
日本フランス語フランス文学会
2014年度秋季大会
2014年10月25日（土）・26日（日）

主催：広島大学
メイン会場：広島大学文学部　〒739－8522  東広島市鏡山1－2－3
（一般控室ならびに賛助会員展示場は法学部・経済学部１階南側）

第一日　10月25日（土）

受　付　11：30－16：00　　文学部玄関前
会　場：広島大学文学部

開会式　13：00－13：25（B204講義室リテラ）
　司会　　　　　　　　　　広島大学　中川　正弘
　開会の辞　　　　　　　　広島大学　近藤　武敏
　開催校代表挨拶　　　広島大学学長　浅原　利正
　会長挨拶　　　　　大手前大学学長　柏木　隆雄

タブル・ロンド　13：30－15：30（B204講義室リテラ）
　フランス文学研究・翻訳の現在
　　司会：　西永　良成（東京外国語大学名誉教授）
　　発表者：柏木　隆雄（大手前大学学長）
　　　　　　中地　義和（東京大学教授）
　　　　　　石川　美子（明治学院大学教授）
　　コメンテーター：
　　　　　　コリーヌ・カンタン
　　　　　　（フランス著作権事務所社長、翻訳家）
　　　　　　三浦　信孝（中央大学教授）

研究発表第1部　15：45－17：15
研究発表第2部　17：30－18：30

懇親会　19：00－21：00
　　会場：西条HAKUWA ホテル２階
　　　　　（文学部より徒歩数分）
　　　　 〒739－0047  東広島市西条下見 6－5－45
　　　　 Tel：082－431－4455

＊研究会　10：00－12：00
　　会場：広島大学文学部

第二日　10月26日（日）

受　付　9：30－16：00　　文学部玄関前
会　場：広島大学文学部

ワークショップ1－3　  10：00－12：00

ワークショップ4－6　  13：00－15：00

総　会　15：10－16：40（B204講義室リテラ）
　　議長　平手　友彦（広島大学）

閉会式　16：40－16：50
　会長挨拶　　柏木　隆雄
　閉会の辞　　松本　陽正（広島大学）

大会本部：広島大学文学部・松本陽正研究室
　　Tel：082－424－6693
　　Mail：yosei＠hiroshima-u.ac.jp
当日連絡先：Tel：082－424－6693
　　　　　　　25日：11：30－16：00
　　　　　　　26日： 9：30－13：00
●大会費等は同封の振込用紙にて、10月6日
（月）までにお振込みください。
●大会参加にあたり、招請状の必要な方は学会事
務局までご請求ください。
●各種委員会および役員会につきましては、学会
事務局よりご連絡いたします。
一般控室：法学部・経済学部１階B159教室
賛助会員展示場：法学部・経済学部１階　ロビースペース
大会費：1,000円
昼食：10月26日（日）は北第一福利会館内の学食

が営業しておりません。大学近辺に飲食店、
コンビニ等はあまりありませんので、お弁当
（1,000円）をご用意いたします。ご希望の
方はお申し込みください。
（弁当受け渡しは一般控室）
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日本フランス語フランス文学会2014年度秋季大会
ワークショップ要旨

10月26日（日）　13：00－15：00

哲学者が語る複数のマラルメ像 啓蒙と演劇

文学は知をどのように取り込むか

ワークショップ4（B102講義室）

ワークショップ6（B153講義室） ワークショップ7（B253講義室）

ワークショップ5（B104講義室）

Présidente : Mirei SEKI
 (Université Meiji, chargée de cours non-titulaire) 

Intervenants : Yann MÉVEL (Université du Tôhoku), 
Midori OGAWA (Université de Tsukuba)

En 2014, année du centième anniversaire de l’écrivain, 
de nombreuses rencontres internationales nous invitent à 
redécouvrir l’œuvre de Marguerite Duras, ouverte plus que 
jamais à des approches nouvelles et pluridisciplinaires. Nous 
nous intéresserons à l’attitude de l’écrivain face au monde 
réel à partir de la relecture de Hiroshima mon amour (1960), 
texte charnière d’une importance capitale dans la carrière de 
l’écrivain. Mirei SEKI se propose d’éclairer le changement 
du style durassien après Hiroshima, en tenant compte de la 
présence singulière de l’actualité narrative. Yann MÉVEL se 
penchera sur le contexte dans lequel a été écrit le scénario de 
Hiroshima mon amour comme sur le texte lui-même pour 
poser notamment la question de savoir dans quelle mesure ce 
scénario porte la trace de l’intérêt croissant de M. Duras, à 
l’époque, pour ce qui relève de la théâtralité. Midori 
OGAWA s’interrogera enfin sur le thème de la catastrophe 
qui sous-tend l’ensemble de l’œuvre durassienne et qui 
demeure actuel en ce début du XXIe siècle. Duras, comme le 
prouve aussi La Douleur (1985), ne s’est jamais éloignée du 
problème de la survivance. C’est à Hiroshima que nous en 
discuterons.

