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日本ミルトン協会 会報 
Newsletter of the Milton Association of Japan 

Web版 Vol. 13 (2021) 

「見るものはまだ多くある」 

渡辺 賢一郎 

 2020 年度日本ミルトン協会はオンラインで大会を行いました。発表者に直接お目に

かかることができず、また懇親会の席などで先生方に貴重なお話を伺うこともできませ

んから、これは大きな損失です。その一方で、発表に集中でき、新型コロナウイルス感

染リスクはなく移動の利便性があるなどオンライン開催には良い面もあります。国内外

を問わずこのようなオンラインの学会が現在開催されていますが、これは外国文学研究

者には得難い機会を与えてくれるものかもしれません。遠い国で開かれる学会に、時差

はありますが、家にいながら参加することができます。また数日程度のセミナーであれ

ば聴講も可能ではないでしょうか。 
 一方で閉ざされ他方で開かれている、このような状況は、以前からあったような気も

いたします。私は特に書物史に関心を持ち EEBO や ECCO を利用してきました。本協

会でも野呂有子先生のチームがEEBOのデータに基づいて作成された大変貴重なミルト

ンの電子ブックおよび検索データベースをオンラインで公開されています

（http://milton-noro-lewis.com/）。私はこのような充実した研究環境の恩恵に預かっ

てきました。けれどもその一方で自分で本を触らないと気がすまない性分のため、どう

しても古版本への憧れが募りました。がThe British Libraryなどそう簡単に行けるもの

ではありません。 
 ところが少し探してみると日本のあちこちの大学図書館がミルトンの古版本を所蔵し

ていることがわかりました。驚いたことに『パラダイス・ロスト』初版（複数発行のひ

とつ）が、そのころ自分が在籍していた大学院の図書館の貴重書室にあるのです。その

うえ初版等に限らなければ多くのコピーが日本の大学図書館に存在することに気がつき

ました。ちょうど同じころ私が教わったことのひとつは、草稿や初版あるいは、たとえ

ば『パラダイス・ロスト』第 2 版のように、作者が直接加筆修正を行った最終版だけが

価値を持つのではなく、それ以外の版も貴重な 1次資料でありうる、ということでした。

すると日本の大学図書館には宝が埋もれているのではないか、と思えてきたのです。 
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 “Much thou hast yet to see”（見るものはまだ多くある）は『パラダイス・ロスト』

第12巻冒頭のミカエルの言葉です。直接には “objects divine” について語っている言葉

ではありますが、私にはそれとは別に示唆的な言葉に聞こえます。現在、様々に閉ざさ

れた状態にある私たちにとって、ミルトンの著作に向き合いそれを正確に読み解くこと

が、あらためて意味を持つのではないでしょうか。それは言うまでもないことかもしれ

ません。しかし今はこれまで当然に思えたことが実はそうではなかったという時代のよ

うです。昨年ご逝去になった本協会会員の岡田善明先生は、震災の後に開催された第

10 回国際ミルトン学会の詳細にわたるご報告の末尾に「世界救済のために今まさにミ

ルトン再評価が始まったように感じる」とお書きになりました（「日本大学英文学会通

信」98 号）。このお言葉が私には思い出されます。岡田先生は、お目にかかるたびに気

さくにお声がけくださり、いつもご発表をなさり、質疑応答でも貴重なご意見を惜しみ

なくお聞かせくださる方でした。その颯爽としたお姿が偲ばれます。同じく昨年 9月に、

本協会の前身日本ミルトンセンターの会員としてミルトン研究に多大なご貢献をされた

野田茂登子先生がご逝去になりました。私は誠に残念ながら先生の薫陶を受ける機会を

持つことが叶いませんでしたが、野田先生のご業績に敬服いたします。ここに末尾なが

ら、岡田先生、野田先生の、ご逝去を悼み、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 
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日本ミルトン協会 第 16 回研究会 報告 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、7月11日同志社大学で予定されていた研究会

は中止となりました。 

 

 

日本ミルトン協会 第 11 回研究大会および 2020 年度総会 報告 

青山学院大学にておこなわれる予定であった2020年度の研究大会（第11回）は、コロナ

禍のためZoomによるオンライン開催（研究発表2件と総会のみ）に変更されました。予

定されていたシンポジウムは2021年7月に延期されました。 

 
日時 2020年12月12日（土）14時00分～16時25分 
  オンライン（Zoom）同時配信方式にて開催 
発表 

   1. 西川 健誠：宗教詩における「あなた」と「私」 

  2. 加藤 遼子：稀覯本としての John Boydell版 The Poetical Works of John Milton 
 
総会議事録 

  1. 活動報告 

   笹川事務局長より2019年度の活動について報告がなされた。 

  2. 2019年度会計報告および会計監査報告 

花田事務局委員から2019年度決算（10頁）が報告され、金﨑・桶田両会計監査委員

により間違いがないことが報告された。 

  3. 2020年度予算審議 

花田事務局委員から2020年度予算（10頁）が提案され、承認された。 

  4. 論集の発行について 

冨樫会長より、日本ミルトン協会編集による『ミルトン研究案内（仮）』（11-12頁）

を刊行することが提案、承認された。また、協会の負担金を（最大）350万円とする

こともあわせて承認された。 
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  5. 2021年度行事予定について 

