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吉田城先生略年譜

1950年10月　　21日、東京に生まれる

1963年3月　　千代田区立番町小学校卒業

1966年3月　　千代田区立麹町中学校卒業

1969年3月　　都立日比谷高校卒業

1969年4月　　京都大学文学部入学

1973年3月　　京都大学文学部卒業（仏語学仏文学専攻）

1973年4月　　東京大学大学院人文社会系研究科修士課程入学（フランス文

学専攻）

1975年3月　　同修士課程修了

1975年4月　　同博士課程進学

1975年ユ0月　　フランス政府給費留学生　パリ第四大学博士課程、および高

等師範学校ユルム校Ecole　normale　sup6rieure　de　la　rue

d’U㎞入学

1978年11月　　パリ第四大学博士課程修了、第3課程博士号取得

1979年4月　　大阪大学言語文化部専任講師

198ユ年4月　　京都大学教養部助教授

1981年5月　　小場瀬研究奨励賞（日本フランス語フランス文学会）受賞

1982年7月　　京都大学文学部助教授

1984年10月　　1985年10月までの1年間フランスに滞在。国立東洋語学校

Institut　National　des　Langues　et　Civilisations　Orientales

（INALCO）にて教鞭をとる

1991年2月　　パルム・アカデミック（学術功労章）シュヴァリエ級（フラ

ンス政府）受章

1991年4月　　1992年1月まで文部省在外研究員としてフランスに滞在

1994年4月　　京都大学文学部（のち大学院重点化により、文学研究科）教授

1999年ll月　　パルム・アカデミック（学術功労章）オフィシエ級（フラン

ス政府）受章

2005年6月　　24日、逝去　享年54歳
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吉田城先生業績目録

1．著作

1．単i著

『神経症者のいる文学一バルザックからプルーストまで』名古屋大学出

版会、1996年。

『対話と肖像一プルースト青年期の手紙を読む』青山社、1994年。

『「失われた時を求めて」草稿研究』平凡社、1993年。

2．共著・編著

『日仏交感の近代一文学、美術、音楽一』宇佐美斉編著（共著）京都大学

学術出版会、2006年。

『テクストからイメージへ一文学と視覚芸術のあいだ』（吉田城編著）京

都大学学術出版会、2002年。

『アヴァンギャルドの世紀』宇佐美斉編著（共著）京都大学学術出版会、

2001年。

『週刊朝日百科　世界の文学　　「失われた時を求めて」ほか』64号（責任

編集、総論、プルースト解説、図版解説、小百科項目執筆）朝日新聞社、

2000年10月8日。

彦gz↓伽αrθn°s　17／18：num6ros　sp6ciaux《庖criture／Figure》，　Actes　du

Colloque　franco－japonais　a　Kyoto　en　1998（co－organisateurs：G．

Schaeffer，　Y．　Oura，　W．　Marx，　H．　Usami　et　A．－M．　Christin），　Rinsen　Book，

printemps　2000，

『プルースト全集　別巻（研究編）』（岩崎力、保苅瑞穂、吉川一義との共

編・翻訳・注・年譜作成）筑摩書房、1999年。

左gz6伽α写θn°16：num6ro　sp6cial《G6n6tique　litt6raire》（sous　la　direction

de　Jo　Yoshida　et　Kazu㎞ro　Matsuzawa），Rinsen　Book，　printemps　1999．

17乙（Zθ∬9〔チγ乙〔チγαZ（オθZαOoγγθ8po7z（Zα7乙oθ（オθノ匠αγ■oθZ　Pγoz↓8孟（6dit6　par

Kazuyoshi　Yoshikawa，　Jo　Yoshida　et　alt．），　Presses　de　l’Universit6　de

Kyoto，1998。

『象徴主義の光と影』宇佐美斉編著（共著）ミネルヴァ書房、1997年。

『文学をいかに語るか　方法論とトポス』大浦康介編著（共著）新曜社、
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吉田城先生業績目録