コーディネーター：梅澤　礼
（日本学術振興会特別研究員PD・慶應義塾大学）

パネリスト：松村博史（近畿大学）、和田光昌（西南学院大学）、
小倉孝誠（慶應義塾大学、司会）

文学、とりわけ小説ジャンルは、本来的にはその外部に位置するさま
ざまな知の言説を摂取し、それと共振し、時にはそれと干渉作用を起
こす。その知は宗教、法律、歴史、自然科学、医学など多様な領域に属
しており、文学がどのような知と特権的な関係を切り結ぶかは時代によ
って、作家によって異なるだろう。19世紀の小説は、そうした知の言説を
きわめて意識的に取り込むことで表象の可能性を広げ、社会と深く関わ
り、新たな主題を開拓していった。本ワークショップでは、何人かの作
家を具体例にとりながら、文学がどのような知の言説を、どのような様
式で取り入れ、それによって文学表象がどのように変貌したかを問いか
ける。
松村は、パラン=デュシャトレの公衆衛生学の方法論と、『人間喜劇』
の作家がパリを観察する視点には共通性があると考え、そこからバルザ
ック文学のどのような特徴が生まれたかを論じる。梅澤は、当時一般に
流布しつつあった奇形学の理論と犯罪者表象の共鳴関係に着目しなが
ら、ユゴーとウジェーヌ・シューの作品を読み解く。そして和田は、生成
研究の成果を踏まえ、『ブヴァールとペキュシェ』において科学の言説が
どのように取り入れられたかを考察しつつ、知を物語の中に位置づける
ためにフロベールが構築した文章の統辞論的な構造を問いかける。
ここに挙げられている作家以外にあっても、文学と知は多様で、複雑
な関係を有しているはずである。この問題は文学研究の課題であると同
時に、一時代の集合表象を問うことにもつながっていく。発表者と聴衆
のあいだに活発な議論が繰り広げられることを期待したい。

コーディネーター：阿尾安泰（九州大学）
パネリスト；奥香織（早稲田大学非常勤講師）、

馬場朗（東京女子大学）

啓蒙の強い光のもとで、18世紀の演劇は、完成された古典主義演劇と
新しい力に満ちたロマン主義演劇にはさまれ、くすんで見える。ただそう
したイメージこそ、現代の観点を過去に投影した18世紀像ではないだろ
うか。18世紀こそ、演劇がその影響力を前代以上に強め、演劇を越えた
様々な領域でその主題が論じられた時代である。演劇がこの時代に及
ぼしたダイナミックな運動を考察してみたい。
奥は、マリヴォー劇から始める。マリヴォー劇は、登場人物の言動を通
して人間の欲望や認識の不確実さを露わにし、理性によっては理解し得
ない感覚の知を表象する。では、演劇という芸術形式ゆえに、いかにし
て人間存在について思考し／させ得るのか。マリヴォー劇に頻出する
「恋の不意打ち」のテーマに光をあて、特に舞台上での言語と身体の関
係性に注目して、「思考の場」としての演劇の機能について考える。
馬場は、ジャン＝ジャック・ルソーを主題とする。彼のメロドラム『ピュ
グマリオン』は、若書きの喜劇『ナルシス』との関係のみならず、古代・
中世以来のピュグマリオン説話の系譜、そしてバロック・オペラを含む
18世紀の芸術文化とこれを支える当時の美学及び社会制度への批判
という複層的磁場のうちにある。彼の自伝小説群に対してこの特異な
音楽劇がもつとされる繋がりを、以上の観点から改めて捉え返すことを
目指す。
阿尾は以上の発表を踏まえ、演劇の提供する枠組みが、18世紀にお
いて、領域横断的に使用されていく様子に注目する。その展開の過程と
19世紀以降の近代化のプロセスとの差異を考察することで、新たな研
究の地平の可能性を探る。

コーディネーター：坂巻康司（東北大学）
パネリスト：立花史（早稲田大学非常勤講師）、

森本淳生（一橋大学）

難解さをもって知られる象徴派の領袖ステファヌ・マラルメ（1842-1898）。
この詩人のテクストは20世紀全体に亘り、実存主義からポスト構造主義
にいたる多種多様な哲学者たち（サルトル、フーコー、デリダ、ドゥルー
ズ、ラクー＝ラバルト、バディウ、ランシエールなど）によって考察されて
きた。哲学者たちはそれぞれ独自の発想からマラルメの思想に接近し、
自分たちの思索の主要な糧にして来たが、一体、なぜ彼らはマラルメに
魅了されたのか。このワークショップでは、その中の何人かの哲学者を
採り上げ、その思想においてマラルメの文学がいかなる形で反映される
ことになったのかについて分析する。まず、坂巻はドゥルーズの『ニーチ
ェと哲学』（1962）、『襞』（1988）におけるマラルメに関する記述を採り
上げ、それがドゥルーズ哲学といかなる関係を結んでいるのかについて
考察する。続いて、立花は主にデリダの『散種』（1972）を採り上げ、そ
こで分析されるマラルメの文学概念の特徴とデリダ思想との関連を考察
する。さらに、森本はランシエールの主に『マラルメ―セイレーンの政治
学』（1996）における特徴的なマラルメ像を採り上げ、いかなる哲学的思
索を経てこのような見方が構築されていったのかを検証する。マラルメ
の思想を個々の哲学者との関連で分析するということはこれまでもなさ
れてきたが、複数の哲学者の思想との関連を総体的に考察するというこ
とはこれまで十分になされてきたとは言えない。また、マラルメという19
世紀後半を代表する詩人が20世紀から現代に至る思想の流れの中でど
のような位置を占め、意味を持つのかについて知ることは、今日のフラン
ス文学研究の到達点を捉え返す上で欠かすことのできない作業であろ
う。

