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

Web版 Vol. 14 (2022) 

「祖国のために死ぬことは甘美で適切なこと」か 

水野 眞理 

 昨秋に住まいを移し、新しい土地での暮らしで何より楽しいのは、自分にとって新しい店

に入ってみることである。美容院もその一つで、我が家に一番近いところに行ってみた。そ

この名前がおかしくて、「サムソン＆デリラ」なのである。この名前をつけた経営者はちょ

っと教養がある人なのかもしれない、旧約聖書を読んだことがあるのかもしれない、しかし、

髪を切られることでサムソンの身に起こったことまでは考えていないのだろう、あるいは、

髪は切ってもまた生えてくるという美容院の存立基盤が重要なのだろう、などと考えながら

美容師さんの鋏に身を任せる。この美容師さんは店名の意味を知っているのかしら、と尋ね

たくなるが、知識をひけらかす客ほど厭なものはないだろうと思い、黙っている。気のせい

か、店を出て家まで歩く間、力が抜けたような感じがして、うなじのあたりを触ってしまう。 
 しかし、こういうことが笑い話でありえたのは 2 月までのことであった。その月の終わり

からロシアによるウクライナ侵攻が始まり、それは 3 月下旬の今も激しさを増している。ロ

シアが核兵器を使用するかどうか世界は固唾を飲んで見ているが、もしそれが現実となった

場合、NATO によってロシアへも核による攻撃が行われて世界大戦が始まるのだろうか。い

や、もうそれは始まっているのだろうか。「目には目を、歯には歯を」という古い教義は現

代の国際間にも適用されるのだろうか。 

 サムソンは最期に多数のペリシテ人を道連れに自死する結果となるが、ウクライナでもロ

シア軍に対するゲリラ戦が展開されているという報道を聞くとき、ウクライナの人々の運命

がサムソンのそれと重ならないことを私は願う。ウクライナ人にとってもロシア人にとって

も、もう 100年以上前にウィルフレッド・オーウェンが指摘したように「祖国のために死ぬ

ことは甘美で適切なこと」である世界はむごい。その一方、ではウクライナの人々は非戦の

理想に殉じて祖国を失うべきなのか、右頬を打たれて左頬も出すべきなのか、と問われれば、

それも断じて肯えない。 
 その名を書くことさえおぞましいロシアの大統領を『楽園の喪失』のセイタンに喩える誘

惑にも私は駆られる。セイタンはその取り巻きや軍とともに敗北し、一度は彼の逆襲が成功

したかに見えても、結局は神の計画どおりに世界が動いていく、という『楽園の喪失』のス
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トーリーは、しかし私たちが直面する地上の現実にもあてはまってくれるだろうか。政治に

疎く信仰も覚束ない自分には疑問と悩みが増すばかりである。ウクライナも、一度は髪を切

られたとしてもやがて髪が再生してロシアに打ち勝ってほしい、とただ願う。 

 世界が危機を迎えるたびに、状況が文学に働きかけてきた。2001年9月11日の同時多発

テロを機としてサムソンをテロリストとみなす言説とそれへの批判とが飛び交ったことが思

い出され、政治状況がミルトンの作品に再び意味を付け加えることを予想する。また文学は

世界のために何ができるかを人々は考えてきた。世界に放射能の降り注ぐ中、人類も、人類

が築いてきた文化も終わる、という事態を避けるために、何ができるかを。 
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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症の拡大の影響により、2020年度研究大会（第11回）で予定さ

れていたシンポジウムを、オンライン（Zoom）同時配信方式にて開催しました。 

 
日時 2021年7月3日（土）14時00分～16時15分 
  オンライン（Zoom）同時配信方式にて開催 

 
シンポジウム：ミルトンの音楽性 

オーガナイザー 金﨑 八重 

  1. 佐野 弘子：ミルトン青年期の音楽観 ――VoiceとVerseのハーモニー 

  2. 金﨑 八重：ミルトンの詩と後世の芸術家たち ――調和と融和 

  3. 倉恒 澄子：ミルトンとハーモニー ――フライ／ペンデレツキを中心に 

（出席者32名） 

日本ミルトン協会 第 12 回研究大会および 2021 年度総会 報告 

日時 2021年12月11日（土）14時00分～16時25分 
  対面およびオンライン（Zoom）同時配信方式にて開催 
発表 

   1. 上滝 圭介：『楽園の回復』における誘惑のシーケンスに関する一考察 
――共観福音書との比較を手がかりに 

  2. 天海 希菜：フランス革命におけるSatanのイメージ 
 
総会議事録 

  1. 活動報告 

   笹川事務局長より2020年度の活動について報告された。 

  2. 2020年度会計報告および会計監査報告 

花田事務局委員から2020年度決算（8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. 2021年度予算審議 

花田事務局委員から2021年度予算（8頁）が提案され、承認された。 

  4.研究大会と研究会の開催時期について 
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冨樫会長より、2022年度より6月下旬〜7月初旬に研究大会を、12月に研究会を開

