主観 と努力 とオース ティン
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は じめに
2017年 は、 ジェイ ン・ オ ース ティ ン (Jane Austen,1775‑1817)の 死後 200年

を迎える。死後 100年 の際 には、彼女 が晩年 を過 ごしたチ ョー トンの家 に、英米
2。

の人 々が協力 して、彼女 の作 品 の永遠性 を称 える石版 を設 けた 石版設置 に協
「この国 とアメ リカ の称賛者 たち」 で あ って、協力者名簿 に その他
力 したのは、
の国 の人 々はい ない。 日本 で は、 19世 紀末 か ら20世 紀初頭 にか けて、 ハ ー ン、
坪 内逍逢、夏 目漱石 らがオー ステ ィン を紹介 して い たものの、読 み物 として国
内で出版 され るの も、翻訳 が 出版 され始 めるのも1920年 代 を待 たなければな ら
0。
ない
1917年 、第 1次世界大戦終盤 の ころである。その頃 のオーステ ィン作品 には、

個 々人 が抱 える現実 の問題 にフィクシ ョンが解決法 を授 けて くれ る とい う希望
が託 さオ
ヽ 読 む ことによって得 られる精神 的充足 のために注 目す る人 々がいた。
む
とい う行為が、現実 の個人 のなかに何 を産み出すか、文学 は何 の役 に
を読
本
たつ ことがで きるのか とい う こ とが模索 されて い たようである。大戦 で負 った
傷や精神 的打撃 に苦 しむ帰還兵士たちが、 リハ ビ リのために読 む ことを勧 め ら
れた と言われ、 キプ リング (Rlldyard Kiphng,1865‑1936)の 「ジェイナイ ツ」
(̀The Janeites',1926)は 、戦場 にあって、 ジェイ ン・ オース ティ ン愛読 で結 ば
1本

研究 はJSPS科 研費 (JP15K02296)の 助成 を受 けたものです。
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art as hels can nevel gRlw old'The Jane Atlsten Centelury Booklet(httpS:″
wordpress col■ 72012/06ん ane auSten centena,brodnⅨ mⅨ 五pdf)

'小 泉八雲 (Lafcadlo Hearn,18501904)、

aste∞ n,■ les

夏 目漱石 (18671916)、 坪内逍逢 (18591935)￨ま 東京
帝国大学、東京専門学校 (早 稲 田大学)な とにて教鞭 をとって英文学 を教え、 またそれ ぞれ著作
でオースティンを紹介 してい る。
1915年 の和 国垣謙 三 らの『模範英文学』
、 1923年 研究社英文学叢書 に、Pnde and Prludteが
収め られた。野上豊一郎 訳で、国民文庫刊行会 よ り1926年 に翻訳が出版 された。
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れている秘密結社 めいた人 々を描 いた4。
オースティンの死後100年 を記念する年の論考から、ファラー (Re」 nald JOhn
Farre■ 18801920)に よるものを読 んでみよう。彼 は東洋への旅 にオースティン
小説を携え、 日本 にも立ち寄 り、その印象を旅行記 として出版 したが主に植物
や庭に関する仕事で名を残 してい る人物 である5。 100年 前の論考であって、た
だ古 めかしく思われる部分もある。しかし、オースティンの死後100年 を経 て書
かれた論文を、それから更 に100年 経過 した今、改めて振 り返ってみると、文学
が時空を超えて果たす重要 な役割 の一端を再認識することができる。その論考
のなかで、彼 はオースティンの普遍性 をシェイクスピアと同様 にとらえて、天
才 は具体イ
ヒと一般化を同時 に実現することがで きると述べている。彼 の評価 で
は、彼女は「人間の本性 と同じだけの拡がりを有 し」
、人間と人間社会 の本質を
「非常 に徹底的で変 らぬ献身をもって真実を追求する」作家であ
問うた。また、
6。
り、その最高峰 は『エマ』であると彼 は宣言する
ファラーが挙げた普遍性 の達成を、 ここでは個人 の意識の焦点化 と、主観的
見解への警戒 に絞 って、小説の内外 のオースティンの著述を追 う。ォースティ
ンの小説を読むとき、私たちは、たいてい18世 紀 から19世 紀初頭 の特定の時代
背景 と文化を受容 し、理解 しようと努 める。そこから学ぶことが楽 しいからで
ある。 しかし、疑間が残 ることもある。 ブラウンによれば、 ボックス・ ヒルで
の「エマの残酷 さはまさに衝撃的なのである」
。とい うのも、彼女の行為が、階
「
級社会で強い立場 にいる者 が 弱者 を守る」 とい う「最も基本的な人間社会 の
7。
法則 に背 く」 とい う理由においてである しかし、エマの世界 の階級意識 に基
づいた弱者保護 の価値観を私 たちは共有することがで きているのだろ うか。確

