TCS 事業報告（ 2018 年 4 月－2019 年 2 月）

1.

国際シンポジウム

国民・国家・食─食とアイデンティティーの超域的な言説を求めて
People, Nations, Food: Toward a Transregional, Transdisciplinary Discourse
on Food and Identity
2019 年 1 月 26 日、27 日
主催：名古屋大学大学院人文学研究科附属 超域文化社会センター
会場：名古屋大学 カンファレンスホール［文系総合館7階］

本シンポジウム「国民・国家・食」(2019年1月26−27日)は名古屋
大学大学院人文学研究科附属超域文化社会センターの出発点とし
て、国内外の多様な研究領域の研究者を結び、近現代における食
の意味と表象について検討し、人間理解におけるその重要性を明
らかにするものです。
食は個人の身体のみならず国体の基礎となり、また国家と社会、
個人と集団のアイデンティティの基礎となります。資源であると
同時に、アイデンティティの象徴としても機能し、個人や集団を
引き寄せ、また引き裂きます。
「同じ釜の飯を食う」ことは、家族
や友人の絆を深め、信頼を強化します。一方、階級や民族、ジェ
ンダーなど、様々な差異を刻印します。食は、美学から戦争まで、
人間のあらゆる営みに影響を及ぼしており、遍在的かつ普遍的な
ものといえます。人間の生活における普遍的な課題である「食」を
出発点に、近代国家におけるアイデンティティの政治性などにも
論点を広げ、超域的な検討を行います。

1 月 26 日［土］

◉新世代パネル［10:00 –12:30］

【エネルギーの人文学】

企画：澤茂仁（名古屋大学大学院）
・市川遥（名古屋大学大学院）

山田宗史（早稲田大学大学院）
健啖家の文法―開高健『新しい天体』を中心に
朴根模（名古屋大学大学院）

エスニックタウンの食が生み出す文化的力動性：
大阪コリアンタウンの食文化とアイデンティティーの関連性を中心に
王黛茜（名古屋大学大学院）
反原発と有機農法との関わり─台湾第四原発反対運動を事例に

スターク・アーロン（名古屋大学大学院）
「大名古屋」へ―帝国の主要都市としての名古屋（ 1907–1945 ）
コメンテーター：藤木秀朗（名古屋大学）
司会：市川遥
（名古屋大学大学院）
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◉セッション 1 ［14:15–16:30］
チフィエルトカ・カタジーナ（ライデン大学）
歴史と事実の尊敬へ：お土産を例として
陳玉箴（國立臺灣師範大學）
レシピ本における東アジア交流―「占領下台北における『台湾食』
」
コメンテーター：小川翔太（名古屋大学）
司会：藤木秀朗（名古屋大学）

1 月 27 日［日］

◉セッション 2 ［9:00 –12:00］
河西英通（広島大学）
昭和初期の「東北飢饉」をどうとらえるか
藤原辰史（京都大学）
給食の日本史── GHQ 占領から学校給食法制定までを中心に
ホプソン・ネイスン（名古屋大学）
栄養指導車と戦後日本の食生活の変遷
コメンテーター：立川雅司（名古屋大学）
司会：小川翔太（名古屋大学）

◉セッション 3 ［13:30 –15:30］
金兌豪（全北大学校）
ブルガリアから韓国へ──乳酸菌が韓国の食文化として再発見された歴史的経緯
岩田クリスティーナ（名古屋大学）
詩に刻むキムチ──「在日」詩人の描く食・ジェンダー・差別
コメンテーター：浮葉正親（名古屋大学）
司会：ホプソン・ネイスン（名古屋大学）

◉総合討論 ［15:45 –16:45］
司会：ホプソン・ネイスン（名古屋大学）

｜ TCS 事業報告
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2.

