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フランス語圏舞台芸術・文献目録
（2007－ 2009）

堀切克洋・北原まり子（編）

今回の会報から文献目録が再開されました。時代や分野をこ

えた会員どうしの知的交流に役立てていただければと思いま

す。原則として、仏訳された日本の戯曲とバレエ関連の記事

を除く「フランス語圏舞台芸術」に関わる文献であれば、網

羅的に掲載してありますが、追加・訂正すべき項目がござい

ましたら、事務局まで情報をお寄せください（H）。

1．著作・翻訳

一般書

大村真理子『フィガロブックス パリ・オペラ座バレエ物語

―夢の舞台とマチュー・ガニオ』、阪急コミュニケーション

ズ、2009年

佐々木忠次『闘うバレエ―素顔のスターとカンパニーの物

語』、文藝春秋、2009年

ダンスマガジン編『モーリス・ベジャール　1927 ～ 2007』、

新書館、2008年

ダンスマガジン編『パリ・オペラ座のマニュエル・ルグリ』、

新書館、2009年

西元まり『シルク・ドゥ・ソレイユ―サーカスを変えた創造

力』、武田ランダムハウスジャパン、2008年

田中未知子、クリストフ・レノー・ド・ラージュ『サーカス

に逢いたい―アートになったフランスサーカス』、現代企画

室、2009年

マニュエル・ルグリ『パリ・オペラ座バレエへの招待状』、

度会輪子構成、阪急コミュニケーションズ、2008年

研究書・評論

千川哲生『論争家コルネイユ―フランス古典悲劇と演劇理

論』、早稲田大学出版部、2009年

梶谷二郎『Pierre Corneille の作品に見られるキリスト教思想

─その演劇理論と 2 人のオランダ人演劇理論家』、大阪教育

図書、2009年

白田由樹『サラ・ベルナール―メディアと虚構のミューズ』、

大阪公立大学共同出版会、2009年

中畑寛之『世紀末の白い爆弾―ステファヌ・マラルメの書物

と演劇、そして行動』、水声社、2009年

鈴木晶『バレリーナの肖像』、新書館、2008年

芳賀直子『バレエ・リュスその魅力のすべて』、国書刊行会、

2009年

塚原史『反逆する美学―アヴァンギャルド芸術』、論創社、

2008年

山縣熙『劇作家サルトル』、作品社、2008年

堀真理子『ベケット巡礼』、三省堂、2007年

田尻芳樹『ベケットとその仲間たち』、論創社、2009年

佐々木涼子『バレエの歴史―フランス・バレエ史-宮廷バレ

エから 20世紀まで』、学習研究社、2008年

譲原晶子『踊る身体のディスクール』、春秋社、2007年

矢橋透『演戯の精神史―バロックからヌーヴェルヴァーグま

で』、水声社、2008年

渡邊守章『快楽と欲望　舞台の幻想について』、新書館、

2009年

渡邊守章『渡邊守章評論集越境する伝統』、ダイヤモンド社、

2009年

アラン・ヴィアラ『演劇の歴史』、高橋信良訳、白水社、

2008年

クリスチャン・ビエ、クリストフ・トリオー『演劇学の教科

書』、佐伯隆幸監修、国書刊行会、2009年

アラン・リピエッツ『なぜ男は女を怖れるのか―ラシーヌ

「フェードル」の罪の検証』、千石玲子訳、藤原書店、2007

年

フィリップ・ラクー =ラバルト『歴史の詩学』、藤本一勇訳、

藤原書店、2007年

ミッシェル・サヌイエ『パリのダダ』、安堂信也・浜田明・

大平具彦訳、白水社、2007年〔新装復刊版〕

アラ・ローゼンフェルド、柴勤他編『舞台芸術の世界―ディ

アギレフのロシアバレエと舞台デザイン』、アートインプレ

ッション、2007年

アラン・バティウ『ベケット―果てしなき欲望』、西村和泉

訳、水声社、2008年

ジェイムズ・ノウルソン、エリザベス・ノウルソン編『サミ

ュエル・ベケット証言録』、田尻芳樹・川島健訳、白水社、

2008年

ディアドリィ・ベァ『サミュエル・ベケット：ある伝記』、

五十嵐賢一訳、三元社、2009年

ミシェル・フーコー『哲学の舞台』、渡辺守章訳、朝日出版

者、2007年〔増補改訂版〕

Catherine HENNION, La Naissance du Théâtre moderne à Tokyo

(1842-1924) : Du kabuki de la fin d’Edo au Petit Théâtre de

Tsukiji, Champ Théâtral, 2009.

Kensuke KUMAGAI, La Fête selon Mallarmé : République,

catholicisme et simulacre, Harmattan, 2008. 

Yoshiki TAJIRI, Samuel Beckett And the Prosthetic Body: The

Organs And Senses in Modernism, Basingstoke: Palgrave



Macmillan, 2007.

Yoshi OIDA, Lorna MARSHALL, Yoshi Oida : L’acteur flottant ;

L’acteur invisible ; L’acteur rusé, Actes Sud, 2008.