下記の通り提案され、承認された。 

第17回研究会について 

・7月3日（土）に予定し、2020年度第11回研究大会にて行われる予定であったシ

ンポジウムのみを行うこととする 

・対面による開催を前提とするが、パネリスト及び会員の便宜を図り、対面・遠隔ハ

イブリッド型での開催をも検討する。 

・開催地は、関東・関西の中間に位置し、人の往来の多い東海道沿線ではない金沢を

候補として考える。（来年の社会状況及びパネリストの意向次第で東京近郊をも候補

とする。） 
・以上については2021年3〜5月にあらためて検討・決定し、Eメール・葉書・ウ

ェブページ上にて会員に周知する。 

 

第12回研究大会について 

・12月4日（土）を開催予定日とし、2本の研究発表と総会を行うこととした。 
（出席者34名） 
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日本ミルトン協会会員業績（2018 年度補遺） 

金子千香「Paradise Lost と In quintum Novembrisにおける語りの構造」『英語英文学論

叢』第39号（2019.3）109-122頁。 
 

日本ミルトン協会会員業績（2019 年度補遺） 

道家弘一郎「『失楽園』における｢天使｣について」聖心女子大学キリスト教文化研究所『宗

教と文化』第36号（2020.3）131-72頁。 
 

日本ミルトン協会会員業績（2020 年度） 

岡田善明「Paradise Lostへのバロック芸術の影響をめぐって――『内面のバロック』的描写

の考察――」東京英米文学研究会『紀要』第14号（2019.9）26–45頁。 

金子千香「『転身物語』からミルトン作『第七エレジー』へ――誘惑者像生成の萌芽――」

『言語文化研究』 第40巻第1号（2020.9）179-196頁。 
川島伸博 「Milton Never  “Ate” ――『楽園喪失』のブランク・ヴァース再考――」『龍谷紀

要』第42巻第2号（2021.3）17-30頁。 

笹川渉「牧歌と神話のクローリス――イングランド内乱期および共和制下のミセラニーと歌

集から――」『緑の信管と緑の庭園』岩永弘人、諏訪友亮、谷本佳子編 音羽書房鶴見書

店（2021.3）297-312頁。 

里麻静夫「『国事詩集』第 2 巻に見る英国王政復古期風刺の幾つかの側面」『近代を編む――

英文学のアプローチ――』秋山嘉編著 中央大学人文科学研究所研究叢書 76 中央大学

出版部（2021.3）73-115頁。 

Sano, Hiroko. “Doré’s Paradise Lost and Ukiyo-e Prints.” Global Milton and Visual Art, 
edited by Angelica Duran and Mario Murgia, Lexington Books, 2021, pp. 75-88. 

冨樫剛「『わたしの顔に唾を吐け』にジョン・ダンが書いていないこと」『緑の信管と緑の庭

園』282-96頁。 

Nakayama, Osamu. “British Earthy Paradise and Japanese Divine Gardens.” The 
Expository Times, vol. 131, no. 6, 2020, p. 209. 

平田真理「M. ロビンソン『ギレアド』とカルヴァン――世界観と予定論をめぐって――」

日本キリスト教文学会関西支部『キリスト教文藝』第36輯（2020.8）120-44頁。 
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Mizuno, Mari. “Lodowick Bryskett’s Fashioning of ‘Master Edmond Spenser’.” Irish 
Literature in the British Context and Beyond: New Perspective from Kyoto, edited by 
Hiroko Ikeda and Kazuo Yokouchi, Peter Lang, 2020, pp.15-30. 

水野眞理 「羊飼いの沈黙――パストラルの力について――」京大英文学会『アルビオン』

New Series No. 66（2020.10）1-13頁。 
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事務局だより 
2020年5月6日         
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、7月11日（土）に同志社大学での開催を予定

