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１．著作・翻訳

一般書

中村亮二（編）『神々の世界から市民社会の幕開

けまで 文学上演篇Ⅰ』「芸術教養シリーズ 13」

幻冬舎、2014年

——『ロマン主義の胎動から世紀末まで 西洋の

芸術史 文学上演篇Ⅱ』「芸術教養シリーズ 14」

幻冬舎、2014年

森山直人（編）『20世紀の文学・舞台芸術 近現

代の芸術史 文学上演篇Ⅰ』「芸術教養シリーズ

15」、幻冬舎、2014年

——『メディア社会における「芸術」の行方 近

現代の芸術史 文学上演篇Ⅱ』「芸術教養シリー

ズ 16」幻冬舎、2014年

小畑精和『カナダ文化万華鏡『赤毛のアン』から

シルク・ドゥ・ソレイユへ』明治大学出版会、

2013年

芳賀直子『バレエ・ヒストリー：バレエ誕生から

バレエ・リュスまで』世界文化社、2014年

渡辺真弓『世界のバレエ学校：誕生から 300年の

歴史』新国立劇場運営財団情報センター、丸善

出版、2014年

——『チャイコフスキー～三大バレエ～：初演か

ら現在に至る上演の変遷』新国立劇場運営財団

情報センター、丸善出版、2014年

アイヴァ・ゲスト『パリ・オペラ座バレエ』鈴木

晶訳、平凡社、2014年

高木まさき（監修）『アンナ・パブロワ：世界に

バレエを伝道した舞姫（時代を切り開いた世界

の 10人）』学研教育出版、2014年

セルゲイ・グリゴリエフ『ディアギレフ・バレエ

年代記 1909-1929』森瑠依子ほか訳、平凡社、

2014年

国立新美術館、TBSテレビ（編）『バレエ・リュス展 :

魅惑のコスチューム』TBSテレビ、2014年

薄井憲二（総監修）、芳賀直子（監修）『兵庫県立

芸術文化センター薄井憲二バレエ・コレクショ

ン：目録 第 3巻（アンティーク・プリント・手紙・

サイン・切手他）』、2014年

日本舞台芸術振興会（編）『東京バレエ団 50年の

あゆみ』日本舞台芸術振興会、2014年

西尾智子『舞い上がれ華：能とバレエ和洋二つの

「舞」をプロデュースして』文理閣、2014年

山田治生（編）『バロック・オペラ：その時代と

作品』新国立劇場運営財団情報センター、丸善

出版、2014年

岸純信『オペラは手ごわい』春秋社、2014年

辻昌宏『オペラは脚本から』明治大学出版会、丸

善出版、2014年

Yukie Mase et Catherine Nier (dir.), Le Théâtre de 

Giraudoux, un mégaphone pour les vivants et les 

morts, Cahiers Jean Giraudoux, n° 39, Clermont-

Ferrand : Presses universitaires Blaise Pascal, 2012

Florence de Chalonge, Yann Mével, Akiko Ueda, 

Orient(s) de Marguerite Duras, Amsterdam ; New 

York : Rodopi, 2014

Pascal Griolet et Jean-Michel Butel (éd.), Cipango – 

Cahiers d’études japonais, Nouveaux regards sur 

les arts de la scène japonais I, Paris : Langues O’, 

2013

Jean-Jacques Tschudin, L’éblouissement d'un regard 

: découverte et réception occidentales du théâtre 

japonais de la fin du Moyen âge à la Seconde guerre 

mondiale, Toulouse : Anacharsis, 2014

Edith Montelle, La boîte magique : le théâtre d’images 

ou kamishibaï : histoire, utilisations, perspectives, 

Strasbourg : Callicéphale éditions, 2014

研究書・評論

秋山伸子『フランス演劇の誘惑：愛と死の戯れ』

岩波書店、2014年

伊藤洋、皆吉郷平、浅谷眞弓、橋本能、鈴木美穂、

冨田高嗣、榎本恵子、野池恵子、戸口民也『混

沌と秩序：フランス十七世紀演劇の諸相』中央

大学出版部、2014年

村山則子『ペローとラシーヌの「アルセスト論争」：

キノー／リュリのオペラを巡る「驚くべきもの

le merveilleux」の概念』作品社、2014年

フランス語圏舞台芸術・文献目録
（2014）

北原まり子・堀切克洋（編）
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阿尾安泰『18世紀フランスにおける演劇モデル