戯曲

ラシーヌ『ブリタニキュス　ベレニス』、渡辺守章訳、岩波

書店、2008年

――『フェードル』、笹部博司の演劇コレクション、メジャ

ーリーグ、2008年

モリエール『病は気から』、鈴木力衛訳、岩波書店、2008 年

〔改版〕

――（モリエル）『タルテュフ』、石川淳訳、昭和初期世界名

作翻訳全集、ゆまに書房、2009年

――（モリエル）『人間ぎらひ』、石川淳訳、昭和初期世界名

作翻訳全集、ゆまに書房、2009年

――（モリエル）『ドン・ジュアン』、石川淳訳、昭和初期世

界名作翻訳全集、ゆまに書房、2009年

マリヴォー『贋の侍女・愛の勝利』、佐藤実枝訳、井村順一

訳、岩波書店、2009年

ボーマルシェ『セビーリャの理髪師』、鈴木康司訳、岩波書

店、2008年

ユゴー『エルナニ』、稲垣直樹訳、岩波書店、2009年

アレクサンドル・デュマ・フィス『椿姫』、西永良成訳、光

文社古典新訳文庫、光文社、2008年

――『椿姫』、笹部博司の演劇コレクション、メジャーリー

グ、2008年

――（ヂユーマ）『椿姫』、林文雄訳、昭和初期世界名作翻訳

全集、ゆまに書房、2009年

ヴィクトリアン・サルドゥ『トスカ』、笹部博司の演劇コレ

クション、メジャーリーグ、2008年

エドモン・ロスタン『シラノ・ド・ベルジュラック』、渡邊

守章訳、光文社古典新訳文庫、光文社、2008年

ジャン・アヌイ『ひばり』、岩切正一郎訳、ハヤカワ演劇文

庫、早川書房、2007年

ジャン・ジロドゥ『オンディーヌ』、二木麻里訳、光文社古

典新訳文庫、光文社、2008年

アルベール・カミュ『カリギュラ』、岩切正一郎訳、ハヤカ

ワ演劇文庫、早川書房、2008年

ギィ・フォワシィ「ドラマシアター　『証言』」、中條忍訳、

『テアトロ』、2008年 10月号、pp.108-125

ロベール・トマ、アルベール・ユッソン『現代フランス戯曲

名作選：和田誠一翻訳集』、和田誠一訳、花柳伊寿穂編、カ

モミール社、2008年、pp.86-113

ピエール・ノット「私もカトリーヌ・ドヌーヴ」、柴田耕太

朗訳、『テアトロ』、2007年 4月号、pp.98-125

――「ジェラール・フィリップへの愛ゆえに」、真知子ラヴ

ォー訳、『テアトロ』、2009年 5月号、pp.86-113

――「背中のナイフ」、『テアトロ』、2008 年 10 月号、

pp.128-153

マテイ・ヴィスニユック「年老いたクラウン」、川口覚子訳、

『テアトロ』、2007年 2月号、pp.114-126

――「フランクフルトに恋人がいるサックス奏者が語るパン

ダの物語」、川口覚子訳、『テアトロ』、2009 年 2 月号、

pp.93-117

――「年老いたクラウン：おまえの乳房のうえで調教したエ

スカルゴ」、大木宏斗訳、『テアトロ』、2009 年 10 月号、

pp.101-112

ジャン・ポール・アレーグル「行き交い」、岡田正子訳、『テ

アトロ』、2008年 8月号、pp.112-136

ミシェル・アザマ「隔室」、佐藤康訳、『海外戯曲アンソロジ

ー 3』、日本演出者協会、2009年、pp.157-180

ヤン・ファーブル『わたしは血』、宇野邦一訳、書肆山田、

2007年

――「寛容のオルギア」、小山さち子訳、『シアターアーツ』、

第 39号、2009年、pp.15-33

翻訳その他

ラシーヌ「ラシーヌのアカデミー演説」、柳光子訳、

『Stella』、第 26号、九州大学フランス語フランス文学研究会、

2007年、pp.75-90

エミール・ゾラ「演劇における自然主義」、『文学論集―

1865-1896』、宮下志朗・小倉孝誠責任編集、佐藤正年編訳、

藤原書店、2007年、pp.25-74

ポール・ヴァレリー『魂と舞踏　樹についての対話』、清水

徹訳、岩波書店、2008年

アントナン・アルトー『アルトー後期集成 1』、宇野邦一・

鈴木創士・岡本健訳、河出書房新社、2007年

――『アルトー後期集成 3』、宇野邦一・鈴木創士・荒井潔

訳、河出書房新社、2007年

ジャン・ジュネ「『黒んぼたち』のための未発表の序文」、根

岸徹郎訳、『舞台芸術』、第 13号、2008年、pp.121-135

2．学術論文

中世・ 17 世紀・ 18 世紀

戸口民也「フランス最初の俳優たち：中世から偉大なる世紀

の夜明けまで（第 1 部 10-13 世紀）」、『長崎外大論叢』、第

13号、長崎外国語大学、2009年、pp.103-114

片山幹生「中世の演劇的テクストへの言語学的アプローチ」、

16



『早稲田フランス語フランス文学論集』、第 15 号、早稲田大

学文学部フランス文学研究室、2008年、pp.66-80

黒岩卓「アルヌール・グレバン『受難の聖史劇』における詩

作技巧：ユダを例に」、『フランス語フランス文学研究』、第

93 号、日本フランス語フランス文学会、2008 年、pp.127-

138

ミシェル・スタネスコ「神話的意識から聖史劇の美学へ」、

千川哲生訳、『国際研究集会　越境する演劇』、早稲田大学演

劇博物館、2008年、pp.25-36

川那部和恵「フランス 15 ～ 16 世紀の演劇状況─世俗劇の

上演現場─」、『奈良教育大学紀要（人文・社会科学）』、第

57 巻第 1号、奈良教育大学、2008年、pp.191-198

小澤祥子「中世ファルスの「性欲への笑い」とキリスト教社

会」、『仏語仏文学』、第 34 号、関西大学、2008 年、pp.223-

244

金山弘昌「フィレンツェのジャック・カロ：新たな上演芸術

表象の誕生」、『紀要』、第 7 号、日本橋学館大学、2008 年、

pp.13-38

――「ジャック・カロが描くコンメディア・デッラルテの二

つのイメージ： 3 人のパンタローネとスフェッサニーアの踊

り」、『慶應義塾大学日吉紀要 人文科学』、第 24 号、慶應義

塾大学日吉紀要刊行委員会、2009年、pp.133-154

ミカエル・デプレ « Cherea ou de la noblesse du comédien.

Contribution à l’étude des origines du théâtre moderne. (circa

1500-1530) »,『上智大学仏語・仏文学論集』、第 42 号、上智

大学、2007年、pp.1-47

―― « Théâtre-événement et théâtre d'auteurs ou le comédien

devant l’imprimé (1570-c.1620) »,『上智大学仏語・仏文学論

集』、第 43号、上智大学、2008年、pp.1-29

――「イエズス会演劇の起源と独自性――チンクエチェント

時代」、岡見さえ訳、『ソフィア』、第 57 巻第 4 号、上智大

学、2008年、pp.429-449

小倉博孝「悲劇の危険性――成功主義者ラシーヌ伝説の意

味」、『上智大学仏語・仏文学論集』、第 43 号、上智大学、

2008年、pp. 31-47

――「ポール＝ロワヤルの寵児―ラシーヌはいつ修道院に来

たのか」、『流域』、第 64号、青山社、2009年、pp.54-64

佐藤久美子「ラシーヌ悲劇における「極限状態」を表す文学

的表現技巧について――『アンドロマック』の分析を通じ

て」、『愛知県立大学外国語学部紀要（言語・文学編）』、第

41 号、愛知県立大学、2009年、pp. 49-72

シャルル・マズエ「コルネイユとラシーヌにおける古代ロー

マ」、小倉博孝訳、『ソフィア』、第 58 号、上智大学、2009

年、pp. 176-188

友谷知己 « La survie des innocents persécutés chez Racine : la

pastorale et la grécité dans Bérénice »,『仏語仏文学』、第 33号、

関西大学、2007年、pp.19-49

―― « Les épisodes dans La Pratique du théâtre de d'Aubignac »,

『仏語仏文学』、第 34号、関西大学、2008年、pp. 69-95

萩原芳子「ポール・ロワヤルの学校とレトリック」、『明治大

学人文科学研究所紀要』、第 62号、明治大学人文科学研究所、

2008年、pp.243-267

山中知子「『フェードル』再考 : セネカ『パエドラ』のモテ

ィーフをめぐって」、『追手門学院大学国際教養学部紀要』、

第 1号、追手門学院大学、2007年、pp. 27-46

秋山伸子 « Les mises en scène du Bourgeois Gentilhomme et du

Malade imaginaire: le problème des intermèdes et des scènes musi-

cales », Les Mises en scène de Molière du XXe siècle à nos jours,

2007, pp.111-133.