Le moment Hiroshima mon amour 
— à l’occasion du centième anniversaire

de Marguerite Duras



日本フランス語フランス文学会2014年度秋季大会
研究発表プログラム

10月25日（土）15：45－18：30　会場：文学部

日本フランス語フランス文学会2014年度秋季大会
ワークショップ要旨

10月26日（日）　10：00－12：00

シャンソンにおける反戦・平和主義 
―歌を通して見たヒロシマのイマージュ

ボードレール／バンヴェニスト
―詩学と言語学のはざまで―

近代フランス文学におけるモニュメント
―記憶・複製・再創造

B253講義室
B201講義室

自然主義文学研究会
日本ジョルジュ・サンド研究会

研究会　10月25日（土）10：00－12：00　

A会場

B251
講義室

17世紀・18世紀 語学
第1部　15：45－17：15 第2部　17：30－18：30

B会場

B102
講義室

C会場

B153
講義室

D会場

大会議室
（1F）

E会場

B253
講義室

F会場

B104
講義室

G会場

B201
講義室

司会：永瀬　春男（岡山大学）
　1．17世紀リベルタンの思想と作家のエトス
　　　― テオフィル・ド・ヴィオーの詩をめぐって ―
　　　　　スティーブ・コルベイユ（静岡大学専任講師）
司会：逸見　龍生（新潟大学）
　2．Évolution de l’image du père au l de l’écriture des lettres chez Jean-
　　 Jacques Rousseau -----  de la colère à l’admiration à l’égard d’Isaac Rousseau ----- 
　　　　　井関　麻帆（パリ第7大学博士課程）
　3．18世紀自然科学の方法と美学
　　　― 淡水ポリプの発見をめぐって
　　　　　中村　英俊（パリ第4大学博士課程）

司会：武本　雅嗣（山口大学）
　1．主語不一致ジェロンディフと認知モード
　　　　　渡邊　淳也（筑波大学准教授）

19世紀1 19世紀3
司会：中畑　寛之（神戸大学）
　1．「青空と石ころの無関心」
　　　― マラルメ初期詩篇をめぐって
　　　　　白石　冬人（東北大学大学院博士課程）
　2．マラルメとローデンバックにおける舞踊思想について
　　　　　村上　由美（早稲田大学大学院博士課程）
　3．『エロディアード』と『エレン』における詩的演劇性
　　　― 「作りものの天穹」« firmament factice »と聖ヨハネの斬首の軌跡 ―
　　　　　津留　和規（早稲田大学大学院博士課程）

司会：高木　信宏（九州大学）
　1．見えないものを見る意味
　　　― シャトーブリアンの旅行記作品における異国の表象
　　　　　野澤　督（慶應義塾大学非常勤講師）

　2．『アンリ・ブリュラールの生涯』における古代人
　　　　　上杉　誠（東京大学大学院博士課程）

19世紀2・20世紀1 19世紀4
司会：永田　道弘（大分県立芸術文化短大）
　1．『ユビュ王』におけるユビュの言葉と行為について
　　　―  parole から violence へ
　　　　　近藤　美紀（青山学院大学大学院博士課程）
　2．メーテルランク『青い鳥』における「認識の探究」とチルチルの変貌
　　　　　内田　智秀（名城大学非常勤講師）

司会：松田　浩則（神戸大学）
　3．応用心理学雑誌の寄稿者アラン
　　　　　新田　昌英（東京大学助教）

司会：加藤　京二郎（中央大学）
　1．テオドール・ド・バンヴィルにおけるシャンソンの影響と実践
　　　　　五味田　泰（日本学術振興会特別研究員）

　2．ランボーの「オフェリア」と「記憶」における光と水の効果
　　　― 現実と虚構の境界 ―
　　　　　田島　義士（関西大学非常勤講師）

20世紀2 19世紀5
司会：三野　博司（奈良女子大学）
　1．ボーヴォワールにおけるシモーヌ・ジョリヴェを語る意味
　　　　　伊ヶ崎　泰枝（広島大学非常勤講師）
　2．ボリス・ヴィアンにおける科学と文学
　　　― 「非連続」の観点から
　　　　　原野　葉子（広島文教女子大学非常勤講師）
　3．切断し反復すること
　　　― ロブ＝グリエ『幻影都市のトポロジー』における隔たりについて
　　　　　的場　寿光（神戸大学非常勤講師）

司会：宮川　朗子（広島大学）
　1．忘れられた大衆文学「犠牲者小説」について
　　　　　安川　孝（明治学院大学非常勤講師）

　2．レオン・ドーデのドレフュス事件
　　　― ユダヤ系作家をめぐる回想を中心として ―
　　　　　鈴木　重周（横浜市立大学共同研究員）

20世紀3 20世紀6
司会：岩切　正一郎（国際基督教大学）
　1．『物の味方』以前のフランシス・ポンジュの創作について
　　　― ジュール・ロマンとの出会いをめぐって ―
　　　　　横道　朝子（関西大学非常勤講師）
　2．フランシス・ポンジュとまどろみの詩学、夢のフィギュール
　　　― 1941年のテクスト生成を中心に
　　　　　太田　晋介（日本学術振興会特別研究員）
　3．ルネ・シャール『ラ・バランドラーヌの歌』における声について
　　　　　中嶋　美貴（早稲田大学大学院博士課程）

司会：門田　眞知子（EFEO Kyoto客員研究員）
　1．宣教する「聖人」たちとポール・クローデル
　　　― 第一次世界大戦期の詩作品から『繻子の靴』までの聖人像をめぐって
　　　　　上杉　未央（東京大学大学院博士課程）