による知の構築』平成 23年度 –平成 25年度科

学研究費助成事業研究成果報告書、2014年

梅野りんこ『オペラのメデイア：近代ヨーロッパ

のミソジニー』水声社、2014年

原大地『マラルメ不在の懐胎』慶應義塾大学出版

会、2014年

小田中章浩『モダンドラマの冒険』和泉書院、

2014年

熊木淳『アントナン・アルトー 自我の変容——〈思

考の不可能性〉から〈詩への反抗〉へ』水声社、

2014年

岡室美奈子（監修）『サミュエル・ベケット：ド

アはわからないくらいに開いている』早稲田大

学演劇博物館、2014年

藤井慎太郎（監修）、F/Tユニバーシティ、早稲

田大学演劇博物館（編）『ポストドラマ時代の

創造力：新しい演劇のための 12のレッスン』

白水社、2014年

宮信明、大久保遼（編）『演劇と演劇性：日仏共

同国際シンポジウム』早稲田大学演劇映像学連

携研究拠点、2014年

ミシェル・レリス『オペラティック』大原宣久、

三枝大修訳、水声社、2014年

翻訳その他

フェルナン・レジェ『サーカス』田村奈保子訳、『行

政社会論集』第 23号、福島大学行政社会学会、

2010年、pp. 61-82

ルイ・ジュヴェ「『肉体を離脱した俳優』序文」

間瀬幸江訳、2014年（＊）

——「ジャン＝ルイの記憶によせて」間瀬幸江訳、

2014年（＊）

ジャン＝ルイ・バロー「Ch.グランヴァル」間瀬

幸江訳、2014年（＊）

——「『飢え』」間瀬幸江訳、2014年（＊）

——「アントナン・アルトー」堀切克洋訳、2014

年（＊）

アントナン・アルトー 「ルイ・ジュヴェへの手紙」

堀切克洋訳、2014年（＊）

——「ジャン＝ルイ・バローへの手紙」堀切克洋

訳、2014年（＊）

セルジュ・リファール「振付家の宣言」北原まり

子訳、2014年（＊）

２．学術論文

中世・17世紀・18世紀

イリニ・ツアマドゥ＝ジャコベルジェ「ギリシア

起源の語を通して考える演劇性概念」宮脇永吏

訳、『演劇と演劇性』、2014年、pp. 113-124

ダルウィン・スミス「フランスの演劇伝統におけ

る文書の位置：十三世紀から十六世紀まで」黒

岩卓訳、『演劇と演劇性』、2014年、pp. 21-27

黒岩卓「アルヌール・グレバン作『受難の聖史

劇』におけるアダムの描写について」『トラウ

マと喪を語る文学』中里まき子編、朝日出版社、

2014年、pp. 119-126

——「十五・十六世紀における劇テクストの写本

とその使用：アルヌール・グレバン作『受難の

聖史劇』H写本（Paris, BnF, fr. 1550）の例」『演

劇と演劇性』、2014年、pp. 29-44

川那部和恵「フランス 15~16世紀の『愚者演劇』

における笑いの衣装 : その批評性をめぐって」

『東洋法学』58巻 2号、東洋大学法学会、2014年、

pp. 188-176

友谷知己「アルディ『血の力』に於ける脚色の様

態」『仏語仏文学』第 40号、関西大学、2014年、

pp. 11-33

橋本能「二つの『ティット』：ル・ヴェールとマニョ

ン」『人文研紀要』第 79号、中央大学人文科学

研究所、2014年、pp. 1-16

小倉博孝「ラシーヌ的悲劇世界の誕生（2）：ロト

ルー『アンティゴーヌ』（1637）からラシーヌ『ラ・

テバイッド』（1664）へ」『上智大学仏語・仏文

学論集』第 49号、2014年、pp. 1-20

鈴木彩絵「涙と血 : ラシーヌ『ベレニス』の悲

劇性を創造する 2つの詩的言語」『Les Lettres 

françaises』第 34号、上智大学フランス語フラ

ンス文学会紀要編集委員会、2014年、pp. 15-

28

大田文代「ラシーヌ『フェードル』におけるレト

リック : 「テラメーヌの語り」の構造をめぐっ

て」『人間文化研究科年報』第 30号、奈良女子

大学大学院人間文化研究科、2014年、pp. 25-

37
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畠山香奈「トリスタン・レルミット『マリアンヌ』

とジャン・トロルー『コスロエス』における夢

と狂気の位置づけ」『関東支部論集』第 22号、

仏文学会、2013年、pp. 47-60

——「アンドレ・ダシエ訳アリストテレス『詩学』

におけるあやまちの概念について」『関東支部

論集』第 23号、仏文学会、2014年、pp. 85-97

竹垣江梨子「マリヴォーの戯曲における『人間嫌

い』」『関西フランス語フランス文学』第 20号、

2014年、pp. 51-62