かに社会階層 に根 ざした義務や保護を想起 し、土地の名士 として弱者 を守ると
い う役割でこれ を理解することはで きる。またキリス ト教的倫理観 で納得 し共
e新 約聖書の倫理を継 ぐ
感することもできる。マ ッキンタイヤは、ギリシャ及 υ
者 としてオースティンを位置づ けた

8。
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重点 をお きなが ら、オ ー ステ ィ ン作品 が古典 の伝統 とキ リス ト教的倫理観 の統
合 を表わす と論 じて い る エ ムズ レーは また、作 品 とオース ティ ンの手紙 に書
9。

かれた内容 を使 って、
『エ マ』 の 中 で特 に問題 になる、個人的 な誠実 さと、社会
「いかに正直 にす べ きかJと 「い か
の中での個人 の振 る舞 い の間 の緊張関係 を、
に礼儀 を尽 くすか」 の間の対立 と調停 の問題 として とらえ、 キ リス ト教的な隣
Ю
人愛、慈悲心、チ ャ リティーに結 びつ けて い る 。 こ うした議論 は、十分 に説
得力 がある。 しか し、 さらにもっ と普遍的 に読者 が共有す るもの、 あるい は逆
に限定的 に現代 の読者 によ り強 く訴 えかける要素 がある と考 えてみ よ う。 その
ために、 まさにキ リス ト教的 な祈 りか ら始 め、特定 の宗教 に依 る言 葉 がいかに
普遍的ア ピール をもって い るか、 そ してそれが作品で どう使われ て い るかを示
す ことにす る。

‖ 祈り
オ ース テインが著 わ した祈祷 は、私 たちが持 ちがちな聖職者 の娘 へ の期待 に
違 わず、英 国国教会 の祈祷書 か ら大 きな影 響 を受 けてい る。 グランディによれ
ば、彼女 が使 っていた聖 書 と祈祷書 は1611年 、 1612年 版 であ り、 その格調高 い
文言 の リズムが彼女 の祈祷 に反映 されて い る 祈祷書 との文言の差異 は、ォー
ス ティンの意図的 な文言・ 表現 の選 択 を指 し示 して い ると考 え られ る。
11。

日で祈 りを1昌 えるだ けでな く、心 か ら神 に向 き合 うことがで きるよう……
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thee with our Hcarts,as‖ th our LipsF)2
The Book of CommOn Prayer ttd,we beseech thee,glvO us that due sense
of all thy mercies,that our heatt may be unfcignedly thankfut and that we