　2．プルーストと舞台芸術
　　　　　福田　桃子（日本学術振興会特別研究員）

20世紀4 20世紀7
司会：石川　清子（静岡文化芸術大学）
　1．転倒する「原住民」世界と植民地エリート
　　　― ムールード・マムリ『阿片と鞭』について
　　　　　茨木　博史（南山大学専任講師）
　2．この世の舞台で演じきれない登場人物
　　　― アンヌ・エベール『カムラスカ』における確信を表す表現の反復
　　　　　佐々木　菜緒（明治大学大学院博士課程）
　3．Une lecture d’Un Champ d’Îles (1953) d’Édouard Glissant
　　　-----  autour du pronom « vous »
　　　　　早川　卓亜（早稲田大学大学院博士課程）

司会：塚原　史（早稲田大学）
　1．マン・レイにおける《白と黒》の変遷
　　　― 抽象と形象のトランスアトランティック・モダン
　　　　　木水　千里（成城大学非常勤講師）

司会：久保　昭博（関西学院大学）
　2．『最初の一日、リュフィスクにて』（1926）におけるジャン＝リシャール・ブロックの戦後
　　　― 受肉した「プロレタリア」としてのアフリカ黒人
　　　　　吉澤　英樹（成城大学非常勤講師）

20世紀5 20世紀8
司会：阿尾　安泰（九州大学）
　1．ニコラ・アブラハムとマリア・トロークのエディプス・コンプレクス理論
　　　　　佐藤　朋子（東京大学大学院教務補佐員）

司会：福島　勲（北九州市立大学）
　2．ジャック・デリダの「二重の会」におけるマラルメの位置
　　　　　立花　史（早稲田大学非常勤講師）
　3．ミシェル・セールの contingence 概念
　　　― ライプニッツから皮膚論へ
　　　　　縣　由衣子（筑波大学大学院博士課程）

司会：澤田　直（立教大学）
　1．非人称的なものについて
　　　― アンリ・メショニックにおけるブランショの言語への介入
　　　　　工藤　貴響（東京大学大学院博士課程）

　2．不安のリズムと詩的機能
　　　― アンリ・メショニックのリズム論における精神分析の位置付け
　　　　　森田　俊吾（東京大学大学院博士課程）

ワークショップ1（B104講義室）

ワークショップ3（B253講義室）

ワークショップ2（B102講義室）

コーディネーター：吉田正明（信州大学）
パネリスト：戸板律子（広島大学非常勤講師）、

高岡優希（大阪大学非常勤講師）

一般にシャンソンはサブカルチャーと見なされる故か、日本はもとより
本国フランスにおいてさえ、これまで本格的な学術研究の対象にはほと
んどされてこなかった。こうした状況を憂え、日本においてシャンソンの
学術的研究の基礎固めをし、その内実を様々な角度から検証し、文学と
の関係も視野に入れつつ、シャンソンをフランス文化史のなかに正当に
位置づけ、且つ、それがどのような役割と機能を果たしてきたかを明ら
かにするため、2002年12月に4人の有志が信州松本の地においてシャン
ソン研究会を立ち上げ、以来定期的に年2回の研究会を催し着実に会員
数を増やしつつ、2009年度からは研究誌『シャンソン・フランセーズ研
究』を毎年発行し、現在第5号まで刊行してその成果を公表してきた。
今回の秋季大会が広島大学で開催されるということもあって、本研究
会の活動内容の紹介も兼ねて、広く一般の関心を呼び、来場者が活発な
ディスカッションや意見交換に積極的に参加できるよう、「シャンソンに
おける反戦・平和主義―歌を通して見たヒロシマのイマージュ」と題して
ワークショップを実施することとした。
まず前半は、コーディネーターの吉田がシャンソンにおける反戦・平和
主義の流れをいくつかの歌を通して概観した後、パネリストの戸板と高
岡が、ヒロシマに言及したりそれを暗示したりしている歌を紹介し、それ
らヒロシマに纏わる歌をその流れの中に位置づけるとともに、ヒロシマ
がそれらのシャンソンの中でどのように歌われているのかそのイマージ
ュを探っていく。
後半は、問題提起された論点を巡ってパネリスト間で討論した後、来
場者の方 と々活発な議論と意見交換を繰り広げたいと思っている。

コーディネーター：中島淑恵（富山大学）
パネリスト：廣田大地（神戸大学）、阿部宏（東北大学）、

吉村和明（上智大学）

エミール・バンヴェニストは、詩的言語のありようを『悪の華』の随所
に観察し、数多くの手稿を残している。本ワークショップでは、『悪の
華』のテクストとバンヴェニストの手稿を対比させることによって、『悪
の華』の詩学を巡る諸問題について、様々な角度から考察を試みる。こ
の試みが、文学的言語に言及するのは一種の禁じ手と見做されかねな
い言語学的な立場からも、有機的な総体としての「作品」を言語学的に
腑分けすることに抵抗を感じがちな詩的・文学的な立場からもひとまず
自由になって、手稿の中で『悪の華』に虚心に対峙しているように思え
るバンヴェニストの知的興奮を追体験しながら議論を深める機会とな
れば幸いである。また、なぜそれは他の詩人や作品ではなくボードレー
ルの『悪の華』であったのか、また、なぜこれらの論考は未発表にとど
まったのか、という謎についても検討することにしたい。
廣田は、手稿作成時に用いられたのが『悪の華』のどの版であるのか
を特定し、その版に寄せられているボヌフォワの序文がバンヴェニスト
に及ぼした影響について検討する。
阿部は、バンヴェニストの言語観の根幹にある（間）主観性が、この
手稿群にどのようにあらわれているか。特に、時制の解釈に注目して考
察を行う。
吉村は、ボードレール的な詩の特質を示すキーワードとしてバンヴェ
ニストが注目するいくつかの言葉（「内面」、「深さ」、「現実（真実）」
など）を手がかりに、彼のなかで「詩」という特異な言語活動がもちうる
意味について考える。
中島は、バンヴェニストが『悪の華』について指摘しているエモーショ
ナルな表現が、詩的言語の形成にどのように関与しているかについて検
討を加える。