―― « Ecouter et voir sans être aperçu: une situation théâtrale dans

quelques nouvelles de Même de Villedieu », Madame de Villedieu

ou les audaces du roman, 2007, pp.191-203.

―― « Quelques réflexions sur l'héritage du ballet de cour dans les

œuvres de Molière », Le Nouveau Moliériste, 2008, pp.103-117.

―― « Le Misanthrope à la lumière de l'Alcidamie de Madame de

Villedieu », Les Mises en scène de Molière du XXe siècle à nos

jours, 2009, pp.126-148.

―― « Jadis chez aujourd'hui ; de Louis XIV à la tour Eiffel », De

jadis à demain, l'imaginaire du dessinateur Albert Robida, 2009,

pp.58-63.

千川哲生「コルネイユ劇における摂理の歴史観」、『人文研紀

要』、第 62 号、中央大学人文科学研究所、2008 年、pp. 161-

182

――「コルネイユの悲劇における歴史的人物の描写」、『演劇

映像学 2008』、早稲田大学グローバル COE、第 2 集、2009

年、pp. 115-128

――「コルネイユ『エディップ』における神意の表象」、『人

文研紀要』、第 66 号、中央大学人文科学研究所、2009 年、

pp. 171-188

ピエール・アルトマン「フランス古典主義演劇における封建

制の表象―コルネイユとヴォルテール」、千川哲生訳、『国際

研究集会　越境する演劇』、早稲田大学演劇博物館、2008年、

pp.141-154

村瀬延哉「虚構と真実――神話・史実とコルネイユの戯曲を

巡って」、『クインテット』、第 27 号、「クインテット」刊行

会、2007年、pp. 1-21

――「コルネイユとラシーヌ――『シュレナ』に関する一考

察」、『クインテット』、第 28 号、「クインテット」刊行会、
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2008年、pp. 27-56

――「コルネイユ劇の主人公――フランス古典劇の登場人物

を巡る一考察」、『クインテット』、第 29 号、「クインテット」

刊行会、2009年、pp.38-62

浅谷真弓「コルテの『雄弁と古代人の模倣』について」、

『中大仏文研究』、第 39 号、中大仏文研究会、2007 年、

pp.1-16

――「『演劇作法』の悲劇性について」、『中大仏文研究』、第

40 号、中大仏文研究会、2008年、pp.1-16

――「『演劇作法』の悲劇性について（続）」、『中大仏文研

究』、第 41号、中大仏文研究会、2009年、pp.1-14

冨田高嗣「ドゥーヴィルとスペインのコメディア」、『人文研

紀要』、第 59 号、中央大学人文科学研究所、2007 年、

pp.213-245

――「カルデロン作『だんだん悪くなる』の 17 世紀フラン

ス演劇への影響」、『人文研紀要』、第 62 号、中央大学人文科

学研究所、2008年、pp.183-209

――「スカロン作『ジョドレあるいは主人になった下僕』」、

『人文研紀要』、第 66号、中央大学人文科学研究所、2009年、

pp.189-211

中山智子「マルク＝アントワーヌ・ルグラン作『現代のアマ

ゾネスたち』における異性装の演劇的戦略」、『研究論叢』、

第 70 号、京都外国語大学、2007年、pp.209-219

大崎さやの「ディドロの演劇理論に見られるゴルドーニの影

響――『真実の友』と『私生児』の比較を通して」、『西洋比

較演劇研究』、第 7 号、日本演劇学会分科会西洋比較演劇研

究会、2008年、pp. 41-52

渋谷直樹 « Voltaire, dramaturge et philosophe »,『仏語仏文学』、

第 34 号、関西大学、2008年、pp.245-263

奥香織「マリヴォー『贋の侍女』と『愛の勝利』――眼差し

のドラマツルギーにみる人間像」、『早稲田大学大学院文学研

究科紀要』、第 53号、第 3分冊、2008年、pp. 33-47

――「マリヴォー『二重の不実』―社会と自己の「デクーヴ

ェルト」」、『演劇映像学 2007』、第 2 集、早稲田大学グロー

バル COE、2008年、pp.187-207

太原孝英「民衆にイメージを与えた劇作家――オランプ・

ド・グージュ『修道院』、『デュムーリエのブリュッセル入り』

――」、『フランス女性の世紀』、植田祐次編、世界思想社、

2008年、pp.243-252

フランソワ＝グザヴィエ・キューシュ「『アカデミーへの書

簡』におけるフェヌロンの演劇美学」、千川哲生訳、『国際研

究集会　越境する演劇』、早稲田大学演劇博物館、2008 年、

pp.91-102

19 世紀・ 20 世紀

熊谷謙介「教育、歴史、全体芸術――フランスロマン主義に

おける演劇と祝祭」、『超域文化科学紀要』、第 12 号、東京大

学大学院総合文化研究科、2007年、pp.197-213

白田由樹「サラ・ベルナールとエドモン・ロスタン――『レ

グロン』の制作をめぐって」、『関西フランス語フランス文

学』、第 13号、2007年、pp.47-58.

――「サラ・ベルナールと肖像メディアの時空 : ミュシャの

ポスターを中心に」、『人文研究』、第 58 号、大阪市立大学、

2007年、pp.158-176

――「サラ・ベルナール後期の男役と舞台制作――『ハムレ

ット』を中心にして」、『Lutèce』、第 35 号、大阪市立大学フ

ランス文学会、2007年、pp.41-58

――「サラ・ベルナールの戯曲と舞台上のマニフェスト――

自作劇『アドリエンヌ・ルクヴルール』をめぐって」、

『Lutèce』、第 36 号、大阪市立大学フランス文学会、2008 年、

pp.21-38

――「サラ・ベルナールとフェミニテの戦術――女性の領域

としての舞台芸術」、『女性空間』、第 26 号、日仏女性資料セ

ンター、2009年、pp.104-115

坂巻康司 « “Notes sur le théâtre” de Mallarmé ou l'avènement de

la critique comme “action” »、『フランス語フランス文学研究』、

第 91号、日本フランス語フランス文学会、2007年、pp.79-94

――「私はここでその幻影を観ているのか？：マラルメの

『エロディアード』上演をめざして」、『大阪音楽大学研究紀

要』、第 46号、大阪音楽大学、2007年、pp.55-71

――「私は未知なるものを待っている――マラルメの『エロ

ディアード』上演をめざして（2）」、『大阪音楽大学研究紀

要』、第 47号、大阪音楽大学、2009年、pp.25-42

坂口周輔「何ものでもない形象――マラルメのワーグナー論

をめぐって」、『レゾナンス』、第 5 号、東京大学大学院総合

文化研究科、2007年、pp.60-66

オリヴィエ・カシュレール « Voir avec les yeux du langage :

