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日本カレドニア学会 

2018 年度大会プログラム 

—NPO 日本スコットランド協会協賛— 

 

日時：2018 年 9 月 22 日（土）10 時 30 分 開会 

  会場：拓殖大学 文京キャンパス Ｃ館 4 階 407 教室 

（東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅徒歩 5 分） 

	 	 	 	 	                    〒112-8585 東京都文京区小日向 3-4-14      

 

受付（会場前）                     10 時 00 分 

1．開会式                       10 時 30 分 

司会 立野 晴子（立正大学）  

挨拶 本学会代表幹事             照山 顕人（関東学園大学） 

NPO 日本スコットランド協会代表理事 高橋  愛朗 

 

2．研究発表                       10 時 45 分～12 時 25 分 

１）司会 阿部 陽子 （拓殖大学）                                                              

「Stanley Robertson の Exodus to Alford —物語に託された Traveller の旅    

への思い」 

        美濃部 京子（静岡文化芸術大学） 

 

   ２）司会 中尾 正史 （青山学院大学） 

「演劇と 19 世紀スコットランド・ナショナリズム—ユニオニスト・ナショナリ 

ズムと愛国的スコットランド・ナショナリズムの関係についての考察」 

        佐藤 伴近（法政大学・共立女子大学） 

 

 

      ＜休憩＞              12 時 25 分～13 時 30 分 

 

—2018 年度総会—                  13 時 30 分～14 時 00 分 

 

 

3．研究発表                                           14 時 10 分～15 時 00 分 

３）司会 鵜野 祐介（立命館大学） 

 「スコットランドの「ふるさと」化−−《広い河の岸辺 The water is wide》 

が日本で担う役割とは」 

高松 晃子（聖徳大学） 
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4． 講演  司会 照山 顕人（関東学園大学）         15 時 20 分～16 時 20 分 

 

 

         「スコットランドと私」 

 

木村 正俊 氏   

（神奈川県立外語短期大学名誉教授） 

 
 
 

5． 閉会挨拶  鵜野 祐介（立命館大学）            

 

 

 

懇親会                         17 時 00 分～19 時 00 分  

会場：拓殖大学 文京キャンパス C 館７F C ラウンジ（会費：6,000 円） 

 

                                                          

お知らせ 

１．参加は無料です。 

２．入会ご希望の方は、年会費として 5 千円（学生は 3 千円）をお納めください。 

３．大会終了後、懇親会を行います。会員はもちろん、会員以外の方もご遠慮なく 

ご参加ください。 

４．当日の昼食は、会場近くに食事ができる場所がございます。 

５．当日、学会誌 CALEDONIA のバックナンバーを一部 200 円で販売いたします。 

６．次回大会は来年 9 月頃に関西で開催予定です。研究発表を希望される会員、その他 

お問い合わせは事務局までご連絡ください。 

準備の都合上、出欠のご連絡を同封のハガキで 9 月 15 日（土）までにお知らせ 

ください	  
 

大会準備委員会：阿部陽子・立野晴子・照山顕人・照山直子・中尾正史 
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研究発表要旨（発表順） 

 
１．美濃部京⼦ 「Stanley Robertson の Exodus to Alford  

―物語に託された Traveller の旅への思い」 
 
 Exodus to Alford はスコットランドのトラべラーStanley Robertson (1940-2009)の最初
の作品である。Stanley ⾃⾝も優れた昔話の語り⼿であり、バラッド歌⼿でもあったが、⾃
分の語った話が他の⼈の⼿で書きとめられることに満⾜できず、⾃分で書き上げることにこ
だわった。本書には 34 話の昔話や伝説が収められているが、『カンタベリー物語』のよう
に旅を枠に据え、その中で物語が語られる形をとっている。 
 本書は“Exodus to Alford”、“Alford and Beyond”、“Home with Jack”の 3 部構成になって
おり、⾟い経験をした Aberdeen の街を抜け出し、⾃分たちの本来の場所である Alford か
ら⾃然の中へと旅を続ける。しかし、その旅もやがて終わりを迎え、再び Aberdeen に戻ら
なければならない。1 部と 2 部では他界との出会いや関わりを扱った経験談や伝説が主に語
られるが、3 部では Jack Tales が語られる。再び⾟い現実に戻るトラベラーの⼦どもたち
の⼼の⽀えになるのが Jack の話であった。 
 本発表では、物語の構成を追いながら、それぞれの場所で物語に託された祖先や⾃然への
思い、⼈⽣を⽣き抜くための知恵や勇気について⾒ていきたい。 
 
２．  佐藤伴近 「演劇と 19 世紀スコットランド・ナショナリズム―ユニオニスト・

ナショナリズムと 
愛国的スコットランド・ナショナリズムの関係についての考察」 

 
本報告は、C.ワディの戯曲『ウォレス、またはスターリング橋の戦い』の内容、公演に⾄

る経緯、観客層、観客の反応を考察し、⼀様ではない 19 世紀スコットランド・ナショナリ
ズムの性質を明らかにする。「平和な」19 世紀には、イングランドへの対抗意識ではなく、
⼆国間の協働、融和関係にスコットランド・ナショナリズムを⾒出すユニオニスト・ナショ
ナリズムが主流であった。しかし、世紀末の SHRA の設⽴やスターリング橋の戦い 600 周
年を契機に、対イングランド意識に基づく愛国的スコットランド・ナショナリズムが再び表
⾯化した。SHRA の政治的主張はワディの戯曲を通してスコットランドの⼈々に伝えられた
のだが、その受容層はユニオニスト・ナショナリズムを称揚する⼈々とは異なっていた。性
質と受容層が異なる複数のナショナリズムが存在することは、19 世紀スコットランド・ナ
ショナリズム理解だけでなく、帝国意識やブリティッシュネスに関する議論の再検討が必要
であることも⽰唆している。 
 
 
 



 
 

  5 
 

 
 
 
 
 
３．  ⾼松晃⼦ 「スコットランドの「ふるさと」化 −−《広い河の岸辺 The water is 

wide》が 
⽇本で担う役割とは」 

 
本学会の元代表幹事、故櫻井雅⼈先⽣は、⽇本に移⼊された英語圏の歌謡の伝承経路につ

いて詳細に調査し、従来の学説や⾔説を覆す発⾒をいくつもされたことはご承知のとおりで
ある。しばしば「スコットランド⺠謡」とされる《広い河の岸辺 The water is wide》がイ
ングランド起源であることを指摘されたのもまた、櫻井先⽣であった。本発表では、この歌
が纏うもう⼀つの⾔説に着⽬する。それは、「350 年間歌い継がれてきたスコットランド⺠
謡が、なぜ今、⽇本⼈の⼼を捉えるのか」の、特に後部分である。スコットランド起源説
は、⽇本語版の歌詞の訳者による思い違いに加えて、NHK が制作した 2 つのテレビドラ
マ、ブログ、ドキュメンタリーや歌番組の中で反復された結果、拡散し、定着した。それが
「⽇本⼈の⼼」とどのように接点を持っていたのか。2011 年の東⽇本⼤震災、明治期以来
親しまれてきた「スコットランド⺠謡」と、それを⾜がかりとするスコットランドの「ヴァ
ーチャルふるさと化」、声に出して歌うことで実感される「アクチュアルなふるさと像」を
⼿掛かりに、考察してみたい。 
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	 	 	 ○東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷（みょうがだに）駅」徒歩 5 分 

    駅からの経路は上記地図を参照ください。 

 