コーディネーター：田中琢三（お茶の水女子大学）
パネリスト：福田美雪（獨協大学）、

中村翠（名古屋商科大学）、高橋愛（法政大学）

ラテン語のmonēre（思い出させる）を語源とするモニュメントは、過
去の出来事や人物に関する何らかの「記憶」をわれわれに喚起させる建
造物や記念碑であると定義できよう。文学作品には、言語によってモニ
ュメントを「複製」し、その「記憶」を「再生産」するとともに、モニュメ
ントの意味やイメージを新たに「再創造」する機能があるように思われ
る。そうした観点からモニュメントを論じることは文学研究にとって有
意義なことではないだろうか。
このような問題意識のもと、本ワークショップではおもにエミール・ゾ
ラ（1840-1902）の作品を取り上げ、モニュメントをめぐる「記憶」の文学
的「再創造」について検討したい。福田は、ゾラの描いた第二帝政期を
特徴づける祝祭空間として、パリ・オペラ座の担った役割を考える。中
村は、都市の描写に描き込まれた建造物のアナクロニズムを、『愛の一
ページ』（1878）を中心に考察する。高橋は、ゾラの写真、『ルルド』
（1894）と『パリ』（1898）から浮かび上がる作家の意識を同時代のモ
ニュメントとの関連から論ずる。田中は、ゾラの『ローマ』（1896）におけ
るモニュメントの表象とイデオロギーの関係性を問題にする。
このワークショップでは、ワークショップ本来の形態である「全員参加
型の作業」によってモニュメント研究の可能性を探りたいと考えている。
具体的には、あらかじめ参加者に質問票を配布し、各パネリストが発表
で問題提起をした後、質問票の回答をもとに、参加者からそれぞれの
研究分野の知識を提供していただきながら、発表者と参加者による双
方向的なディスカッションを行いたい。
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司会：永瀬　春男（岡山大学）
　1．17世紀リベルタンの思想と作家のエトス
　　　― テオフィル・ド・ヴィオーの詩をめぐって ―
　　　　　スティーブ・コルベイユ（静岡大学専任講師）
司会：逸見　龍生（新潟大学）
　2．Évolution de l’image du père au l de l’écriture des lettres chez Jean-
　　 Jacques Rousseau -----  de la colère à l’admiration à l’égard d’Isaac Rousseau ----- 
　　　　　井関　麻帆（パリ第7大学博士課程）
　3．18世紀自然科学の方法と美学
　　　― 淡水ポリプの発見をめぐって
　　　　　中村　英俊（パリ第4大学博士課程）

司会：武本　雅嗣（山口大学）
　1．主語不一致ジェロンディフと認知モード
　　　　　渡邊　淳也（筑波大学准教授）

19世紀1 19世紀3
司会：中畑　寛之（神戸大学）
　1．「青空と石ころの無関心」
　　　― マラルメ初期詩篇をめぐって
　　　　　白石　冬人（東北大学大学院博士課程）
　2．マラルメとローデンバックにおける舞踊思想について
　　　　　村上　由美（早稲田大学大学院博士課程）
　3．『エロディアード』と『エレン』における詩的演劇性
　　　― 「作りものの天穹」« firmament factice »と聖ヨハネの斬首の軌跡 ―
　　　　　津留　和規（早稲田大学大学院博士課程）

司会：高木　信宏（九州大学）
　1．見えないものを見る意味
　　　― シャトーブリアンの旅行記作品における異国の表象
　　　　　野澤　督（慶應義塾大学非常勤講師）

　2．『アンリ・ブリュラールの生涯』における古代人
　　　　　上杉　誠（東京大学大学院博士課程）

19世紀2・20世紀1 19世紀4
司会：永田　道弘（大分県立芸術文化短大）
　1．『ユビュ王』におけるユビュの言葉と行為について
　　　―  parole から violence へ
　　　　　近藤　美紀（青山学院大学大学院博士課程）
　2．メーテルランク『青い鳥』における「認識の探究」とチルチルの変貌
　　　　　内田　智秀（名城大学非常勤講師）

司会：松田　浩則（神戸大学）
　3．応用心理学雑誌の寄稿者アラン
　　　　　新田　昌英（東京大学助教）

司会：加藤　京二郎（中央大学）
　1．テオドール・ド・バンヴィルにおけるシャンソンの影響と実践
　　　　　五味田　泰（日本学術振興会特別研究員）

　2．ランボーの「オフェリア」と「記憶」における光と水の効果
　　　― 現実と虚構の境界 ―
　　　　　田島　義士（関西大学非常勤講師）

20世紀2 19世紀5
司会：三野　博司（奈良女子大学）
　1．ボーヴォワールにおけるシモーヌ・ジョリヴェを語る意味
　　　　　伊ヶ崎　泰枝（広島大学非常勤講師）
　2．ボリス・ヴィアンにおける科学と文学
　　　― 「非連続」の観点から
　　　　　原野　葉子（広島文教女子大学非常勤講師）
　3．切断し反復すること
　　　― ロブ＝グリエ『幻影都市のトポロジー』における隔たりについて
　　　　　的場　寿光（神戸大学非常勤講師）