Interieur et Les Sept princesses de Maeterlinck »,『Stella』、第 26

号、九州大学フランス語フランス文学研究会、2007 年、

pp.19-34

中筋朋「メーテルランクの一幕劇における「生の劇」の可能

性――受動的感嘆が〈劇〉になるとき」、『仏文研究』、第 38

号、京都大学フランス語学フランス文学研究会、2007 年、

pp. 15-34

佐原怜「揺れ動く「記号」――前期アルフレッド・ジャリに

おける絵画・記号・仮面、そして言語作品」、『言語態』、第

8号、言語態研究会、2008年、pp.45-62

ジュヌヴィエーヴ・ジョリー「19 世紀末のテキストと舞台
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空間を再考する」、間瀬幸江訳、『国際研究集会　越境する演

劇』、早稲田大学演劇博物館、2008年、pp.245-258

長谷川淳基「ローベルト・ムージルとアルフレート・ケル―

―ポール・クローデルの演劇作品をめぐって」、『椙山女学園

大学研究論集 人文科学篇』、第 38 号、椙山女学園大学、

2007年、pp. 133-154

矢橋透「演戯の精神史：クローデル『繻子の靴』」、『岐阜大

学教育学部研究報告 人文科学』、第 55巻第 2号、岐阜大学、

2007年、pp. 137-146

藤本智成「アンドレ・ジイドの演劇作法――『法王庁の抜け

穴』とその二つの戯曲版」、『関西フランス語フランス文学』、

第 13 号、仏文学会関西支部、2007年、［ s. p.］

中村典子「ジャン・ジロドゥ『クック航海記異聞』再考」、

『言語文化』、第 13号、甲南大学、2009年、pp.87-99

間瀬幸江「『エレクトル』の真実――ジロドゥの「ディヴァ

ガシオン」、『演劇研究センター紀要 VIII』、早稲田大学 21 世

紀 COE、2007年、pp.17-24

――「ジロドゥとストリンドベリ――「夢」の表象をめぐっ

て」、『演劇映像学 2007』、第 2 集、早稲田大学グローバル

COE、2008年、pp.209-228

――「作家の自画像としての演劇テクスト――『ジークフリ

ート』考」、『演劇映像学 2008』、第 2 集、早稲田大学グロー

バル COE、2009年、pp. 205-221

――「額縁舞台と彼岸の秩序――クリスチャン・ベラールの

緋色の天蓋に関する一考察――」、『国際研究集会　越境する

演劇』、早稲田大学演劇博物館、2008年、pp.199-208

苅谷俊信 « Théâtre épistolaire de la cruauté : A propos des lettres

d’Antonin Artaud pendant son internement »、『早稲田大学大学

院文学研究科紀要』、第 55号、第 2分冊、2009年、pp.79-91

齋藤公一「アラバールの演劇」、『早稲田フランス語フランス

文学論集』、第 15号、早稲田大学文学部フランス文学研究室、

2008年、pp.187-200

粟国孝「『カリギュラ』と不条理」、『フランス文学論集』、第

43 号、仏文学会九州支部、2008年、pp.35-52

大野麻奈子 « Actes Sans Paroles, Paroles Sans Scène », Samuel

Beckett Today/Aujourd’hui, 19, Rodopi, 2008, pp.403-413.

岡室美奈子 « Joycean Narrative in Beckett’s Ohio Impromptu :

Who Veils the Name of the ‘dear’ Person? », 『演劇研究センタ

ー紀要』、早稲田大学 21世紀 COE、2007年、pp.131-139

―― « Words and Music , . . . but the clouds . . . and Yeats’s “The

Tower” », Beckett at 100 : Revolving It All, New York: Oxford UP,

2008、［ s. p.］

――「霊媒ベケットとグラモフォン」、『水声通信』、第 22号、

2008年、pp.81-87

―― « ...But the Clouds... and a Yeatsian Phantasmagoria »,

Samuel Beckett Today/Aujourd’hui, 19, Rodopi, 2008, pp.259-268.

小田中章浩「ベケットの『勝負の終わり』におけるゲームの

規則」、『人文研究』、第 58 号、大阪市立大学、2007 年、

pp.196-211

垣口由香 « Chorus in Rockaby : Singing Together »,『Osaka

Literary Review』、第 46 号、大阪大学大学院英文学談話会、

2007年、pp.51-62

片岡昇「円環・螺旋・直線――『なに どこ』における語り

手の「冬の旅」、『演劇映像学 2007』、第 2 集、早稲田大学グ

ローバル COE、第 2集、2008年、pp. 57-84

――「サミュエル・ベケットの『夜と夢』における「見えな

い顔」」、『演劇映像学 2008』、第 2 集、早稲田大学グローバ

ル COE、2009年、pp. 99-114

川島健「幽霊家族ネットワーク：『残り火』 あるいはベケ

ットの喪の戦」、『演劇研究センター紀要』、早稲田大学 21 世

紀 COE、2007年、pp.141-146

―― « Polyrhythm in Waiting for Godot », 『演劇映像学 2007』、

第 2集、早稲田大学グローバル COE、2008年、pp.27-39

―― « “What kind of Name is that?”: Samuel Beckett’s Strategy of

Naming », Samuel Beckett Today/Aujourd’hui, 19, Rodopi, 2008,

pp.327-337.

木内久美子 « The Idea of “Game” and “Play” in Samuel Beckett's

Theatre: from Waiting for Godot to Play », 『演劇研究センター

紀要』、早稲田大学 21世紀 COE、2007年、pp.47-56

菊池慶子「ベケット『フィルム』試論」、『フランス文学語学

研究』、第 27号、早稲田大学大学院『フランス文学語学研究』

刊行会、2008年、pp. 23-36

――「声と視線――ベケット『芝居』における反転の劇世

界」、『演劇映像学 2008』、第 2 集、早稲田大学グローバル

COE、2009年、pp. 83-98

岸本佳子「サミュエル・ベケットと聴覚メディア――『すべ

て倒れんとする者』と『クラップの最後のテープ』」、『演劇

映像学 2008』、第 2 集、早稲田大学グローバル COE、2009

年、pp. 59-82

木戸好信「ベケットの映画術――『フィルム』のフィルム体

験」、『主流』、第 68・ 69号、同志社大学英文学会、2007年、

pp.57-80

景英淑「ベケットの『オハイオ即興劇』における作家の自画

像――「盲人の手」、「作家の手」が描く虚構の他者につい

て」、『演劇学論集』、第 46 号、日本演劇学会、2008 年、

pp.147-164

――「ベケットの時計仕掛けの身体――『勝負の終わり』に

みられる「時間」、「主体の不在」をめぐる考察」、『水声通
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信』、第 22号、水声社、2008年、pp.95-108