していた第16回研究会を中止とする決定をした。 
 
2020年7月11日         

第27回運営委員会（出席者13名、オンライン(Zoom)にて開催） 

以下、運営委員会議事録より重要箇所を掲載。 

1.  退会者について 
2020年3月をもって北村多都子氏、小泉徹氏、甲元洋子氏の三氏が退会された。 

2.  2019年度決算について 

花田事務局委員より報告、承認された。 

3.  2020年度予算案について 

花田事務局委員より報告、承認された。 

4. 論集刊行について 

冨樫会長兼編集委員長より、論集刊行についての説明と提案がなされた。 

・企画書、論集構成、各章担当者を別紙にて確認した。 

・出版社は春風社。600ページ程度。ハードカバーとソフトカバーどちらも可能。定価

は1万円を超えない程度を想定（目安8,000円程度）。学会からの負担金は300万円以

下の見込み。執筆者負担金はない予定。現在執筆要領と日本語訳の原案を編集委員会で

検討中。執筆要領は7月末までに確定する予定。2021年8月を初回の締め切りとす

る。 

・論集刊行のために基金および通常会計から最大350万円まで支出することが提案さ

れ、承認された。基金は過去 IMS 10で使用されていることを確認した。次回総会にて

最大350万円までの額を論集に使用することを諮る。 

5.  MAJ Newsの取り扱いについて 

笹川事務局長より、刊行が遅れていることについてお詫びと報告がなされた。学会とし

てMAJ Newsは必要であることを確認し、2020発行分以降は、大会発表者については

大会プログラムの発表概要をそのまま使用する、あるいは修正して提出することを認め

るなど柔軟に対応し、現状を維持することとした。 

 



 8 

6. 12月研究大会、および今後の活動予定について 

・コロナウイルス感染拡大の状況が続く可能性があるため、以下の決定をした。 
・第11回研究大会でのシンポジウムを2021年7月に開催する研究会（または大会）に

延期する。 

・第11回研究大会では、オンライン（Zoom）で研究発表と総会のみを行うこととし

た。研究発表は、中止となった2020年7月11日の第16回研究会に予定されていたお

二方に担当していただくことを再確認した。それに先立ち、お二方のウェブ環境等も確

認することとした。 

 

2020年12月12日        

第28回運営委員会（出席者11名、オンライン(Zoom)にて開催）、第11回研究大会 

以下、運営委員会議事録より重要箇所を掲載。 

1. 2019年度会計報告について 

花田事務局委員より、2019年度決算、及びこれについて会計監査の承認を得たことが報告

された。 
2. 2020年度予算案について 

花田事務局委員の案が出され、承認された。会場関連費について、2020年度は予算案通

りの支出が見込まれないことを考慮し、次年度の予算案作成では見直すことを確認した。 

3. ホームページのセキュリティについて 

笹川事務局長より、11月末から12月初頭にかけてホームページに多くの攻撃があったこ

とが報告された。セキュリティソフトにより実質の被害はなし。 

4. 論集刊行について 
冨樫編集委員長より、資料（11-12頁）にしたがい、編集委員会の経過報告、論集刊行の

目的、執筆項目、執筆者が説明され承認された。 

5. 2020年度活動予定について 

7月研究大会 

・7月3日（土）に予定し、2020年度第11回研究大会にておこなわれる予定であったシン

ポジウムのみを行うこととする。 
・対面による開催を前提とするが、パネリスト及び会員の便宜を図り、対面・遠隔ハイブリ

ッド型での開催をも検討する。 

・開催地は、関東・関西の中間に位置し、人の往来の多い東海道沿線ではない金沢を候補と

して考える。（来年の社会状況及びパネリストの意向次第で東京近郊をも候補とする。） 



 9 

・以上については2021年3〜5月にあらためて検討・決定し、Eメール・葉書・ウェブペ

ージ上にて会員に周知する。 

12月研究大会 
・12月4日（土）を開催予定日とし、2本の研究発表と総会を行う。 

6. 『会報』第13号巻頭言執筆者について（後日メール審議） 

渡辺賢一郎氏が担当することを決定した。 
以上 

名簿変更 
 氏名 〒 住所 電話・メール 所属 
 
退会 

 
小泉 徹 

   2020年3月を

もって退会。 

 
変更 

 
道家 弘一郎 

 
 

   

＊WEB掲載版には住所と電話番号・メールの情報は記載いたしません。 

訃報 

本協会会員の岡田善明先生が2020年9月3日に逝去されました。岡田先生はMAJの研究

会・研究大会に毎年ご参加され、数多くのご発表もなされました。近年のご業績には、

「Paradise Lostへのバロック芸術の影響をめぐって――「内面のバロック」的描写の考察

――」東京英米文学研究会『紀要』第14号（2019.9）26-45頁；「Paradise Lostにおける

自然と原罪――地動説とバロック芸術の影響から――」『国際文化表現研究』第14号
（2018.3）172-189頁；『英語教育の精神と実践――コミュニケーションから英米文学まで

――』春風社, 2013など、多数ございます。MAJへの先生の永きにわたるご尽力に感謝

し、心より哀悼の意を表します。 
 
日本ミルトン・センター会員の野田茂登子先生が2020年9月に逝去されました。国際ミル

トン学会に積極的にご参加され、本協会会員の先生方とも多くの交流がございました。ご業

績には、『ミルトンの詩作と思念にみる欧米的精神構造』英宝社, 2013；“Milton’s Eclectic 
and Ambivalent Use of the Church Fathers: In Case of Irenaeus and Tertullian.”『東海大