may shew forth thy pralse,mt only‖ th our■ ps,but h our he団

'13

オ ース ティ ンによる祈祷 では、 まず、日先 と心、言 葉 と真心 が、 ふ たつの異
なるもの として設定 され、 それが一致す ることによ り、恥ず べ きところな く神
にまっす ぐに向 か う ことが 出来 るよう、恵 み を与 えて ください と願 う。一 方 (
『祈祷書』の類似 の部分 では、神 の慈悲 を請 うて、それによ り神 を称 える言葉 を
提示 し、行動 によって も示 す ことがで きる よ うに、 と請 う。前者 は、 自分 の言
動 に関す る認識 と、 それ を律 しようとす る意思 と努力 に大 きな重点がある。恩
寵 を与 え られ ることによって得 られるのは、神 に向 き合 い、話 しかけるための
覚悟 であ り、神 に導 かれて こそ人 は意志 をもち、努力す ることがで きるが、 そ
こか ら先 は個 々の人間の認識 と判断 による。 そ して、 自分 の努力 と選択 の結果
であるか ら、思考、言動 は、反省 の対象 となる。
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今、 そして一 日の終わ りに、私 たちが どの ように一 日を過 ごしたか、 どん
な考 えをもち、言葉 を話 し、 どんな行動 を したか考 えることがで きます よ
うに。私 たちは、 ……意図的 に誰 かに痛み を与 えは しなかっただろうか ?
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えたきふ
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一 日の終わ りに、頭の中で起 こっていたこと、日にした言葉、 とった行動、
この三点 に分 けて 自省す るとい うのは、 まさに Fエ マ」 で主人公エマが常 に意
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「意図的 に人 に痛み を与 えなかったか ?Jの 自
識 してい ることである。 そ して、
間 は、ボ ックス・ ヒルでのエマ の ミス・ ベ イ ツに対 す る言葉 の場面 を想起 させ
る。思 考、発言、行動 を素直 に相 互 に結 びつ け る ことが、徳や社会 のル ール、
円滑 な人 間関係 に反す るときに、 どの ように 自 らを律 す る可能性 があるのか考
「 この ような
慮することは、
『 エマJの テーマ となって い ると考 え られる。 また、
問 い を 自 らの心 に投 げか ける よ うに導 いて ください」 とい う信仰 に根 ざ した人
間 の意図的 な問 い かけ と、 その問 い かけによる 自省 が促 す改善 へ の信頼 が ここ
にみ られ る。第 一段階 として、思考・ 感情・ 行動 の方向性 を与 えて くれ るのは
信仰 であ り、 それ以 降 は人間の意思 と意 識 と努力 によるもので あ って、 この二
段階 が想定 されて い る。同 じような、恩籠―努 カー行動 の繁 が りは次の箇所 に
もみ られ る。
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which we、ⅢЭ
uld desire from them ourselves
真 にキ リス ト教徒 らしい精神 をもって、私 たちの救世主が至高 の範 を示 し
て くださ った ような辛抱 と忍耐力 を得 るよ う努力す るために思籠 をお与 え
ください。 ¨私 たちをしむ けて ください。 自分 の行動 を吟味するときにの
み、厳 し くなれ ます ように。同朋 の ことは親切心 をもって考 えることがで
きます ように。 自分 の言動 が判断 され るときに示 して もらい た い と思 うよ
うな、慈悲心 をもって同朋 の言動 を判 断す ることがで きます よ うに6。
自己分 析 を行 う努力 に向 か う意思 を促す神 は ここで も人間個人 の努力 を後押
ししている。 ム アの分析 では、オ ーステ ィ ン作 品 には人間 が行 う努力 にたいす
る信頼 が示 されてお り、 まさにこの ような祈祷 か らそれが読み取 れ る16。 人間
の意識活動 へ の信頼 は、 さまざまな境界 を越 えた多様 な人 々に普遍的 な訴 えか
けとなることがで きる。
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‖.個 人の意思
恩寵 と努力の二段階を想定 して、小説には主に第二段階の意識活動を描 くこ
とにより、特定の信仰 に根ざしながら、彼女の小説 はそこに限 られない広い読
者 を満足させ るものになり得 る。正直 と思 いや り、真実 と礼儀、本心 と体裁の
配館がむきだしになるのがボックス・ ヒルの一件であるが、 この作品の世界 は、
高度 に意識的、意図的であ り、小説の早い段階から、意図的な自己制御 が焦点
になってい る。認識 と制御 の対象 は、言動 であ り、感情 であ り、思考 である。
決意をもって行動す る主人公はよくみかけるが、エマの場合、決意 をもって行
動す るばか りでな く、決意をもって考 え、発言 し、楽 しみ、感 じるのである。
たとえ 「エル トン氏の妙な態度やその他不愉快 なことはできる限 り考えない
'ム
ことにして
、楽 しめることを最大限 に楽 しもうと心に決めていた」 とい うよう
に、自己を対象イ
ヒして、考 えないこと、楽 しむことに自らを向かわせ る自己操
縦 がある
エマがもつ人生 を生 きる方針は、彼女の傍 らにハ リエ ットがいることにより
明確化される。ハ リエ ットに教 えるとい う行為 によ り、その方針を明確 に言語
17。