呉孟晋「『ゴドーを待ちながら』と戦後台湾の前衛美術―雑

誌『劇場』と黄華成のインスタレーション作品について―」、

『演劇映像学 2008』、早稲田大学グローバル COE、2009 年、

pp.347-368

鈴木哲平 « La disparition du narrateur et la naissance du théâtre

beckettien : autour de deux premières pièces théâtrales de Samuel

Beckett », 『演劇研究センター紀要』、第 8 号、早稲田大学

21 世紀 COE、2007年、pp.157-162

庄子萌「サミュエル・ベケットの self-translation をめぐっ

て：『ゴドーを待ちながら』を中心に」、『Zephyr』、第 21号、

2009年、pp. 77-99

対馬美千子 « “Timeless Now” in Space: Beckett’s Plays via

Arendt »、『論叢現代文化・公共政策』、第 5 号、筑波大学人

文社会科学研究科現代文化・公共政策専攻、2007年、［s. p.］

西村和泉 « Lumière sans source et ondoyante dans l’oeuvre de

Samuel Beckett »,『演劇映像学 2007』、第 2 集、早稲田大学

グローバル COE、2008年、pp.41-56

――「サミュエル・ベケット『事の次第』におけるコクーニ

ングとポリフォニー」、『演劇映像学 2008』、第 2 集、早稲田

大学グローバル COE、2009年、pp.45-64

藤原曜「サミュエル・ベケットの中期作品におけるカーニバ

ル文学の影響とその限界」、『関西フランス語フランス文学』、

第 13 号、仏文学会関西支部、2007年、［ s. p.］

――, « Narrateurs et entendeurs dans les oeuvres romanesques et

théâtrales de Samuel Beckett », Samuel Beckett Today/Aujourd’hui,

19, Rodopi, 2008, pp.133-141.

宮脇永吏 « Fonction de l’Auditeur dans Pas moi de Samuel

Beckett », Travaux en cours, Université Paris 7-Denis Diderot

U.F.R. L.A.C., 2009, pp.15-16.

根岸徹郎「ジャコメッティのアトリエに座るジュネ」、『専修

大学人文科学研究所月報』、第 231 号、専修大学人文科学研

究所、2007年、pp. 29-38 

――「古典・実行・舞台芸術――クローデルとジュネをめぐ

る二冊の本」、『舞台芸術』、第 14号、2008年、pp. 44-51

津田久美子「ふたりであることの希望：ジャン・ジュネ『女

中たち』における生き延びる愛」、『人間文化創成科学論叢』、

第 11 号、お茶の水女子大学大学院、2009年、pp. 11-20

フランソワ・ビゼ « La communaute selon Jean Genet », 『青山

フランス文学論集』、復刊第 16 号、青山学院大学、2007 年、

pp.25-40

―― « LA PAGE TRANSPERCEE PIERRE GUYOTAT »,, 『青

山スタンダード論集』、第 2 号、青山学院大学、2007 年、

pp.319-339

矢橋透「憑依と演劇――セルトー『ルーダンの憑依』の余白

に」、『みすず』、2008年 10月号、みすず書房、pp. 20-27

尾崎文太「エメ・セゼール 1946-1956 戯曲『そして犬たちは

黙っていた』とフランス共産党離党の意味」、『言語社会』、

第 4 号、一橋大学大学院言語社会研究科、2009 年、pp.297-

312

高岸敦夫「エメ・セゼールの『もうひとつのテンペスト』に

おけるキャリバンとカニバル」、『仏語仏文学』、第 34 号、関

西大学、2008年、pp. 265-275

――「エメ・セゼールとカニバリズム」、『千里山文学論集』、

第 80号、関西大学、2008年、pp. 61-72

篠原学「演劇性の発見――ミラン・クンデラ『ジャックとそ

の主人』と「小説」の概念」、『レゾナンス』、第 6 号、東京

大学大学院総合文化研究科、2009年、pp. 64-70

岡本澄子「書かれた声、書かれたイマージュ： 1970 年代後

半におけるデュラスの作品空間」、『仏語仏文学研究』、第 35

号、東京大学仏語仏文学研究会、2007年、pp. 279-304 

武田はるか「デュラスと犯罪――戯曲『セーヌ＝エ＝オワーズ

の陸橋』から」、『仏語仏文学研究』、第 35 号、東京大学仏語

仏文学研究会、2007年、pp. 253-277

西樹里「ベルナール＝マリ・コルテス『ロベルト・ズッコ』

をめぐって――「他／多なるもの」となるズッコ」、『演劇映

像』、第 44号、早稲田大学、2008年、pp. 20-25

井上由里子「ヴァレール・ノヴァリナの演劇における救済―

―『激昂空間』の「ジャン」をめぐって」、『待兼山論叢』、

第 43号、大阪大学大学院文学研究科、2009年、pp. 25-49

津田久美子「フランス現代演劇における「自己－他者」関係

の分析（学生海外調査研究）」、『大学院教育改革支援プログ

ラム「日本文化研究の国際的情報伝達スキルの育成」活動報

告書』、お茶の水女子大学大学院教育改革支援プログラム、

2008年、pp. 43-47

オリヴィエ・ヌヴー「叙事演劇をめぐるいくつかの問題（今

日の「活動家演劇」における叙事演劇の回帰についての予備

研究）」、間瀬幸江訳、『国際研究集会　越境する演劇』、早稲

田大学演劇博物館、2008年、pp.189-198

ダンス研究・オペラ研究

芝池昌美「17 世紀後半のフランスにおけるオペラ観：サ

ン＝テヴルモンを中心に」、『大阪音楽大学研究紀要』、第 46

号、大阪音楽大学、2007年、pp. 9-23

梅野りんこ「17 世紀フランスオペラとその社会：リュリの

『テゼ』とシャルパンティエの『メデ』から見た近代ヨーロ

ッパ」、『技術マネジメント研究』、第 8 号、横浜国立大学技

術マネジメント研究学会、2009年、pp. 21-35
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赤塚健太郎「フランス風クーラントの特徴的な拍子構造につ