学文明研究所紀要』第14号（1994）109-36頁; 「ミルトンの神学思想の系譜（III）：ミル

トンにおける条件不死の思想――『失楽園』第10巻における死についてのアダムの独白を

めぐっての一考察――」『東海大学紀要』第8号（1977）39-85頁など多数ございます。

MCJへの先生の永きにわたるご尽力に感謝し、心より哀悼の意を表します。  
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日本ミルトン協会規約 
1. 名称 本会は、日本ミルトン協会と称する。英語表記は The Milton Association of 

Japanとする。 

2. 目的 本会は、日本ミルトン・センター（The Milton Center of Japan, 1975 年 7 月

18日－2008年 3月 31日）の事業と組織を継承し、ミルトン研究を促進するこ

とを目的とする。 
3. 事業 以上の目的を達成するために、次の事業を行なう。 

 （1）研究大会 

（2）研究会 

（3）広報活動 

（4）その他 
4. 組織 本会は、本会の主旨に賛同する者をもって組織する。 

5. 役員      本会に以下の役員を置く。役員の選出については付則に定める。 

  会長1名   事務局長1名 

  事務局委員2名  企画委員6名 
ホームページ委員2名 会計監査委員2名 

6. 機関 （1）総会 

本協会の最高決議機関とする。議長は会長が務める。 

（2）運営委員会 

運営委員会は、本協会の運営に関する事項を審議する。委員長は会長が務め

る。運営委員会は、以下の役員によって構成する。 
会長 事務局長  事務局委員 

企画委員 ホームページ委員 

（3）事務局 

事務局は、会計、機関誌の発行、その他の事務を担当する。 
（4）企画委員会 

企画委員会は、研究大会・研究会等の企画を行う。 

（5）ホームページ委員会 

ホームページ委員会は、本協会のホームページの管理・運営にあたる。 

（6）顧問をおくことができる。 
7. 会計   （1）会費 
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会員の会費は年額 5,000 円とする。ただし、学生会員の会費は 1,000 円と

する。 

（2）会計監査 
会計監査は、原則として年 1 回、会計監査委員が行い、運営委員会および

総会に報告する。 

（3）若手支援 

学生会員が研究発表を行う場合、1 万円を上限に自宅あるいは在籍校から

会場までの実費交通費を支給する。 

8. 規約の改正 本規約の改正は、総会における出席者の過半数の賛成によって実施する。 
9. 設立年月日 本会の設立年月日は2008年4月1日とする。 

10. この規約は、2008年4月1日から施行する。 
付則   役員の選出ならびに所在地 
（1）会長は、運営委員会の推薦に従って、総会において選出する。任期は 3 年とし、再任

を認めない。 

（2）会長は、運営委員会に諮った上で、役員を任命する。 
（3）事務局長は、会長が会員の中から任命し、総会において承認する。任期は 1 期 3 年と

し、原則として最長 2 期とする。事務局委員は、会長が会員の中から任命し、総会に

おいて承認する。任期は1期3年とし、原則として最長2期とする。 

（4）企画委員は、会長が会員の中から任命し、総会において承認する。任期は 1 期 3 年と

し、原則として最長2期とする。 

（5）ホームページ委員は、会長が会員の中から任命し、総会において承認する。任期は 1
期3年とし、再任を妨げない。 

（6）会計監査委員は、会長が会員の中から任命し、総会において承認する。任期は 1 期 3
年とし、再任を認めない。 

（7）本会の所在地は次のとおりとする。 

〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25 

青山学院大学文学部 笹川渉研究室 

郵便局の振替口座 00990—5—306177 の口座代表者は事務局長笹川渉が担当する。 
 

2008年4月1日 

2012年4月1日改正 

2014年4月1日改正 

2015年12月5日改正 

2017年12月9日改正
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日本ミルトン協会 役員および委員 
（2021年4月1日現在） 

 

顧問  新井  明  聖学院大学     
 
会長  冨樫  剛  フェリス女学院大学    

  
事務局長  笹川  渉  青山学院大学     
 
事務局委員 松村 祐香里 金沢学院大学     

花田 太平  麗澤大学      

 
企画委員  江藤 あさじ （同志社女子大学）    

桂山 康司  京都大学      

川島 伸博  龍谷大学      

西川 健誠  神戸市外国語大学     

水野 眞理  京都大学      

渡辺 賢一郎 （川村学園女子大学）    
 
ホームページ委員 川崎 和基  日本大学      

菅野 智城  鶴岡工業高等専門学校    

 
会計監査委員 金﨑 八重  近畿大学      

桶田 由衣  日本大学      

 

*（   ）は非常勤講師 
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