奥香織「マリヴォーにおける『露呈』の演劇性」『演

劇と演劇性』、2014年、pp. 71-80

——「ルサージュの初期作品にみるアルルカンの

表象」『西洋比較演劇研究』第 14巻 2号、2014

年、pp. 29-40

19 世紀・20世紀

松村悠子「テオドール・ド・バンヴィルにお

ける劇作術：1850-1870年における空想演劇

（Dramaturgie de Théodore de Banville : le théâtre 

de la fantaisie des décennies 1850-1870）」『フラン

ス語フランス文学研究』第 105号、仏文学会、

2014年、pp. 95-111

大出敦「空疎な神々 : ステファヌ・マラルメ『古

代の神々』試論」『教養論叢』第 135号、慶應

義塾大学法学研究会、2014年、pp. 71-104

坂口周輔「神話を相続する : マラルメとハムレッ

ト」『言語情報科学』第 12号、東京大学大学

院総合文化研究科言語情報科学専攻、2014年、

pp. 163-179

合田陽祐「アルフレッド・ジャリの『砂時計覚書』

を読む : テクストとイメージの関係を中心に」

『慶応義塾大学日吉紀要 フランス語フランス文

学』第 59号、2014年、pp. 67-94

——「アルフレッド・ジャリによる科学的言説

の受容について : 『パタフィジック学者フォス

トロール博士の言行録』の場合」『Les Lettres 

françaises』 第 34号、上智大学フランス語フラ

ンス文学会紀要編集委員会、2014年、pp. 29-

40

——「催眠術師のオイディプス : アルフレッド・

ジャリの『絶対の愛』再読」『上智大学仏語・

仏文学論集』第 48号、2014年、pp. 83-98

近藤美紀「『ユビュ王』における語りについて」『関

東支部論集』第 22号、仏文学会、2013年、pp. 

111-126

佐原怜「アルフレッド・ジャリにおける映画的時

間（Le temps cinématographique chez Alfred Jarry）」

『フランス語フランス文学研究』第 104号、仏

文学会、2014年、pp. 119-133

岡本夢子「Le Chat Noirにおける総合芸術の具現

化 : 影絵劇『聖アントワーヌの誘惑』にみる新

しさ」『関西フランス語フランス文学』第 20号、

関西大学、 2014年、pp. 3-14

袴田紘代「19世紀フランスにおける美術と演劇

の交差：挿絵入り演劇プログラムの研究」『鹿

島美術財団年報』第 32号、鹿島美術財団、

2014年、pp. 448-459

真野倫平「グラン＝ギニョル劇における異境のイ

メージ：ロルド、モレル『究極の拷問』におけ

る中国像」『南山大学ヨーロッパ研究センター

報』第 20号、2014年、pp. 1-16

長野順子「セルフポートレートと演劇性：クロー

ド・カーンと前衛劇の交差」『美学芸術学論集』

第 10号、神戸大学芸術学研究室、2014年、pp. 

6-23

西野絢子「ポール・クローデル『1914年降誕祭

の夜』 : 鎮魂の劇として」『藝文研究』第 107号、

慶應義塾大學藝文學會、2014年、pp. 180-162

上杉未央「ポール・クローデル『繻子の靴』にお

ける宣教」『関東支部論集』第 22号、仏文学会、

2013年、pp. 99-110

内田智子「シャルル・デュランと仮面：東西の文

化圏とその先を目指して」『演劇映像学 2013』、

早稲田大学演劇博物館、2014年、pp. 85-97

永田道弘「脱演劇の二つの回路：『アフリカの印

象』と『田舎司祭の日記』の翻案をめぐって」

『大分県立芸術文化短期大学研究紀要』第 51号、

2014年 3月、pp.  59-69

堀切克洋「救済としてのカタストロフ：メーテル

ランクとアルトーの決定論的演劇をめぐって」

『レゾナンス』第 8号、東京大学大学院総合文

化研究科、2014年、pp. 64-73

間瀬幸江「テクストと挿絵との対話：小説『ベラ』

の場合」『演劇と演劇性』、2014年、pp. 81-89

イザベル・レック「演劇性と喪の儀式―ガリシ
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アの「あたらしい演劇（Nuevo teatro）」宮脇永

吏訳、『演劇と演劇性』、2014年、pp. 125-136

大谷理奈「ジャン・アヌイの戯曲における死

の表象：生者のための死」『Cahiers d'études 

françaises Université Keio』19 号、2014 年、pp.	