いて―― 18 世紀前半の舞踏資料に基づく考察」、『音楽学』、

第 54 巻第 1号、2009 年、pp. 1-14

清水康子「フランス文学における舞踊（II）：古典主義の時

代から啓蒙主義の世紀へ（1）」、『研究紀要』、第 42 号、国立

音楽大学、2007年、pp. 135-144

――「フランス文学における舞踊（III）：古典主義の時代か

ら啓蒙主義の世紀へ（2）」、『研究紀要』、第 43 号、国立音楽

大学、2008年、pp. 137-148

内藤義博「フランス・オペラの誕生：その 3」、『立命館言語

文化研究』、第 19 巻第 3 号、立命館大学国際言語文化研究

所、2008年、pp. 221-234

――「フランス・オペラの誕生：その 4」、『仏語仏文学』、

第 34 号、関西大学、2008年、pp. 151-169

――「フランス・オペラの誕生 その 5 ：グルック『オーリ

ドのイフィジェニー』」、『仏語仏文学』、第 35 号、関西大学、

2009年、pp. 113-134

森佳子「パリにおける初期オペレッタの変遷――オッフェン

バックの《地獄のオルフェウス》」、『演劇研究センター紀要

VIII』、早稲田大学 21世紀 COE、2007年、pp. 31-41

渡辺響子「『ラザロ』、幻のオペラ」、『明治大学教養論集』、

第 446 号、明治大学教養論集刊行会、2009年、pp.135-152

守山実花「ポワントテクニックの誕生とロマンティック・バ

レエに関する覚書 : 強靱なつま先が生み出す儚き幻想世界の

出現」、『尚美学園大学総合政策研究紀要』、第 16/17 号、

2009年、pp. 77-93

稲田奈緒美「ロマンティック・バレエの優美に関する試論―

―身体技法から視覚の快楽へ」、『演劇研究センター紀要

VIII』、早稲田大学 21 世紀 COE、2007年、pp. 185-195

秋葉尋子「モダンダンスにおけるフェミニズムとジャポニズ

ムの影響について : 1900年のパリ万国博を中心として」、『東

京学芸大学紀要 芸術・スポーツ科学系』、第 60 号、東京学

芸大学、2008年、pp.191-199

――「ロイ・フラーに関する一考察」、『東京学芸大学紀要

芸術・スポーツ科学系』、第 61 号、東京学芸大学、2009 年、

pp.113-120

平野恵美子「バレエ・リュス初期作品《火の鳥》研究：民話

から生まれた「火の鳥」の妖艶な女性像」、『演劇研究センタ

ー紀要』、早稲田大学 21世紀 COE、2007年、pp. 217-224

北原まり子「バレエ《春の祭典》（1913 年初演）の人身供犠

の表象――作品の二部構成に注目して」、『早稲田大学大学院

文学研究科紀要』、第 3 分冊、早稲田大学大学院文学研究科、

第 55号、2009年、pp. 61-72

安永愛「逆説としての〈肖像〉：ポール・ヴァレリー『ド

ガ・ダンス・デッサン』をめぐって」、『人文論集』、第 58 巻

第 1号、静岡大学、2007年、pp.99-124

日高弓雄「舞踏の「フロー」に関する研究（1）フランスで

活動する舞踏家の現状と楽しさについて」 『大阪教育大学

紀要（第 4 部門　教育科学）』、第 56 巻第 2 号、大阪教育大

学、pp. 73-91

野田はるか「エチエンヌ・ドゥクルーが見つめた人間―コー

ポラルマイムの世界」、『表現文化』、第 3 号、大阪市立大学

文学部表現文化学教室、2008年、pp.85-95.

西村和泉「ヌーヴォー・シルクにおける身体表現の可能性―

―「白面の道化」の考察を中心に」、『名古屋芸術大学研究紀

要』、第 29号、名古屋芸術大学、2008年、pp. 263-277

文化政策

鏡壮太郎「パリのオペラ座における装飾の設計変更及び競争

入札に関する研究――パリのオペラ座における費用削減案に

関する研究（その 1）」、『日本建築学会計画系論文集』、第 73

巻（第 625 号）、社団法人日本建築学会、2008 年、pp. 695-

700

――「パリのオペラ座における装飾の設計変更及び競争入札

に関する研究――パリのオペラ座における費用削減案に関す

る研究（その 2）」、『日本建築学会計画系論文集』、第 73 巻

（第 627 号）、社団法人日本建築学会、2008 年、pp. 1113-

1118

長嶋由紀子「フランス都市文化政策論――アヴィニョン・ミ

ーティング（1964-70）の時代」、『演劇映像学 2007』、第 1

集、早稲田大学グローバル COE、2008年、pp. 131-150

――「フランス都市文化政策論――制度史からみる政策理念

の変遷（1971 － 1994）」、『演劇映像学 2008』、第 1 集、早稲

田大学グローバル COE、2009年、pp. 241-260

藤井慎太郎「芸術、文化、民主主義――文化的平等とフラン

スの舞台芸術政策」、『演劇研究センター紀要 VIII』、早稲田

大学 21世紀 COE、2007年、pp. 271-286

――「文化政策と地方分権――フランスとリール市を例に」、

『演劇映像学 2007』、第 1 集、早稲田大学グローバル COE、

2008年、pp.111-129

藤井慎太郎・相馬千秋「フェスティヴァル試論――舞台芸術

環境におけるその位置と機能」、『演劇映像学 2008』、第 1集、

早稲田大学グローバル COE、2009年、pp.441-460

八木雅子「欧州における演劇博物館：ベルギーにおける演劇

博物館と情報ネットワーク」、『「日欧・日亜比較演劇総合研

究プロジェクト」成果報告集』、早稲田大学演劇博物館、

2008年、pp.145-154

長谷部浩「英国、フランスの演劇養成機関付属図書館におけ
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る映像資料についての実態調査」、『現代舞台芸術の映像資料