超域文化社会センターセミナー
第 1回
2018 年 6 月 15 日

「前線と銃後の幻想
──戦時下の女性像を読み解く試み」
講師：早川タダノリ（編集者）
司会：飯田祐子（名古屋大学）

第 2回
2018 年 11 月 29 日

「ペリフェラル（ peripheral ）な資料から
エフェメラル（ ephemeral ）なものの歴史を描く
──広告やサブカルチャーを題材に──」
講師：難波功士（関西学院大学）
司会：池内敏（名古屋大学）

第 3 回（アソシエイト企画 1 ）
2018 年 1 月 18 日

「移動・記憶・セクシュアリティ
──台湾文学から見た東アジアの戦後」
講師：郭強生（台北教育大学）
、王盛弘（
『聯合報』の副刊副主任）
司会：張文聰（名古屋大学大学院人文学研究科博士後期課程）
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（著：郭強生、訳：西村正
台湾の長編小説『惑郷の人』

70年間を行き来して真相を解明していく。登場人物

男）が、2018年11月に名古屋のあるむ社から、
「台湾

には、前述した人々のほかに、南洋で亡くなった元日

文学セレクション」の4作目として刊行された。これ

本兵の台湾人少年の幽霊や、娼婦になる運命の貧し

を機に、2019年 1月 18日 ( 金 )、超域文化社会セン

い家の養女、故郷で差別されて台北に赴いて成功し

ターのアソシエイト企画の第一弾として、郭強生と

た原住民族の青年など、マイノリティの人々もいる。

王盛弘を招聘し講演会を開いた。本作品は戦前台湾

郭強生は講演会で、本作品はマイノリティの問題、つ

に生まれた日本人、アメリカに生きる日系人、45年

まり台湾社会におけるアイデンティティと多文化共

国民党とともに台湾に渡った「外省人」二世の若者な

生の問題を提起するだけでなく、同性愛者の関係を

ど、様々な故郷喪失者を主人公にして、彼らの「故郷

もって日台の関係を隠喩し、固定化されたヘテロセ

に惑わされた」物語である。小説の冒頭は、日台の

クシャルの想像を断ち切ることも目的であると述べ

国交が断絶した翌年の1973年から、台湾東部の田舎

た。また、
「移動」や「越境」に強いられたディアスポ

町でおこなわれる日台合作映画の撮影から始まる。

ラ（故郷喪失者）の問題を戦前から今日まで共有する

物語は時間順ではなく、戦時中から2010年代まで、

ものとして描き、本作品は戦争体験世代へのレクイ

エム（鎮魂歌）でもあるが、ディアスポラが現在進行

愛者文学）の発展から補助線を引き、日本文学に見ら

形の問題であることを提起したかったという。これ

れない台湾のクィア文学、クィアスタディーズの様子

らの問題は台湾に限定されるべきものでなく、今日

を報告し、論議をさらに深めた。15時から18時まで

の日本及び東アジアにも広く共有する問題系である

3時間にも及ぶ講演会は濃密な時間となり、懇親会

と、質疑応答の時間に熱く論議された。もう一人の

（張文聰）
まで熱量の高い討論が続いた。

登壇者・王盛弘は現代の台湾における同志文学（同性

第 4 回（アソシエイト企画 2 ）
2019 年 2 月 27 日

「ポストメディア時代の映像文化論」
講師：渡邉大輔（跡見学園女子大学文学部専任講師）
司会：澤茂仁（名古屋大学大学院人文学研究科博士後期課程）

ポストメディアをめぐる議論は、メディア論は言

主体／客体という対立図式を超え、それぞれがネッ

うに及ばず、美学、現代思想、情報社会論などの分

トワークとして有機的に結びつき、なおかつ干渉し

野で盛んになされてきた。それは映画論／映像論に

合いながら、ポストシネマ的な生態系へと再編成さ

おいても例外ではない。ここ十数年ほどのあいだに

れる。ここで興味深いのは、そうした関係が現代の

映画を取り巻く状況は大きく変貌し、大文字の「映

作品やメディア的固有性の次元で新たな表現形式を

画＝ film」はその存在論的な転回へと足を踏み入れ

生み出しているという点だ。ともすれば抽象的な議

た。ならば、映画批評／映画論はそれをどう捉え記

論になりがちな一連のテーマを、渡邉氏は華麗な手

述すべきなのか。講演者の渡邉大輔氏はその問題に

つきで具体的な映画テクストのうちに読解してみせ

映画批評の第一線で取り組んできた人物であり、そ

る。そこには批評家の本領が見るも鮮やかに炸裂し

（人文書院、
の単著デビュー作『イメージの進行形』

ていた。

2012年）からいまにいたるまで、まさに現代進行形