司会：宮川　朗子（広島大学）
　1．忘れられた大衆文学「犠牲者小説」について
　　　　　安川　孝（明治学院大学非常勤講師）

　2．レオン・ドーデのドレフュス事件
　　　― ユダヤ系作家をめぐる回想を中心として ―
　　　　　鈴木　重周（横浜市立大学共同研究員）

20世紀3 20世紀6
司会：岩切　正一郎（国際基督教大学）
　1．『物の味方』以前のフランシス・ポンジュの創作について
　　　― ジュール・ロマンとの出会いをめぐって ―
　　　　　横道　朝子（関西大学非常勤講師）
　2．フランシス・ポンジュとまどろみの詩学、夢のフィギュール
　　　― 1941年のテクスト生成を中心に
　　　　　太田　晋介（日本学術振興会特別研究員）
　3．ルネ・シャール『ラ・バランドラーヌの歌』における声について
　　　　　中嶋　美貴（早稲田大学大学院博士課程）
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　1．宣教する「聖人」たちとポール・クローデル
　　　― 第一次世界大戦期の詩作品から『繻子の靴』までの聖人像をめぐって
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　　　― アンヌ・エベール『カムラスカ』における確信を表す表現の反復
　　　　　佐々木　菜緒（明治大学大学院博士課程）
　3．Une lecture d’Un Champ d’Îles (1953) d’Édouard Glissant
　　　-----  autour du pronom « vous »
　　　　　早川　卓亜（早稲田大学大学院博士課程）
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　1．マン・レイにおける《白と黒》の変遷
　　　― 抽象と形象のトランスアトランティック・モダン
　　　　　木水　千里（成城大学非常勤講師）
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　2．『最初の一日、リュフィスクにて』（1926）におけるジャン＝リシャール・ブロックの戦後
　　　― 受肉した「プロレタリア」としてのアフリカ黒人
　　　　　吉澤　英樹（成城大学非常勤講師）
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司会：阿尾　安泰（九州大学）
　1．ニコラ・アブラハムとマリア・トロークのエディプス・コンプレクス理論
　　　　　佐藤　朋子（東京大学大学院教務補佐員）
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　2．ジャック・デリダの「二重の会」におけるマラルメの位置
　　　　　立花　史（早稲田大学非常勤講師）
　3．ミシェル・セールの contingence 概念
　　　― ライプニッツから皮膚論へ
　　　　　縣　由衣子（筑波大学大学院博士課程）

司会：澤田　直（立教大学）
　1．非人称的なものについて
　　　― アンリ・メショニックにおけるブランショの言語への介入
　　　　　工藤　貴響（東京大学大学院博士課程）

　2．不安のリズムと詩的機能
　　　― アンリ・メショニックのリズム論における精神分析の位置付け
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数を増やしつつ、2009年度からは研究誌『シャンソン・フランセーズ研
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まったのか、という謎についても検討することにしたい。
廣田は、手稿作成時に用いられたのが『悪の華』のどの版であるのか
を特定し、その版に寄せられているボヌフォワの序文がバンヴェニスト
に及ぼした影響について検討する。
阿部は、バンヴェニストの言語観の根幹にある（間）主観性が、この
手稿群にどのようにあらわれているか。特に、時制の解釈に注目して考
察を行う。
吉村は、ボードレール的な詩の特質を示すキーワードとしてバンヴェ
ニストが注目するいくつかの言葉（「内面」、「深さ」、「現実（真実）」
など）を手がかりに、彼のなかで「詩」という特異な言語活動がもちうる
意味について考える。
中島は、バンヴェニストが『悪の華』について指摘しているエモーショ
ナルな表現が、詩的言語の形成にどのように関与しているかについて検
討を加える。

コーディネーター：田中琢三（お茶の水女子大学）
パネリスト：福田美雪（獨協大学）、

中村翠（名古屋商科大学）、高橋愛（法政大学）

ラテン語のmonēre（思い出させる）を語源とするモニュメントは、過
去の出来事や人物に関する何らかの「記憶」をわれわれに喚起させる建
造物や記念碑であると定義できよう。文学作品には、言語によってモニ
ュメントを「複製」し、その「記憶」を「再生産」するとともに、モニュメ
ントの意味やイメージを新たに「再創造」する機能があるように思われ
る。そうした観点からモニュメントを論じることは文学研究にとって有
意義なことではないだろうか。
このような問題意識のもと、本ワークショップではおもにエミール・ゾ
ラ（1840-1902）の作品を取り上げ、モニュメントをめぐる「記憶」の文学
的「再創造」について検討したい。福田は、ゾラの描いた第二帝政期を
特徴づける祝祭空間として、パリ・オペラ座の担った役割を考える。中
村は、都市の描写に描き込まれた建造物のアナクロニズムを、『愛の一
ページ』（1878）を中心に考察する。高橋は、ゾラの写真、『ルルド』
（1894）と『パリ』（1898）から浮かび上がる作家の意識を同時代のモ
ニュメントとの関連から論ずる。田中は、ゾラの『ローマ』（1896）におけ
るモニュメントの表象とイデオロギーの関係性を問題にする。
このワークショップでは、ワークショップ本来の形態である「全員参加
型の作業」によってモニュメント研究の可能性を探りたいと考えている。
具体的には、あらかじめ参加者に質問票を配布し、各パネリストが発表
で問題提起をした後、質問票の回答をもとに、参加者からそれぞれの
研究分野の知識を提供していただきながら、発表者と参加者による双
方向的なディスカッションを行いたい。