化す ることになる。エル トンの真意 がわか り、失意のハ リエ ットに、エマは、
慰め宥めるとい うよりも、自己管理を要求する。 自分で意識的に努力 して自分
の感情を制御せ よとい うのである。
私 のために努力す るようになどとは言 っていないのよ、ハ リエ ット。エル
トン氏 のことを考えない ように、彼 のことを口にしないようにとい うのは
私のためにとい うことではないのよ。あなた自身のためにそうしてちょう
だい。私 の安 らぎよりももっと大事な ことのために、つ ま り、あなたが 自
分を律する習慣 を得ること、・……大きな苦痛 からご自分を救 うとい うこと
18。
をあなえたキらをもらふえふあま
自己 に対す る命令 で 自己 を制御す ることの重 要性 を指摘 するのは、 エマ ばか
りではない。 ナイ トリー はジ ェイ ン・ フェアファックス を褒 めるにあた り、彼
女 が派手 な感情表現 を しない ものの、実 は感情豊 かな人物 であ り、 それを制御
"Janc Austen,E″ zら ed Rlchard CЮ nln and Dorotty McMulan,Thc Calnb」
Works ofJane Austen(Cambndgc:camb● dgc U¨ 鶴 ● PIcSS,2015),p126

18 Austen,′
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dge Editlon of the

19。
し、抑 えている ことを美徳 として指摘 す る 『エマ』 の世界 は、真実 と体裁 が
一致 した状 態 を希求 し、 自己へ の意識 の集 中 による 自己操縦 の過程 であ る。 そ

こでは個人 の意識 は常 に働 いてい な くてはならないのであるが、それだけに絞 っ
た個人的主観 の表 出行動 は問題 を起 こす。
トッ ドは、 この作 品の重要 なポイ ン トである喜劇性 を生み出す要素 として、
20。
ォ ̲ス ティ ン作 品の文体
オース ティ ンの文体 と言葉 の使 い方 を挙 げてい る
に関す る議論 のなかで、 ここではオ ース ティ ンの作 品の中での文体 の使 い分 け

に注 目し、 なかで も主人公 エマ の意識 に概 ね重 点 がおかれ るかたちで書 かれて
いる作品 での登場人物 の主観的語 りのあ しらい方 が果 た して い る役割 を考 えて
21。