催することが提案され、承認された。 

  5. 2022年度行事予定について 

第13回研究大会について 

・開催時期は6月下旬または7月初旬とする。（後日7月2日（土）に決定。） 

・金沢駅周辺の施設または金沢学院大学を第一候補とし、新型コロナウイルス感染症

の状況をみながら、金沢以外の会場（関西）も柔軟に検討する。 

・開催形態は対面とオンラインを併用したハイブリッド形式を検討する。 

・会場と形態は5月の連休明けを目処に決定する。 
・大会ではシンポジウムのみおこなう。（後日シンポジウムのタイトルは「本当らし

さと驚異――タッソ、スペンサー、ミルトンにおけるエピックとロマンス」に決

定。）オーガナイザーは森道子氏（大手前大学名誉教授）。他に、水野眞理氏（京都大

学名誉教授）と村瀬有司氏（京都大学）が登壇。 

  6. 大会の出欠を葉書からオンラインにすることについて 

笹川事務局長より、大会の出欠確認を従来の葉書から、Googleフォームを用いたオン

ライン形式にすることが提案され、承認された。会員には、Googleフォームによる出

欠確認の可否を伺い、Googleフォームを希望しない場合、メールでの連絡が取れない

場合、可否が不明な場合は、従来どおり葉書による出欠確認をすることとした。 
  7. 規約附則への加筆について 

下線部を加筆することとした。（該当部分のみ抜粋） 

・(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、原則として再任を認めない。 

・(7)「郵便局の振替口座00990—5—306177と総合口座14460—5367831の口座

代表者は事務局長笹川渉が担当する。」 
  8. 論集の発行について 

冨樫会長より論集の進捗状況が報告された。出版費用の一部として、基金より50万
円程度支出することが提案され、承認された。（なお、2021年度総会で、「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」が承認されている

ため、通常会計からの支出は最大300万円となる。） 

  9. 野呂有子氏からの寄付について 

  10. 今西雅章氏の逝去について 
  11. その他                         （出席者29名）  
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日本ミルトン協会会員業績（2021 年度） 

里麻静夫「『国事詩集』を読む――第 1巻「文芸」部門に於ける愚人像（3）」『英語英米文学』
第62集（2022.2） 中央大学英米文学会 1-22頁。 

道家弘一郎「『失楽園』における「蛇」について」『宗教と文化』第 38 号（2022.3） 聖心

女子大学キリスト教文化研究所 77-91頁。 

野呂有子（監訳）、金子千香（訳）『ジョン・ミルトンのラテン語詩全訳集――ラテン語詩原

典の比較対照版テキスト（1645年版、1673年版）付』 金星堂（2022.2） 

 

事務局だより 
2021年7月3日         

第29回運営委員会（出席者10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.  会員の異動について 

祖父江美穂氏の退会が報告された。 

2.  2020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.  2021年度予算案について 

花田事務局委員より報告、一部修正の上承認された。 

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報告と提案がなされた。 
・8月31日締め切りとして執筆依頼。 

・出版費用の一部として、基金より50万円程度支出することが提案され、次回総会の審

議事項とすることとした。 

5.  MAJ Newsの進捗状況についてについて 

川崎委員、松村事務局委員より、未刊行の号の公開に向けて準備していることが報告さ

れた。 

6. 12月研究大会、および今後の活動予定について 
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・大会は12月11日(土)に、青山学院大学での開催を予定し、2本の研究発表と総会をお

こなうこととした。可能であれば対面で開催し、オンラインで同時配信する形式とす

る。 

・2022年度大会のシンポジウムのオーガナイザーを森道子氏に依頼することとした。 
・2022年度『会報』の巻頭言は水野委員が執筆することとした。 

 

2021年12月11日        

第30回運営委員会(出席者11名、オンライン(Zoom)にて開催)、第12回研究大会、総

会。以下、運営委員会議事録より重要箇所を掲載。 

1. 2020年度会計報告について 

花田事務局委員より、2020年度決算、およ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. 2021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。 

3. 論集（『ミルトン研究案内(仮)』）刊行について 
冨樫会長兼編集委員長より、現在の進捗状況が報告された。遅れについて、年度内に臨機

応変に対応することが報告された。 

4. 7月研究大会、12月研究会とすることについて 

6月末〜7月初旬に研究大会と総会を開催し、12月に研究会を開催する案について承認さ

れた。 

5. 会計年度の確認について 
従来どおり、4月1日〜3月31日を会計年度とすることを確認した。 

6. 今後の活動予定について 

2022年度研究大会は、対面とオンラインを併用したハイブリッド形式による運営の負担

を考慮し、シンポジウムのみ開催することとした。 

2022年度研究大会のシンポジウムのテーマは、Tasso, Spenser, Miltonについて。オー

ガナイザーは森道子氏。他に水野眞理氏と村瀬有司氏が登壇。 
 

以上 
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名簿変更 
 氏名 〒 住所 電話・メール 所属 
 
変更 

 
天海 希菜 

    
日本大学 

 
変更 

 
江藤あさじ 

 
 

   
京都先端科学大学 

 
変更 

 
金子 千香 

 
 
 

   
日本大学 

 
変更 

 
花田 太平 

 
 

   

 
変更 

 
水野 眞理 

 
 

   

＊WEB掲載版には住所、電話番号・メールの情報は記載いたしません。 

 

 

訃報 

本協会会員の今西雅章先生が2021年8月に逝去されました。今西先生のご業績には、「エ

リザベス朝の独得の劇場空間とシェイクスピア的表現力：聴覚的効果と視覚的意味」『英文

学研究支部統合号 関西英文学研究』第6号（2014.1）323-30頁；『シェイクスピア劇と

図像学：舞台構図・場面構成・言語表象の視点から』彩流社、2008年；今西雅章編注『マ

クベス』大修館シェイクスピア双書 大修館、1987年 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。 
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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 

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。 
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（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、原則として再任

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 と総合口座 14460—5367831 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 

2021年 12月 11日改正 
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日本ミルトン協会 役員および委員 
（2022年4月1日現在） 

 

顧問  新井  明  日本女子大学名誉教授    
 
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 京都先端科学大学     

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  京都大学名誉教授     

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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