1996年。

幽脇ηαrθn°2：num6ro　sp6cial《Marcel　Proust》（sous　la　direction　de　Jo

Yoshida），Rinsen　Book，1988．

3．辞典編纂・項目執筆

『ロワイヤル仏和中辞典』（改訂版・CD－ROM版）旺文社、2005年。

D乞α乞07zγzα乞γbθ．Mαγoθ‘1）γo％8‘（sous　la　direction　de　Annick　Bouillaguet　et

Brian　Rogers），［r6daction　de　40　articles］，　Champion，2004．

『ロワイヤル和仏辞典』（改訂版）旺文社、2002年。

『世界文学大事典』（項目執筆）集英社、1996－1998年。

『ロワイヤル・ポッシュ仏和・和仏辞典』（共編著）旺文社、ユ988年。

『ロワイヤル仏和中辞典』（共編著）旺文社、1985年。

『プチ・ロワイヤル仏和辞典』（共編著）旺文社、1985年。

4．校訂

『芥川龍之介全集第23巻　日録・講演メモ他』（編集協力）岩波書店、

1998年。

『芥川龍之介全集第22巻　未定稿II』（編集協力）岩波書店、1997年。

　　　　　　　　、larcel　Proust，ノ4　Zαγθ01zθγoんθ（加孟θ鴉ps　lρθπ脇［sous　la　direction　de　Jean一

Yves　Tadi61，　Gal1㎞ard，《Biblioth奄que　de　la　Pl6iade》，　tome　I（Oo77zわγ■αッ∫

ハb鯛5dθp吻s∫1θ冗o㎜，6tablissement　des　brou皿ons　manuscrits，　notes

et　6claircissements，　notices，　r6sum6s），1987．

　　　　　　　、larcel　Proust，ノ4♂αγθoんθγ01乙θdz6孟θ即5　pθπぢz6，　Robert　Laffont，《Bouquins》，

tome　II（6tablissement　du　texte　de　Lθ0α6　dθσz己θ朋α窺θs），1987．

『プルースト・書簡全集』原装復刻版全26巻編纂（Ooγγθ5po％dα％cθ就

80zωθ7z乞γ8（オθMαγ℃θZ　Pγoz6s孟／Colection　sous　la　direction　de　Jo　Yoshida）

臨川書店、1985年。

5．語学教材

『教養のためのフランス語』（吉田典子との共著）大修館書店、1991年。

Em丑e　Zola，　Edo窃αγαMαπθ孟（注釈版）青山社、1989年。
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吉田城先生業績目録

皿．学位論文

『「失われた時を求めて」草稿研究』、京都大学・論文博士（新制／文／225）、

1994年。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、sProust　contre　Ruskin：la　genさse　de　deux　voyages　dans／1　Zαγ鷺θoんθγ’oんθ（オzる

診θηzP5　Pθγdz↓d’apr6s　des　brouillons　in6dits》，　th6se　de　doctorat　de　3e

cycle（Ur亘versit6　de　Paris　IV－la　Sorbonne），2volumes，1978．

皿．研究論文

2006年

「木下杢太郎とフランス文化」、『日仏交感の近代一文学、美術、音楽一』

（宇佐美斉編著）京都大学学術出版会、2006年、pp．48－78。

2005年

「ブーローニュの森のスワン夫人一プルースト的身体のねじれと二重性

一」、科学研究費補助金研究成果報告書『フランス文学における身体一

その意識と表現』（研究代表者　吉田城）、2005年3月、pp．31－44。

「フィアスコ　プルーストと性的失敗」、科学研究費補助金研究成果報告書

『フランス文学における身体一その意識と表現』（研究代表者　吉田

城）、2005年3月、pp．147－161。

「ヴェネツィアと死の表象一シャトーブリアン、パレス、プルースト

（続き）」、『流域』55号（printemps　2005）青山社、2005年、　pp．50－57。

「ボドメル博物館所蔵プルースト新資料に見る「スワン家の方へ」推敲過

程」、『フランス語フランス文学研究』第85・86合併号、日本フランス語

フランス文学会、2005年3月、pp．273－291。

《Ce　que　nous　apPre㎜ent　les　6preuves　de加oδ孟6αθoんθ28ωαπηdans　la

collection　Bodmer》，β翻θ6伽d’乞勿b㎜α島oπs　pγoz占56乞θη％θ5，　n°35，2005，

pp．31－45．

2004年

「テクストの深海を探る一生成の起源から未来へ一」、『日本近代文学』

第70集、2004年、pp。109－116。
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吉田城先生業績目録