み よう

lV.主 観
オ ース ティ ンの作品 の中で、ナ レー タ ー の語 りとは独立 の、登場人物 による
『エマ』での登場人物 による語 りや、
物語 の提示 は重要 な役割 を果 たして きたが、
手紙 は、 エマ の意識 が作 品 の大 方 の部分 を支配 して い るとい う設定 に伴 い、役
「分別 と多感』 のプラン ドンや、 ウィカ ムの ように、 まとまっ
割 を変 えて い る。
た形で人生 を語 りで回想す る人物 は ここには登 場 しない。 それ どころか、個人
が 自 らの主観的見解 をで きる限 り完全 なかたちで示す こ とへ の不信 が添 え られ
る。 ナイ トリー の本心 を知 ったエ マ がその愛情 に応 えることがで きる とい う こ
とを明 らかにす る とい う極 めて重 要 な場面であるので、わざわ ざ殊 に印象 づ け
るかたちで、個人 の語 りの覚東 なさに関す るコメン トが差 し挟 まれ る。 エマ が
意図的 にハ リエ ットの恋心 を伏せ る選択 を して い ることを踏 まえて、個人 の語
りはもの ごとの全体像 を忠実 に伝 える真実 の吐露 ではない ことを指摘 して い る。
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人間があかす ことに、完壁な真実 があることは、減多 にない。少 しも偽装
されていない とか、少 しも間違 っていない とい うことは稀 である。けれ ど
も、 この場合 のように、行動 が間違 っているにして も、感情が正 しい場合
には、たい して重要 なことではない。エマの心は、ナイ トリー氏が想定す
る以上に優 しく、彼 の心をこの上な く受け入れていた2。
オースティンは、人間の発言には、誤謬、恣意性、虚偽性 が備わってい るこ
とをこのようにさらりと指摘す る。主観的物語の構築が、会話のや りとりなど
で干渉を受けずに進めることが可能な手紙では、その傾向が守 られ、保持され
る傾向があることも彼女 は看過 しない。
オースティンの手紙 には、18世 紀 の人 々を魅了した手紙のスタイルに関す る
茶目っ気に満ちた コメントが散在す る。手紙 の書 き方に注意を払い、書簡 の手
法の伝統は継承 しながら、確立 してしまった流行 の硬直性 から軽やかに脱 しよ
うとしているかのようである。1799年 には、 ピオ ッツィ夫人の文体 を真似てみ
ようと思 ったが放棄すると書いている。1813年 の手紙では、書簡体小説の代表
的作家であるリチャー ドソンの作中人物 のように長々と自分 が書いてい ること
に気づいたと述べ、筆をとめて 自己観察 してみた り、一行 に二つのビリオ ドの
「書簡 の作 について私
ある短い文章を旨とすると決意表明をしてみせ る。 また、

の正義観念はたいへん厳格なのです」と疑似英雄体風に述べて、実際に行って

いるのは自分の手紙の長 さを相手が書いて きた量に合わせ ることであるる。
個人 の心情 の吐露 の重要 な手段 として発達 してきた手紙 について、Fエ マ』の
世界 はその価値観 を共有 しない。その立場の示 し方が軽妙である。エマ とナイ
トリーは、他人 の手紙 にたいする詳細 な判断を下すが、自分たちは手紙に依存
しない。彼女 と彼 は、会話 し、秘 め事のある人 々、 ジェインとフランクは、さ
かんに手紙を書 き、彼 らの手紙が人 々に話題を提供 し、あるいは「四十回も読
んで」間かされるZ。「高慢 と偏見Jの ダーシーのように手紙 で人生を語 り、そ
2 Austen,コ 開
に ,470
この部分 は、詳細 な分析 が行 われ、告 自 と感情 の主体 をナイ トリー ととり、
「ナイ トリー氏 は
現在エマ に彼 に対 して持っている以上の優 しい心、彼 を受 け入れて くれる情熱を求 めることは無
理であると思っていたJと して、エマの心の豊かさとい うよ りも限界を強調する解釈力桁 われて
いる 〈
木下善貞 「rエ マJ H49章 の数節 の畑
rジ ェイ ン・ オース ティ ン研究J第 9号 、2015、

P,1618
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れ まで秘 め られていた ことを明 かす人物 と言 えば、 フランクであるが、過去の
「真実 Jを 明かすための手紙 の使 い方 は、大 き く異 なってい る。物語 の序盤 で
は、 フランクの手紙 は、登場人物 の間 では読 まれ るが、 読者 には提示 されない
かたちで まずは現 れる。彼 の 「す ばらしい手紙」 は、第 2章 で しつ こい くらい
同一の表現 で繰 り返 し言及 され る。手紙 の文面 その ものは、 あ とか ら考 えてみ
れば不 自然 なほ ど読者 の目か ら隠 されて い る。 ただ し、オ ース ティ ンの ことで
あるか ら、巧妙 に不 自然 さを感 じさせ ない設定 が施 され、 ウ ェス トン夫人 が受
け取 った手紙 を、 ハ イベ リー の人 々の間 の噂 にのせ、会話 の主題 に して、本体
を隠 して しま うの である。個人 が受 け取 り、個人 が興味 をもつ手紙 が文面 に表
れないのは理 由を問 い た くなるが、多 くの人 の噂 になってい る とい う状況 を示
し、中心 を示 さな い ままに周縁 を膨 らませ て、十分 に表現 されて い ると感 じさ
せ ることがで きて しまって い る。 ロバー ト・ マー ティ ンがハ リエ ッ トに送 った
る
結婚申込 の手紙 も、評価 の対象 にはなって も、開示 されない 。
さて、終盤 のフランクの手紙 は、序盤 と違 って、文面 があ らわ される。転送
す るにあた り、 ウ ェス トン夫人 はエ マが 「手紙 にた い して正 当な評価 をす る」
26。