64-79

岡室美奈子「瓦礫の上で待ちながら：ベケットと

共生の思想」『文学』2014年 3・4月号、岩波書店、

pp. 2-15

菊池慶子「ライトモチーフとしての無意志的記

憶：サミュエル・ベケット『プルースト』にお

ける生・死・芸術」『表象・メディア研究』第

4号、早稲田表象・メディア論学会、2014年、

pp. 27-43

木内久美子「初期ベケットにおける『擬人化』の

問題 : 『剽窃』の模倣の実践から『擬人化』批

判へ」『Polyphonia : FLC言語文化論集』第 6号、

東京工業大学 FLC言語文化研究会、2014年、

pp. 21-52

戸丸優作「『一人称の主題による変奏曲』：サミュ

エル・ベケットの一人称語りの探求について」

『言語情報科学』第 12号、東京大学大学院総

合文化研究科言語情報科学専攻、2014年、pp. 

215-231

武田はるか「サミュエル・ベケットの『クワッド』

における沈黙の声」『関東支部論集』第 22号、

仏文学会、2013年、pp. 155-166

八木斉子「ベケットから音響操作へ：『言葉と音

楽』『カスカンド』などのラジオ劇をめぐって

（From Beckett to the Engineered Sound: Words and 

Music, Cascando, and Other Plays for Radio）」『演

劇研究』38号、早稲田大学演劇博物館、2014年、

pp. 83-94

藤原曜「サミュエル・ベケットの『ソロ』にお

ける見えるものと聞こえるもの（Le visible et 

l’audible dans Solo de Samuel Beckett）」『フラン

ス語フランス文学研究』第 104号、仏文学会、

2014年、pp. 135-150

山﨑健太「分かつことの両義性 : サミュエル・ベ

ケット『モノローグ一片』論」『早稲田大学大

学院文学研究科紀要（第 3分冊）』第 60号、早

稲田大学大学院文学研究科、2014年、pp. 101-

115 

——「サミュエル・ベケット『わたしじゃない』

上演における観客の知覚について」『表象・メ

ディア研究』第 4号、早稲田表象・メディア論

学会、2014年、pp. 73-90

——「反復する死、あるいは生——サミュエ

ル・ベケット『ロッカバイ』試論」『演劇映像

学 2013』早稲田大学演劇博物館、2014年、pp. 

113-124

堀田敏幸「ベケット、殺害への意志」『愛知学院

大学論叢』第 61号、愛知学院大学教養教育研

究会、2014年、pp. 17-33

——「ベケット、放浪の魂」『愛知学院大学論叢』

第 62号、愛知学院大学教養教育研究会、2014年、

pp. 1-20

——「ベケット、明日なき真実」『愛知学院大学

語研紀要』第 39号、愛知学院大学語学研究所、

2014年、pp. 3-24

秋元陽平「ロラン・バルト、演劇を巡る愛と幻

滅（1）：1950年代、距離を巡って」『仏語仏

文学研究』47号、東京大学仏語仏文学研究会、

2014年、pp. 105-121

林栄美子「舞台に上った「ヌーヴォーロマン」：

演劇作品『ヌーヴォーロマン』をめぐって」『慶

応義塾大学日吉紀要』第 58号、2014年、pp. 

97-116

佐藤朋子「情動的効果の場：『オイディプス王』

をめぐるディディエ・アンジューとジャン =

ピエール・ヴェルナンの論争（1966年－ 1970年）

とその争点」『関東支部論集』第 23号、仏文学

会、2014年、pp. 215-228

大坪裕幸「ドゥルーズと（反）メタ演劇：ブレヒ

トの読みかえを基軸にして」『立教大学フラン

ス文学』第 43号、2014年、pp. 41-73

森田俊吾「アンリ ･メショニックにおける演劇性

の概念：翻訳行為と言語内身体の上演作用の関

係について」『言語態』第 14号、東京大学駒場

言語態研究会、2014年、pp. 167-185

神崎舞「ロベール・ルパージュ作品における映像

術」『ケベック研究』第 6号、日本ケベック学会、

2014年、pp. 51-67

藤井慎太郎「演劇とドラマトゥルギー：現代演劇

におけるドラマトゥルギー概念の変容に関する

一考察」『早稲田大学大学院文学研究科紀要』
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第 60号、2014年、pp. 5-20

——「カタストロフィと演劇性」『演劇と演劇性』、

2014年、pp. 137-144

關智子「『謎』による読者の能動性の喚起：ポス

トドラマ的テクストにおける特異性の分析の試

み」『演劇映像学 2013』、早稲田大学演劇博物館、

2014年、pp. 125-141
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