「ヴェネツィアと死の表象一シャトーブリアン、パレス、プルースト」、

『流域』54号（auto㎜e　2004）青山社、2004年、　pp．30－35。

「芥川龍之介における異文化受容一明治開化期のイメージ」、『人文知の

新たな総合に向けて』21世紀COEプログラム「グローバル化時代の多

元的人文学の拠点形成」京都大学文学研究科、第二回報告書r▽、2004年、

PP．273－293。

《Le　Martyre　de　Saint　S6bastiell　et　Marcel　Proust》，福αγoθZ　Pγoz↓8孟4，

“Proust　au　tournant　des　si6cles”，　Minard，2004，　pp．161－174．

《Fascination　et　assimilation：Proust　lu　par　Roland　Barthes》，　Bαγむ1乙θ8．

刃〔多807zα泥cθs　dθs　8θη8，　bulletin　of　University　of　Tokyo，　Center　for

Ph且osophy，　vo1．2，　apri12004，　PP．31－40．

《La　qu6te　de　la　Mere　chez　Nerva1，　Proust　et　Akutagawa》，八砂吻αZα乞ZZθ脚3

［Actes　du　Colloque　G6rard　de　Nerval《Clart6s　d’Orient》1，　Universit6　de

Paris　VIII；Laurence　Teper，2004，　pp．247－268．

2003年

「プルーストの草稿研究」『岩波講座　文学1テクストとは何か』岩波書

店、2003年、pp．145－164。

2002年

「喘息とマルセル・プルーストー失われたプネウマを求めて」『現代文学』

プルースト特集号、2002年12月、pp．20－33。

「マルセル・プルーストと中世芸術の出会い　ラスキンに学んだもの」『テ

クストからイメージへ一文学と視覚芸術のあいだ』（吉田城編著）京

都大学学術出版会、2002年、pp．3－55。

「聖セバスチアンの殉教のエロティスム　ダヌンツィオ、モンテスキウ、

プルースト」『テクストからイメージへ一文学と視覚芸術のあいだ』

（吉田城編著）京都大学学術出版会、2002年、pp．187－231。

2001年

「医術と社交術一プルーストの『失われた時を求めて』に見る医師コタ

一ルの肖像一」科学研究費補助金研究成果報告書『美学と病理学』（研

究代表者　岩城見一）、2001年3月、pp．265－278。

「プルーストの草稿を読む一ニジンスキーの登場をめぐって」『ユリイカ』
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吉田城先生業績目録

特集プルースト、2001年4月、pp．134－141。

「プルーストからポール・モランへ一新しい文学形式を求めて」『アヴァ

ンギャルドの世紀』（宇佐美斉編著）京都大学学術出版会、2001年、

PP．285－319。

＜＜RditiOn　deS　teXteS　litt6raireS　dU　XXe　SieCle　aU　JapOn》，。彦伽6Zθ8（Zθ‘α7乙gZ6θ

θ診Z窃旋チγα孟z↓γ゜θプレα7乙9α乞5θ5，Soci6t6　des　6tudes　de　langue　et　litt（irature

frangaises　de　1’Universit6　de　Kyoto，　n°32，2001，pp．149－158．

《Les　nouvelles　et　les　formes　br6ves　chez　Proust，　Morand　et　Akutagawa一

autour　de　plusieurs　r6cits　courts》，」砒祝（Zθ5（Zθ‘α？！乙92↓θθオ亮材（チγα6z↓γθ

プケα7zgα乞8θ8，　Soci6t6　des　6tudes　de　langue　et　litt6rature　frangaises　de

PUIIiversit6　de　Kyoto，　n°32，2001，PP．135－148．

《Maladie　et　mort　de　la　grand－m6re：quelques　r6flexions　g壱n6tiques》，

ルfαγ℃θ‘Pγoz68孟3，“Nouvelles　directions　de　la　recherche　proustienne　2”