ことを期待 す る と書 き添 える

当 のフラ ンクは、 ウ ェス トン夫人 に 「なに ご

とも受 け入 れ る姿 勢 と甘や か して 赦 して くだ さる寛大 なお心 (candour and
hdutence)で 読 んで い ただけると思 ってい ます」 と手 紙 を始 めるZ。 「素直 さ
と寛大 さJを 他人 に要求す ることで、 フラ ンクは 自分 の手紙 の 自己中心性 を際
立 たせ ることになる。 そ して彼 は、 ウエ ス トン夫人 が立 場 上 自分 の 目的 に沿 っ
た計 らい をして寛大 さを最 も発揮 して くれ る人物 であることを心得 ている。
「正 当 な評価」 と 「正義Jが 話題 になるが、扱 い は
この ような手紙 について、
でない。 エマ は手紙 がもつ感情 に訴 える力 を受 け入れ、 ウエ ス トン夫人 が
深亥」
る
言 うところの 「正 当に評価 す る」配慮 を最大 限 に発揮 す る結果 となる 。 ナイ
トリー は 「正義 に関わ る問題であるか ら、正 当な評価 を下 しましょ う」 と言 っ
て読 み始 める"。 まず、最初 はフランクの気取 った筆致 が槍玉 に挙 げられ、否
定的な意見 が伝 え られ る。彼 は続 けて、手紙 を読み上 げた り、 それへ の コメン
トを差 し挟 んで、 エマ と会話 しなが ら読 み終 える

30。
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彼 にとって、 フラ ンクの

「内容 に応 じて、微笑み、表情をかえ、頭 を振 り、同
手紙を正当に扱 うことは、
意するとか、賛成 しない とか述 べた り、愛 の言葉を口にし、 じつくり考 え込ん
だあとに、真面 目な結論をくだす」 ことだった31。 読者 は既 にエマ と共 に前章
でフランクの手紙を読 んでいるから、 ここでの関心 は、ナイ トリーの反応 にあ
る。手紙 は個人の主張を一方的 に展開する場を提供することができるが、 ここ
で重視 されているのは、主観的な陳述を行 うことそのものではな く、その先の、
主観的見解 が表出されたものをどのように扱 うかとい うことである。それはヽ
社会的 なや りとりを通 じて、特 に会話の中で求められ、得 られてい く32。

31 Austen,′

ら pp 485 86

"″
'2オ ー ス テ ィ ン作 品 の 中 で の会 話 の役 割 と、 会 話 の 読 者 へ の 作 用 につ い て は、 た とえ ば、 Bharat
Tandon,′ ′И 笏 α″ 詢%M"α ′
″ ″ attυ ″餡ぁ π(Londm:Anthem2 2003)参 照 。

‑ 80 ‑

参 考文 献
Austen,」 ane Cα 滋 ″″ιαπ′ 0漉 ´
″Nt″4gs edltcd by Margaret´ mne D00dy and

Douglas Murray Oford:Oxford Univcrsiけ PreSS,1993
‑――― E″m̲The Calnb● dgc Edition ofthe S、 rks of Jane Austen cditcd by