日本フランス語フランス文学会
2014年度秋季大会
2014年10月25日（土）・26日（日）

主催：広島大学
メイン会場：広島大学文学部　〒739－8522  東広島市鏡山1－2－3
（一般控室ならびに賛助会員展示場は法学部・経済学部１階南側）

第一日　10月25日（土）

受　付　11：30－16：00　　文学部玄関前
会　場：広島大学文学部

開会式　13：00－13：25（B204講義室リテラ）
　司会　　　　　　　　　　広島大学　中川　正弘
　開会の辞　　　　　　　　広島大学　近藤　武敏
　開催校代表挨拶　　　広島大学学長　浅原　利正
　会長挨拶　　　　　大手前大学学長　柏木　隆雄

タブル・ロンド　13：30－15：30（B204講義室リテラ）
　フランス文学研究・翻訳の現在
　　司会：　西永　良成（東京外国語大学名誉教授）
　　発表者：柏木　隆雄（大手前大学学長）
　　　　　　中地　義和（東京大学教授）
　　　　　　石川　美子（明治学院大学教授）
　　コメンテーター：
　　　　　　コリーヌ・カンタン
　　　　　　（フランス著作権事務所社長、翻訳家）
　　　　　　三浦　信孝（中央大学教授）

研究発表第1部　15：45－17：15
研究発表第2部　17：30－18：30

懇親会　19：00－21：00
　　会場：西条HAKUWA ホテル２階
　　　　　（文学部より徒歩数分）
　　　　 〒739－0047  東広島市西条下見 6－5－45
　　　　 Tel：082－431－4455

＊研究会　10：00－12：00
　　会場：広島大学文学部

第二日　10月26日（日）

受　付　9：30－16：00　　文学部玄関前
会　場：広島大学文学部

ワークショップ1－3　  10：00－12：00

ワークショップ4－6　  13：00－15：00

総　会　15：10－16：40（B204講義室リテラ）
　　議長　平手　友彦（広島大学）

閉会式　16：40－16：50
　会長挨拶　　柏木　隆雄
　閉会の辞　　松本　陽正（広島大学）

大会本部：広島大学文学部・松本陽正研究室
　　Tel：082－424－6693
　　Mail：yosei＠hiroshima-u.ac.jp
当日連絡先：Tel：082－424－6693
　　　　　　　25日：11：30－16：00
　　　　　　　26日： 9：30－13：00
●大会費等は同封の振込用紙にて、10月6日
（月）までにお振込みください。

●大会参加にあたり、招請状の必要な方は学会事
務局までご請求ください。

●各種委員会および役員会につきましては、学会
事務局よりご連絡いたします。

一般控室：法学部・経済学部１階B159教室
賛助会員展示場：法学部・経済学部１階　ロビースペース
大会費：1,000円
昼食：10月26日（日）は北第一福利会館内の学食

が営業しておりません。大学近辺に飲食店、
コンビニ等はあまりありませんので、お弁当
（1,000円）をご用意いたします。ご希望の
方はお申し込みください。
（弁当受け渡しは一般控室）
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日本フランス語フランス文学会2014年度秋季大会
ワークショップ要旨

10月26日（日）　13：00－15：00

哲学者が語る複数のマラルメ像 啓蒙と演劇

文学は知をどのように取り込むか

ワークショップ4（B102講義室）

ワークショップ6（B153講義室） ワークショップ7（B253講義室）

ワークショップ5（B104講義室）

Présidente : Mirei SEKI
 (Université Meiji, chargée de cours non-titulaire) 

Intervenants : Yann MÉVEL (Université du Tôhoku), 
Midori OGAWA (Université de Tsukuba)

En 2014, année du centième anniversaire de l’écrivain, 
de nombreuses rencontres internationales nous invitent à 
redécouvrir l’œuvre de Marguerite Duras, ouverte plus que 
jamais à des approches nouvelles et pluridisciplinaires. Nous 
nous intéresserons à l’attitude de l’écrivain face au monde 
réel à partir de la relecture de Hiroshima mon amour (1960), 
texte charnière d’une importance capitale dans la carrière de 
l’écrivain. Mirei SEKI se propose d’éclairer le changement 
du style durassien après Hiroshima, en tenant compte de la 
présence singulière de l’actualité narrative. Yann MÉVEL se 
penchera sur le contexte dans lequel a été écrit le scénario de 
Hiroshima mon amour comme sur le texte lui-même pour 
poser notamment la question de savoir dans quelle mesure ce 
scénario porte la trace de l’intérêt croissant de M. Duras, à 
l’époque, pour ce qui relève de la théâtralité. Midori 
OGAWA s’interrogera enfin sur le thème de la catastrophe 
qui sous-tend l’ensemble de l’œuvre durassienne et qui 
demeure actuel en ce début du XXIe siècle. Duras, comme le 
prouve aussi La Douleur (1985), ne s’est jamais éloignée du 
problème de la survivance. C’est à Hiroshima que nous en 
discuterons.