（ReIlcontres　de　Cerisy－1a－Salle，ju且1et　1997），Minard，2001，pp．75－91．

＜＜L’甘cole　japonaise　de　recherches　sur　la　litt6rature　frangaise：le　cas　de

Marcel　Proust》，　Cα1z乞θγs　dlθZ笠∬oo乞α孟乞o？z乞観θ㎜α琵o？zαZθdθs　6ε窃（オθ8

血α7zραおθ8，　n°53，　mai　2001，　pp．47－59．

2000年

「ゴンクール兄弟における病の心理学一『ジェルミニー・ラセルトゥー』

と『娼婦エリザ』」、科学研究費補助金研究報告書『フランス文学におけ

る心と体の病理一中世から現代まで一』（研究代表者　吉田城）、2000

年3月、pp．127－149。

「『聖セバスチアンの殉教』のエロティスムーダヌンツィオ、モンテスキ

ウ、プルースト」科学研究費助成研究報告書『フランス文学における心

と体の病理一中世から現代まで一』（研究代表者　吉田城）、2000年3

月、pp．169－205。

《Sur　les　reves　de　la　grand－mさre　dans　les“lntermittences　du　c（eur”》，

80doη？ρθεGoη？ω隔’ソ～θ．」Mω℃θ～P，’o拐sdsous　la　direction　de　Michel

Erman1、　Elhpses、　coH．‘‘Lettres”，2000，　pp．101－109．

《Proust　et　les　Banets　I喝usses：autour　de　N輻illski》，B掘狛君乞？z（オ’⑳び～）㎜古乞oπs

メη・o～’s’震ηηzθs，11“31，2000，pp．51－64。

《Remarques　sllr　les　nlanuscrits　d’Akutagawa－autour　des　avants－textes　de

Hilla》，彦g厩，～oぜθバ17！18，　R加sell　Book，　p血temps　2000，　pp．213－219．
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吉田城先生業績目録