およそ二時間もの講演は、上記の三つの論点を軸

でめまぐるしく変容していく映画／映像の状況と枠

とし、来場者へ批評的な問いを投げかけるかたちで

組みをめぐり、さまざまな媒体で活発な批評活動を

おこなわれた。それゆえにか、講演後の一時間にわ

おこなってきた。

たる質疑応答では、ディジタル時代におけるリアリ

渡邉氏によれば、2018年の動向にはポストシネマ

ズムやサスペンス、観客性におけるジェンダーやエ

の重要な問題系が見られるという。それは大きく次

スニシティ、新たな映画批評とシネフィルの可能性

の三つの論点に分かれる。つまり、1 ）インディペン

など、多様な観点から絶えず質問が飛び交い、講演

デント映画／ワークショップ映画の「メジャー化・大

者とフロアのあいだでこれ以上にないほど濃密な討

衆化」、2 ）インターフェイス的画面の台頭、3 ）ポス

論が展開された。その白熱ぶりたるや。それはあた

ト・シネフィリー、である。ここでは、可塑性、触覚

かも映画を見終わった直後のような饒舌さに満ちて

性、相互包摂性といった概念が鍵となる。そのもと

いたように思える。映画をめぐってあのような美し

でイメージ、画面、観客（性）の三項は、従来までの

（澤茂仁）
い時間をともにできたことを祝福したい。

｜ TCS 事業報告
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3.

第4回名古屋大学・台湾大学大学院生研究交流集会

「零至無限大──日本研究的可能性」
2018 年 6 月 23 日

場所：台湾大学文学院会議室
主催：国立台湾大学日本研究センター、名古屋大学大学院人文学研究科附属超域文化社会センター

◉論文発表 1

司会：胡潔（名古屋大学人文学研究科教授）

高松世津子（名古屋大学人文学研究科博士課程後期課程1年）
元寇祈祷と舎利信仰─室生山埋納舎利と叡尊舎利信仰─
コメンテーター：徐興慶（中國文化大學外國語文學院院長兼臺灣大學日本研究中心執行委員）

黃庭碩（台湾大学歴史系博士候選人）
天下・佛國：從 9–10 世紀東亞世界看吳越國的政治二重性
コメンテーター：徐興慶（中國文化大學外國語文學院院長兼臺灣大學日本研究中心執行委員）

陳瑢真（台湾大学歴史系博士班二年級）
從熱蘭遮城倉庫的最後清單，初探荷蘭時代末期之台灣與日蘭貿易的轉變
コメンテーター：田世民（台湾大学日本語文学系副教授）

◉論文発表 2

司会：田世民（台湾大学日本語文学系副教授）

朴景淑（名古屋大学人文学研究科博士候補研究員）
「不・無・非・未」の否定の意味と程度性について
コメンテーター：林慧君（台湾大学日本語文学系教授）

田泰昊（名古屋大学人文学研究科博士課程後期課程二年）
製作委員会方式から見る日本のメディアミックスシステムの変遷
コメンテーター：梁蘊嫻（元智大学応用外語学系助理教授）
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◉論文発表 3 司会：甘懷真（台湾大学歴史学系教授兼日本研究中心執行委員）
木村美幸（名古屋大学学振特別研究員）
戦時下における日本海軍の志願兵宣伝
コメンテーター：龜田俊和（台湾大学日本語文学系助理教授）

陳昱君（台湾大学国家発展所碩士班二年級）
彩管報國的結局：日本二戰終戰後的戰爭畫畫家究責
コメンテーター：甘懷真（台湾大学歴史学系教授兼日本研究中心執行委員）

郭昶欣（台湾大学国家発展所碩士班二年級）
「優生學路徑下的「民族」──二戰中日人口政策中的觀察
コメンテーター：胡潔（名古屋大学人文学研究科教授）

◉論文発表 4

司会：HOPSON, Nathan Edwin（名古屋大学超域文化社会センター准教授）

鄒韻（名古屋大学人文学研究科博士課程後期課程三年）
語りえぬものから聞きえぬもの―吉屋信子の『花物語』の変遷と受容について
コメンテーター：范淑文（台湾大学日本語文学系教授）

谷川信（名古屋大学人文学研究科博士課程前期課程二年）
明治・大正期における夢言説と志賀直哉の夢小説について
コメンテーター：范淑文（台湾大学日本語文学系教授）

陳婉渝（台湾大学日本語文学系碩士班一年級）
村上春樹作品における記号としての「渡辺昇」
「ワタナベ・ノボル」
―短編集『パン屋再襲撃』における四つの作品を中心に―
コメンテーター：星野幸代（名古屋大学超域文化社会センター教授）

◉総合討論

｜ TCS 事業報告
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