コーディネーター：梅澤　礼
（日本学術振興会特別研究員PD・慶應義塾大学）

パネリスト：松村博史（近畿大学）、和田光昌（西南学院大学）、
小倉孝誠（慶應義塾大学、司会）

文学、とりわけ小説ジャンルは、本来的にはその外部に位置するさま
ざまな知の言説を摂取し、それと共振し、時にはそれと干渉作用を起
こす。その知は宗教、法律、歴史、自然科学、医学など多様な領域に属
しており、文学がどのような知と特権的な関係を切り結ぶかは時代によ
って、作家によって異なるだろう。19世紀の小説は、そうした知の言説を
きわめて意識的に取り込むことで表象の可能性を広げ、社会と深く関わ
り、新たな主題を開拓していった。本ワークショップでは、何人かの作
家を具体例にとりながら、文学がどのような知の言説を、どのような様
式で取り入れ、それによって文学表象がどのように変貌したかを問いか
ける。
松村は、パラン=デュシャトレの公衆衛生学の方法論と、『人間喜劇』
の作家がパリを観察する視点には共通性があると考え、そこからバルザ
ック文学のどのような特徴が生まれたかを論じる。梅澤は、当時一般に
流布しつつあった奇形学の理論と犯罪者表象の共鳴関係に着目しなが
ら、ユゴーとウジェーヌ・シューの作品を読み解く。そして和田は、生成
研究の成果を踏まえ、『ブヴァールとペキュシェ』において科学の言説が
どのように取り入れられたかを考察しつつ、知を物語の中に位置づける
ためにフロベールが構築した文章の統辞論的な構造を問いかける。
ここに挙げられている作家以外にあっても、文学と知は多様で、複雑
な関係を有しているはずである。この問題は文学研究の課題であると同
時に、一時代の集合表象を問うことにもつながっていく。発表者と聴衆
のあいだに活発な議論が繰り広げられることを期待したい。

コーディネーター：阿尾安泰（九州大学）
パネリスト；奥香織（早稲田大学非常勤講師）、

馬場朗（東京女子大学）

啓蒙の強い光のもとで、18世紀の演劇は、完成された古典主義演劇と
新しい力に満ちたロマン主義演劇にはさまれ、くすんで見える。ただそう
したイメージこそ、現代の観点を過去に投影した18世紀像ではないだろ
うか。18世紀こそ、演劇がその影響力を前代以上に強め、演劇を越えた
様々な領域でその主題が論じられた時代である。演劇がこの時代に及
ぼしたダイナミックな運動を考察してみたい。
奥は、マリヴォー劇から始める。マリヴォー劇は、登場人物の言動を通
して人間の欲望や認識の不確実さを露わにし、理性によっては理解し得
ない感覚の知を表象する。では、演劇という芸術形式ゆえに、いかにし
て人間存在について思考し／させ得るのか。マリヴォー劇に頻出する
「恋の不意打ち」のテーマに光をあて、特に舞台上での言語と身体の関
係性に注目して、「思考の場」としての演劇の機能について考える。
馬場は、ジャン＝ジャック・ルソーを主題とする。彼のメロドラム『ピュ
グマリオン』は、若書きの喜劇『ナルシス』との関係のみならず、古代・
中世以来のピュグマリオン説話の系譜、そしてバロック・オペラを含む
18世紀の芸術文化とこれを支える当時の美学及び社会制度への批判
という複層的磁場のうちにある。彼の自伝小説群に対してこの特異な
音楽劇がもつとされる繋がりを、以上の観点から改めて捉え返すことを
目指す。
阿尾は以上の発表を踏まえ、演劇の提供する枠組みが、18世紀にお
いて、領域横断的に使用されていく様子に注目する。その展開の過程と
19世紀以降の近代化のプロセスとの差異を考察することで、新たな研
究の地平の可能性を探る。

コーディネーター：坂巻康司（東北大学）
パネリスト：立花史（早稲田大学非常勤講師）、

森本淳生（一橋大学）

難解さをもって知られる象徴派の領袖ステファヌ・マラルメ（1842-1898）。
この詩人のテクストは20世紀全体に亘り、実存主義からポスト構造主義
にいたる多種多様な哲学者たち（サルトル、フーコー、デリダ、ドゥルー
ズ、ラクー＝ラバルト、バディウ、ランシエールなど）によって考察されて
きた。哲学者たちはそれぞれ独自の発想からマラルメの思想に接近し、
自分たちの思索の主要な糧にして来たが、一体、なぜ彼らはマラルメに
魅了されたのか。このワークショップでは、その中の何人かの哲学者を
採り上げ、その思想においてマラルメの文学がいかなる形で反映される
ことになったのかについて分析する。まず、坂巻はドゥルーズの『ニーチ
ェと哲学』（1962）、『襞』（1988）におけるマラルメに関する記述を採り
上げ、それがドゥルーズ哲学といかなる関係を結んでいるのかについて
考察する。続いて、立花は主にデリダの『散種』（1972）を採り上げ、そ
こで分析されるマラルメの文学概念の特徴とデリダ思想との関連を考察
する。さらに、森本はランシエールの主に『マラルメ―セイレーンの政治
学』（1996）における特徴的なマラルメ像を採り上げ、いかなる哲学的思
索を経てこのような見方が構築されていったのかを検証する。マラルメ
の思想を個々の哲学者との関連で分析するということはこれまでもなさ
れてきたが、複数の哲学者の思想との関連を総体的に考察するというこ
とはこれまで十分になされてきたとは言えない。また、マラルメという19
世紀後半を代表する詩人が20世紀から現代に至る思想の流れの中でど
のような位置を占め、意味を持つのかについて知ることは、今日のフラン
ス文学研究の到達点を捉え返す上で欠かすことのできない作業であろ
う。

Le moment Hiroshima mon amour 
— à l’occasion du centième anniversaire

de Marguerite Duras