《La　r6ception　de　Marcel　Proust　au　Japon》，　LαR60θμ乞oηdlθPγo窃8孟（覚

Z’窃7α％ρθγ，Institut　Marcel　Proust　international，2000，　pp．25－42．

1999年

「プルーストとコクトー：飛行の詩学」『仏文研究』30号、京都大学フラン

ス語学フランス文学研究会、1999年、pp．145－164。

《Marcel　Proust　et　L60n　Bakst－une　r6v61ation　des　Ballets　russes》，

B2る乙乙θむ乞7乙αθ乙α500乞窃4」ケαγ乙00づ「αPO7乙α乞Sθ（オ’α冗θ6（Z’α？℃ん〔チoZog乞θn°19，

1999，pp．4－24．（日本語要旨付）

《Gen6se　de　l’ouverture：Rash6mon　d’Akutagawa》，吻z6伽α6θn°16，　Rinsen

Book，1999，　pp．134－145．

1998年

「盗人の誕生一　『羅生門』推敲プロセスに関する一考察」『文学』岩波書

店、第9巻・第4号、1998年、pp．102－ll1。

「ある文明開化のまなざし一芥川龍之介『舞踏会』とピエール・ロティ」

『仏文研究』29号、京都大学フランス語学フランス文学研究会、1998年、

pp．　ll9－128。

「フローベールの文法美一プルーストの視点から」名古屋大学シンポジ

ウム報告書『今こそフローベールを読み返す』（松澤和宏編）、1998年、

pp．31－45。

《Sur　quelques　lmages　de　l’agonie　chez　Marcel　Proust》，君gz6伽o劣θn°15，

Ri皿sen　Book，1998，　pp，54－65．

1997年

「神話と寓意の魅惑一ギュスターヴ・モローを見るプルースト」『京都大

學文學部紀要』36号、1997年、pp，1－54。

「神話の変貌一フランスの作家はモローをどう見たか」『象徴主義の光と

影』（宇佐美斉編）ミネルヴァ書房、1997年、pp．10－24。

1996年

「テクスト生成論」『文学をいかに語るか　方法論とトポス』（大浦康介編

著）新曜社、1996年、pp．52－68。

「パスティーシュ」『文学をいかに語るか　方法論とトポス』（大浦康介編

15



吉田城先生業績目録

著）新曜社、1996年、pp．332－346。

《La　question　de　1’h6r6dit6　chez　Marcel　Proust－une　comparaison　avec　le

syst6me　de　Zola》，βz↓Z‘θ診伽（1’乞顧）㎜α孟乞o％8　pγo窃56乞θη？zθs，　n°27，1996，

PP．79－89．

1995年
ロン　ド

「『谷間の百合』における神経症の輪舞（下）」『流域』40号（automne

1995）青山社、1995年、pp．32－39。
ロンド

「『谷間の百合』における神経症の輪舞（上）」『流域』39号（renouveau

1995）青山社、1995年、pp．20－26。

1994年

「プルーストと模作一フローベールの文体模写をめぐって一」『仏文研究』

25号、京都大学フランス語学フランス文学研究会、1994年、pp．149一

179。

「プルーストの見た戦争下のパリー千夜一夜物語の世界」科学研究費補

助金助成研究成果報告書『フランス文学におけるパリー中世から現代

まで一』（研究代表者　田村毅）、1994年、pp．45－58。

「リジウの闇夜一プラウト、ラスキン、プルースト」『流域』37号（6t6

1994）青山社、1994年、pp．60－64。

「リジウの闇夜一プラウト、ラスキン、プルースト」『流域』36号（hiver

1993／94）青山社、1994年、pp．49－56。

1993年

「エドヴァルト・ムンクと『叫び』の世界」『流域』34号（prtntemps　1993）

青山社、1993年、pp．44－55。

「ジェリコーの『狂人画』をめぐって」『流域』33号（hiver　1992／93）青山

社、1993年、PP．54－64。

1992年

《La　maladie　nerveuse　chez　Proust：gen合se　du　portrait　du　docteur　Du

Boulbon》，B錫泥θ診乞7乙、MαγoθZ　Pγo粥診，　n°42，1992，　pp．43－62．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、sProust　et　la　maladie　nerveuse》，　MαγoθZ　Pγo窃8孟1，‘～4　Zαγθ01乙θγ01乙θ（加

診θ吻）sjpθγ（施：des　persomlages　aux　structures”，　M㎞ard，1992，　pp．101－119．
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《Sur　les　trois　jeux　de　dactylographies　de　la“mort　de　la　grand－mさre”：un

aspect　du　processus　de　la　correction　et　du　montage　chez　Marcel　Proust》，

五｝（1z6乞？zo劣θn°9，　Rinsen　Book，　aoOt　1992，　pp．63－74．

《La　grand－m6re　retrouv6e：le　proc6d6　du　montage　des“Intermittences　du

coeur”》，B窃乙乙θ孟乞γ乙d’乞7〃わγフγzα6乞oγ乙s　Pγoz↓5孟乞θγ乙γ乙θ5，　n°23，1992，　PP．43－64．

1991年

「小説の誕生一くコンブレー〉の生成過程　II」『京都大學文學部紀要』

30号、1991年、PP．1－96。

1990年

「〈対話と肖像〉　アントワーヌ・ビベスコ」『流域』29号（automne

1989）青山社、1990年、pp，49－57。

「小説の誕生一くコンブレー〉の生成過程　1」『京都大學文學部紀要』29

号、1990年、pp．1－85。

「澁澤龍彦と死の博物誌」『澁澤龍彦　回想と批評』幻想文学出版局、1990

年、PP．115－125。

「都市空間とテクストープルーストとその時代」科学研究費補助金助成

研究成果報告書『都市と文学　パリ、リヨン、ヴェネツィア』（研究代

表者　吉田城）、1990年、pp。1－51。

1989年

「〈対話と肖像〉　リュシアン・ドーデ　（続）」『流域』27号（automne

1989）青山社、1989年、PP．59－64。

「〈対話と肖像〉　リュシアン・ドーデ」『流域』26号（printemps　1989）

青山社、1989年、pp．46－53。

1988年

「テクストの生成学　プルーストの手稿をめぐって」『文学』岩波書店、

1988年、pp．24－36。

「〈対話と肖像〉　レーナルド・アーン」『流域』25号（automne　1988）

青山社、1988年、pp．55－64。

「〈対話と肖像〉　アンナ・ド・ノアイユ　II」『流域』23号（hiver

17
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1987／88）青山社、1988年、pp．56－64。