Richard Cronin and Dorothy McMillan Cambridgc:Cambudgc Un市 ersty
Press,2005
α″″MC″ 郷σ
お editcd by」 anetヽ l Todd and Linda Bree Cambridge:
物り

‑ι Cambridge
rみ ιB。 。
んゲ

t」 niversi″ Press,2008

ε。
%%ο πP″ の ιち]a Cambridgc:」 ohn Baskcwille,1762

■力ιBο οんゲ Cο %物 ″P

Brown,Julia Prew■ tt

ノι%aa

calnb五 dgc:Joh Alchdeacon,1771

Jα ″´Иzs̀ι ″t lVaυ ´
お i Sο ι厖′C″ αη″

″αη Лθ
γ
″
απ′Z″ι

Calnbridge,Mass ;London:Harvard Un市 crsiり PresS,1979

Bur¨s,」 ohn

Sヴ c"In rtt c″

R

Z"力 ″´スパ膨″

%み 方姥″ 6ο ″ραπあ

edited by Edwvard Copeland and Julietヽ
Siけ

lcヽ 4astei

Camb● dge:Carnbridgc Un市 er

Press,1997

Emsley Sarah ̀̀Laughing at Our Neighbors:」
Cha五 tだ

彫

^″

anc Austcn and the Problem of

π―
滋ι26,no l(2005)
α
力″
S ο

Enlsicy2 Sarah Baxte■ 滋

スな ″π七彫 ′
購 ″″ グ ι
tt ν7″ ″ ,New

York;Basmg

stOkc:PatraVe Macmi■ a■ 2005
FarreL Reginald John T″ ιGα rグ ο″グ スs滋 :17/2prι ssあ ″s//ο ″ Jη ακ London:

Mcthuen&Co,1904
Grundy lsobel
′α″あπ

"滋

」ane Austcn and Litera,Trad■ ions"In rあ ισι″b″ ψ

―

Oο ″

″´ス,6ι ″ら edltCd by Ed、 vard Copeland and Juhetヽ lcMastc■ 189‑

210 Cambddge:Calnbidge U血 versity Prcss,1997
g´ ル
′α″ιス″s″ πfr力 ′a嗜″σ
α′Lι ガム
●122∂ Zθ ‐
lθ
￠

arn:RKR 1987

̀a cdlted by B C Ed South‐

Kiplng,Rud57ard Dあ あ α″′ε″ι朧

̲London:MacmJlan&CO,1926

Maclnけ rc,Alasdair C ttι γ晩

:ス も
訥

%ι

蒻 ]乙 θ
η′T/1´ οり 3rd cd ed Notrc

Dame,Ind:Univcrsity of Notrc Dame Prcss,2007

Minet D A力 πιИ″s″ π οろ滋ι&σ ″
eton Un市 ersity Press,2003

Moorc,Roger E

̀グ

S″々 Princeton,N」

Religlon"In Cο ″ρクzあ π

"J夕

‑ 81 ‑

,Oxford:Punc

πιИ塔″4 edited by Claudia L

Johnson and Clara Tuite.314-22. Oxford: Wiley-Blackwell 2012.

Morini, Massimilian o. Jane Austen's Narrotiue Techfiiques

:

A

Stylistic and.

Prq-

natic Analysis. Famham: Ashgate, 2009.
Shapar4 David M., ed. The Annatated Ett ra b, Jsne Austen New York Anchor
Books,2012.

Spence! Jane. "Narrative Technique: Austen and Her Contemporaries." In A
Cornpafl.ien

a

Ja?u Ar?sraa edited by Claudia Johnson and Clara Tuite, Oxford:

Wiley-Blackwell, 2009.
Tandon, Bharat. Jane Austen anl, the Morality of Conoersation Londoru Anthem,
2003.

Todd, Janet M. Tfu Cambridge Inffod.u.cti.on to Jane Austeru Cambridge: Cambridge

University Press, 2006.
Waldron, Mary. Jane Austen and thz Fiction of Her Tirnz- Cambridge: Cambridge
University Press, 1999.

‑ 82 ‑