デジタル・アーカイヴ構築に向けて』、東京大学、2008 年、

pp.35-42

パトリック・ドゥ・ヴォス « Les archives audiovisuelle du

spectacle vivant à l’âge du numérique: survol sur le cas de la

France », 『現代舞台芸術の映像資料デジタル・アーカイヴ構

築に向けて』、東京大学、2008 年、pp.43-64

日仏交流史・日仏比較文化論

サカエ・ムラカミ・ジルー「世阿弥とその狂言論――秘伝を

通して考える――」、間瀬幸江訳、『国際研究集会　越境する

演劇』、早稲田大学演劇博物館、2008年、pp.45-62

伊藤洋「フランス古典劇の日本における初期受容――ラシー

ヌ『イフェジェニー』を中心に――」、『国際研究集会　越境

する演劇』、早稲田大学演劇博物館、2008年、pp.155-166

西尾和子「フェードルと玉手御前――「情熱」と「理性」の

相克を生きる」、『帝京大学外国語外国文化』、第 2 号、帝京

大学外国語学部外国語学科、2009年、pp. 165-186

酒井美紀「尾崎紅葉「夏小袖」論：モリエール「守銭奴」の

翻案としての」、『Comparatio』、第 11号、九州大学、2007年、

pp. 1-19

山中知子「日本古典に見る性と愛（3）：『好色一代男』と

《ドン・ジュアン》」、『追手門学院大学国際教養学部紀要』、

第 2号、追手門学院大学、2008年、pp. 91-111

中村康裕「哲学的舞台芸術身体論 1 ――ディドロ・世阿弥・

ウィトゲンシュタインをめぐって」、『沖縄県立芸術大学紀

要』、第 15号、沖縄県立芸術大学、2007年、pp. 127-135

――「哲学的舞台芸術身体論 2 ――ディドロ・世阿弥・ウィ

トゲンシュタインをめぐって」、『沖縄県立芸術大学紀要』、

第 16 号、沖縄県立芸術大学、2008年、pp. 149-155

辻研子「堀辰雄とクローデル『マリヤへのお告げ』」、『国語

国文薩摩路』、第 52 号、鹿児島大学法文学部国語国文学研究

室、2009年、pp. 37-49

清水義和「H.アンデルセンと寺山修司の『人魚姫』から J.ジ

ロドゥの『オンディーヌ』を経て B.バルトークと寺山修司

の『青ひげ公の城』に現れる妖精」、『愛知学院大学教養部紀

要』、第 55巻第 2号、愛知学院大学、2007年、pp.49-77

――「E ・オニール作『喪服の似合うエレクトラ』と J ・ジ

ロドゥ作『エレクトル』と寺山修司作『身毒丸』の母子関

係」、『愛知學院大学語研紀要』、第 33 巻第 1 号、愛知学院

大学、2008年、pp.27-61

――「イヨネスコの『犀』とショーの『マイ・フェア・レデ

ィ』と寺山修司の『レミング』に於ける異邦人としての映

像」、『愛知学院大学教養部紀要』、第 56 巻第 2 号、愛知学

院大学教養教育研究会、2008年、pp. 49-71

堀真理子 « Ontological Fear and Anxiety in the Theatre of

Beckett, Pinter, and Betsuyaku », Beckett at 100: Revolving It All,

New York: Oxford UP, 2008, pp.246-258

―― « Japanese Reception of Samuel Beckett », International

Receptions of Samuel Bekett, London; New York: Continuum,

2009, pp.147-162

修士論文

實川絢子「ニジンスキー振付「牧神の午後」と舞踊譜」（東

京大学大学院総合文化研究科、2007年）

村上由美「マラルメと舞踊――バレエをめぐる考察」（早稲

田大学大学院文学研究科、2007年）

岸本佳子「サミュエル・ベケットと視聴覚メディア――後期

戯曲における身体の変容」（東京大学大学院総合文化研究科、

2008年）

畠山香奈「『アタリー』における血と時間」（東京大学大学院

人文社会研究科、2008年）

本永百合子「ローラン・プティ振付作品《カルメン》研究」

（早稲田大学大学院文学研究科、2008年）

飯田奈津子「ジャン・ジュネ『花のノートルダム』における

悪の表れについて」（千葉大学大学院人文社会科学研究科、

2009年）

久米宗隆「サミュエル・ベケットのラジオドラマ研究」（早

稲田大学大学院文学研究科、2009年）

北原まり子「《春の祭典》に見られる「供儀」の表象」（早稲

田大学大学院文学研究科、2009年）

竹垣江梨子 « Etude sur La Vie de Marianne de Marivaux — le

langage et le caractère »（京都大学大学院文学研究科、2009

年）

田ノ口誠悟「ジャン・ジロドゥ作『シャイヨの狂女』におけ

る〈ひもたち〉の正体を巡って」（早稲田大学大学院文学研

究科、2009年）

中山大輔「コンテンポラリーダンスは文化政策とどのような

関係を築くことができるか―― 1980-2000 年代のフランスに

おけるダンス政策の展開」（東京大学大学院総合文化研究科、

2009年）

堀切克洋「残酷とユーモア――アントナン・アルトー『演劇

とその分身』を読み直す」（東京大学大学院総合文化研究科、

2009年）

宮脇永吏 « Le monologue à trois ou le théâtre des spectateurs -

autour de Pas moi et de Cette fois de Samuel Beckett »（パリ第 4

大学フランス文学研究科、2009年）

吉田未央「フランスにおけるバレエリュス受容：「フランス
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趣味」をめぐって」（東京大学大学院総合文化研究科、2009

年）

博士論文

千川哲生 L’art de raisonner, l’art de débattre : La dimension

argumentative dans les tragédies et la théorie de Pierre Corneille

（パリ第 4大学、2007年 11月 20日）

坂巻康司 L’influence des idées de Mallarmé sur les théories de la

représentation à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle

（パリ第 8大学、2007年 12月 21日）

間瀬幸江 Formes narratives dans la dramaturgie de Jean

Giraudoux（リヨン第 2大学、2008年 1月 12日）

家山也寿生「ジャン・コクトーにおける神話の変容」（早稲

田大学大学院文学研究科、2008年 2月 5日）

小田中章浩「現代演劇の地層－フランス不条理劇生成の基盤

を探る－」（早稲田大学大学院文学研究科、2008 年 2 月 5

日）

中畑寛之「世紀末の白い爆弾――ステファヌ・マラルメの書

物、演劇、そして行動」（神戸大学大学院人文学研究科、

2008年 3月 5 日）

横山義志 La grâce et l’art du comédien. Conditions théoriques de

l’exclusion de la danse et du chant dans le théâtre des Modernes

（パリ第 10大学、2008年 3月 12日）

白田由樹「サラ・ベルナールの伝説空間とフェミニテの神話」

（大阪市立大学大学院文学研究科、2008年 3月 24日）

尾崎文太「エメ・セゼールの戯曲と政治思想― 1940 年代か

ら 1960 年代まで」（一橋大学言語社会研究科、2008 年 11 月

12 日）

黒岩卓 Composer, jouer et diffuser les « parolles polies » — con-

tribution à l’étude de la vertification des sotties —（早稲田大学

大学院文学研究科、2009年 11 月 18 日）

3．その他（解説・評論・エッセイなど）

東宏治「西田稔先生を送る――バレエ・ラシーヌ・言語学」、

『言語文化』、第 10 巻第 4 号、同志社大学、2008 年、pp.

