 rShell可:守主eTriumph of Life"ーいのちの讃美?死の舞踏?ーJ Ir関東学院大学

文学部25周年記念論文集.!I(1995)，3・22.

37.J1I村和夫 rp.B.SHELLEY:‘Mont Blanc' -Necessityと自由意志一J Ir関東学院大学文学部

紀要.!I，77 (1996)，5・28.

38.K抑制町、Kazuoet al. (tr.よNaIad:Poems by Shuntaro Tani.伽 .. a (Berkel町:Stone Bridge pr悶，

199の.
39. Kawam即死 Kazuoet al. (甘よ TwoBillion Light-Years 01 &1li.郎通e:Poems by Shun.ωro Tani伽附

「谷川俊太郎『二十億光年の孤独.!IJ (1ヨilingualEdi質)0)(東京:北星堂、 1996).pp. 75+ 132. 
40.佐藤芳子「ワイルフレッド・オウエンの詩における P.B.シエリーの影響-'Winter Song'考

察ーJ Ir羽衣学園短期大学紀要.!I，29(1994.2)，69.司 80.
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41.佐藤芳子「百四1geM関白ぜ考察ーウイノレフレッド・オウエンの詩における P.B.シエリー

の影響ーJ W羽衣学園短期大学英語英文学研究~ ，1(1995勾，37・56.

42鈴木貴子 rTheWitch of Ad酪にみる themagic circle-P.B. Shell町の visiODaIy∞悶悶につい

てJ W文学研究科紀要別冊2U(早稲田大学大学院)，(1994)，3・13.

43鈴木貴子「言葉の想像の神話ー『プロメシウス解縛』をめぐってJ WSAP~ (日本詩学会)，

4(1994)，29-34. 

44.鈴木弘「冴える月 みなぎる血.-W.B.イエイツの対決する象徴J WSAP~ (日本詩学会)， 3 

(1993)，4-12. 

45鈴木弘 r1919年一破壊と啓示とヴィジョンJ W教養諸学研究~ (早稲田大学)，94 (1卯3)，19.・

37. 

46.鈴木弘 rw.B.イエイツのTragicJoyをめぐってJ Ii'教養諸学研究.JJ (早稲田大学)，95 (1994)， 

1-21. 

47.鈴木弘『図説イエイツ辞典.JJ (本の友社、 1994). pp.xxxi，3ω. 
48.鈴木弘『八十とアイルランド文学J Ii'西条八十全集第5巻 月報.JJ (東京:国書刊行会、

1995) ，3-6. 

49.鈴木弘「千田是也とイエイツの詩劇J W'信農毎日新聞~ 1995年2月9日付朝刊第13面.
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