751-757

穴澤万里子「血の考察――『わたしは血』を観て」、『シアタ

ーアーツ』、第 31号、2007年、pp.6-8

――「パリの演劇通信――パリっ子を満足させる二つの劇

場」、『悲劇喜劇』、2008年 12月号、pp.64-67

尼ヶ崎彬「漂白された人生のかけら―ピーピング・トム『Le

Sous Sol ／土の下』」、『ダンスマガジン』、2009 年 5 月号、

p.86

阿部仲麻呂「ジャン・アヌイの演劇『ひばり』から見えてく

るもの――ジャンヌ・ダルク裁判の謎」、『清泉文苑』、第 25

号、清泉女子大学人文科学研究所、2008年、pp.26-31

ＩＫＵＯ三橋「追悼マルセル・マルソー　真紅の薔薇に埋も

れたマルソー」、『悲劇喜劇』、2008年 1月号、pp.42-43

石井達朗「野放図なまでに輝く人生―ヤン・ロワース＆ニー

ドカンパニー『イザベラの部屋』」、『ダンスマガジン』、2007

年 7月号、p.86

――「男らしさというゲーム―カンパニー・サミュエル・マ

チュー『Us-Band』」、『ダンスマガジン』、2008 年 1 月号、

p.82

――「狂おしいばかりの愛の結晶―ジャレ＋シェルカウィ＋

ジルベール『スリー・スペルズ』」、『ダンスマガジン』、2008

年 6月号、p.86

――「サーカスの新風―シルク・バロック『三文サーカ

ス』」、『ダンスマガジン』、2009年 12月号、p.87

石川理絵子・佐伯隆幸「書評　『繻子の靴』（上）（下）」、

『日仏演劇協会会報』、復刊第 1号、2008年、p.7

石澤秀二「バローさんの思い出『クリストファ・コロンブス

の書』」、『テアトロ』、2008年 1月号、p.59

市村弘正「ベケットの小さなポリティクス」、『舞台芸術』、

第 11号、2007年、pp.90-93

伊藤洋「現代に生きるフランス古典劇」、『テアトロ』、2007

年 8月号、pp.35-37

――「現代フランス演劇の潮流」、『テアトロ』、2008 年 5 月

号、pp.28-30

――「「五月革命」の頃のフランス演劇」、『日仏演劇協会会

報』、復刊第 1号、2008年、p.5

――「多彩なモリエール演出」、『テアトロ』、2009 年 12 月

号、p.28-30

――「書評　『演劇学の教科書』（国書刊行会）―多彩な演

劇を論理的に解明する」、『シアターアーツ』、第 41 号、2009

年、pp.126-127

鵜飼哲「言葉を沈黙へと翻訳する」、『舞台芸術』、第 11 号、

2007年、pp. 14-22

――「舞踏家の身体が読むジュネの言葉」、『舞台芸術』、第

14号、2008年、pp. 86-96

薄井憲二「バレエ・リュスと日本　永遠のあこがれ」、『ダン

スマガジン』、2009年 10月号、pp.46-47

内野儀 « Perturbation, échecs : deux moments ‘nationalistes’dans

la culture de la danse au Japon », Danses et identities de Bombay à

Tokyo, trad. Catherine Delaruelle, Centre national de la danse,

2009, pp.79-91

宇野邦一「ジュネの悲しみ」、『舞台芸術』、第 11 号、2007

年、pp. 23-30
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――「身体と声―ベケット散文作品の舞台化をめぐって」、

『舞台芸術』、第 11号、2007年、pp.94-99

大岡淳「Shizuoka春の芸術祭 2007 報告（上）」、『テアトロ』、

2007年 8月号、pp.76-69

――「Shizuoka 春の芸術祭 2007 報告（下）」、『テアトロ』、

2007年 9月号、pp.74-77

――「Shizuoka 春の芸術祭 2008 報告（下）」、『テアトロ』、

2008年 9月号、pp.64-68

太田省吾「微かな光のほうへ」、『舞台芸術』、第 11 号、2007

年、pp.75-80

鴻英良、パトリック・ドゥ・ヴォス「インタヴュー・ドルシ

ー・ルガンバ　演劇は言葉を獲得するための方法だった――

ルワンダの虐殺を生き延びて」、『アートポリティクス』、論

創社、2009年、pp.38-51

大間知靖子「追悼ニコラ・バタイユ　パリのニコラおじさ

ん」、『悲劇喜劇』、2009 年 1月号、pp.58-59

岡田正子「フランス演劇の現代作家ジャン・ポール アレー

グル――時空を超えた想像力」、『テアトロ』、2008年 5月号、

pp. 16-19

――「追悼ニコラ・バタイユ　ニコラの残したもの」、『悲劇

喜劇』、2009年 1月号、pp.56-57

岡室美奈子「祭りのあと―ベケット誕生百年を終えて」、『演

劇映像』、第 48号、早稲田大学、2007年、pp.115-117

岡見さえ「寓意に満ちた夜――ジョセフ・ナジ『遊＊

ASOBU』」、『ダンスマガジン』、2007年 4月号、pp.54-56

――「虚構と死が映す身体の曖昧さ――ヤン・ファーブル

『死の天使』」、『ダンスマガジン』、2008年 5月号、p.85

――「ヤン・ファーブル『寛容のオルギア』」、『ダンスマガ

ジン』、2009年 10月号、pp.84-85

小田中章浩「2007 ～ 2008 年の芝居――ジャン＝ピエール・

ヴァンサンの『女房学校』（オデオン座）」、『日仏演劇協会会

報』、復刊第 1号、2008年、p.6

――「フランス演劇―― 2006 年　コメディーフランセーズ

における政治と演劇の問題、アヴィニヨン演劇祭のその後、

ベケット生誕百周年」、『国際演劇年鑑 2007』、国際演劇協会

編、2007年、pp.112-116

――「フランス演劇 2007 60 周年を迎えたアヴィニヨン演

劇祭、太陽劇団の新作など」、『国際演劇年鑑 2008』、国際演

劇協会編、2008年、pp.97-102

――「フランス演劇 2008 一つの時代の終わり? サルコジ政

権の文化政策、演劇界の世代交代など」、『国際演劇年鑑

2009』、国際演劇協会編、2009年、pp.119-124

風間研「ムヌシュキンと『太陽劇団』」、『テアトロ』、2008

年 1月号、p.63

鹿島茂「劇場通いの本当の理由」、『悲劇喜劇』、2009 年 4 月

号、pp.6-7

金井ゆき「今月の一冊 国立国会図書館の蔵書から ニジンス

キーのダンス・デッサン バレエ・リュスの舞台イラスト

集」、『国立国会図書館月報』、第 579 号、国立国会図書館、

2009年、pp.2-3

金原礼子「楽劇の窓 クローデル『繻子の靴』を演じて」、

『紫明』、第 24号、紫明の会、2009年、pp.96-100

北川登園「多彩なマテイ・ヴィスニユックの世界――ビエン

ナーレ KAZE 国際演劇祭 2009」、『テアトロ』、2009 年 11 月

号、pp.40-42

國吉和子「パリの『病める舞姫』――ボリス・シャルマッツ

の新作について」、『シアターアーツ』、第 38 号、2009 年、

pp.31-37

熊谷謙介「死者を生き返らせ、再び死なせる――アラン・ミ

リアンティ演出『シャティーラの四時間』について」、『舞台

芸術』、第 11号、2007年、 pp. 62-65

黒岩卓「聖王の奇跡とその観衆――ルイ九世の生涯を主題と

する二つの聖史劇」、『アジア遊学』、第 115 号、2008 年 10

月号、勉誠出版、pp. 84-87 

桑原智成「苦悩の祝祭空間―アラン・プラテル・バレエ団

『聖母マリアの祈り vsprs』」、『ダンスマガジン』、2007 年 8

月号、pp.50-52

坂手洋二「ニューヨークからベルリン、パリへ」、『悲劇喜

劇』、2007年 6月号、pp.76-79

――「グルノーブルの『交錯する視線』」、『悲劇喜劇』、2008

年 8月号、pp.57-60

佐々木涼子「ダンスの一人称小説―フィリップ・ドゥクフレ

『SOLO』」、『ダンスマガジン』、2007年 3月号、pp.50-51

佐藤康「連続セミナー「演劇言語の探求」報告（前）」、『日

仏演劇協会会報』、復刊第 1号、2008年、p.12
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