《Proust　lecteur　d’Anna　de　Noailles》，君α％¢〈陀o劣θn°2，　Rinsen　Book，1988，

PP．181－196．

1987年

「欲望と挫折の軌跡一くコンブレー〉秋の散歩の成立過程」『ユリイカ』

総特集プルースト、1987年、pp．220－229。

「〈対話と肖像〉　アンナ・ド・ノアイユ　1」『流域』22号（automne

1987）青山社、1987年、pp．48－53。

「〈対話と肖像〉　ロベール・ド・モンテスキウ」『流域』21号
（renouveau　1987）青山社、1987年、　pp．56－64。

《Un　extrait　in6dit　du　7θηzメ）5」ρθγ（1z己》，五1（7漉7zo∬θn°1，　Rinsen　Book，1987，

PP．85－90．

《L’apr6s－midi　a　Ver亘se：autour　de　plusieurs　textes　in6dits　sur　la　basilique

Sa主nt－Marc》，σαん乞θ覚3．MαγoθZ　Pγo窃s診14，　Gallimard，1987，　pp．167－189．

1986年

「1874年の上流生活点描一『最新流行』をめぐって」『ユリイカ』特集ス

テファヌ・マラルメ、1987年9月、pp，156－169．

「肉体の祝祭一モーリス・ベジャールと三島由紀夫」『ユリイカ』特集三

島由紀夫、1986年5月、pp．199－205。

「1893年の書簡体小説　下」『流域』19号（6t61986）、青山社、1986年、　pp．

48－52。

「1893年の書簡体小説　上」『流域』18号（hiver　1985／86）青山社、1986年、

PP．25－31。

1985年

「『失われた時を求めて』の新校訂版をめぐって」『流域』16号
（renouveau　1985）青山社、1985年、　pp．51－64。

「〈対話と肖像〉　マリー・ノードリンガー」『流域』15号（hiver　1984／85）

青山社、1985年、pp．51－64。

1984年

「〈対話と肖像〉　エドガール・オーベール」『流域』14号（renouveau
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1984）青山社、1984年、pp．54－64。

「〈対話と肖像〉　ダニエル・アレヴィ」『流域』13号（hiver　1983／84）青

山社、1984年、pp，55－64。

「〈対話と肖像〉　アナトール・フランス」『流域』12号（6t61983）青山

社、1984年、pp．55－64。

1983年

「〈対話と肖像〉　アルフォンス・ダルリュ」『流域』11号（printemps

1983）青山社、1983年、pp．33－42。

　　　　　　　　　！sM6tamorphose　de　l’Eglise　de　Balbec－un　apergu　g6n6tique　du“voyage　au

Nord”》，B痂Zθ診乞η（Z’乞7びb㎜孟乞o％s　pγozるs孟乞θγ乙？zθs，　n°14，1983，　pp．41－61．

1982年

「プルーストと性的風景」『ガリア』大阪大学文学部フランス文学研究室、

XXI－XXII、1982年、　PP，332－341。

「プルーストの手紙から」『流域』10号（arri前e－saison　l982）青山社、

1982年、pp．52－53。

　　　　　　　　　　　　　　　　　、sGen奄se　du“Voyage註Venise”darls／1‘αγ緊θ01zθγ゜oんθ（伽孟θ物ρ8　pθγ（1％，　III》、

『人文』京都大学教養部、1982年、pp．　U－57。

1981年

「バルベック教会の原型（II）一プルーストとアミアン」『流域』6号

（auto㎜e　l981）青山社、1981年、　pp。41－64。

「バルベック教会の原型（1）一プルーストとバイユー」『流域』5号

（6t61981）青山社、1981年、　pp。52－64。

　　　　　　　　　　　　　　　　　、sGenese　du“Voyage　a　Venise”dans／4♂αγθoんθγ10んθd窃6θ脚5　pθγd％，　II一

Ruskhl　et　Proust・、『言語文化研究』大阪大学言語文化部、1981年、　pp．

93－105。

＜＜Inventaires　des　Cahiers　32　et　27　》，　B％εZθ孟乞7z　（オ憾7灸ノroγγ｝zαε乞o％s

Pγoz68認θγ乙7zθ8，　n°12，1981，PP．47－51，53－56，

1980年

「〈車窓の夜明け〉の4つの草稿一モチーフの増殖と変貌」『ガリア』大

阪大学文学部フランス文学研究室、XX、1980年、　pp．35－42。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　、sGen6se　du“Voyage　a　Venise”dans／拐αγθoんθγoんθ（紬孟θ77zps　pθπZz↓，1》、

『言語文化研究』大阪大学言語文化部、1980年、pp．131－146。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、sGen6se　de　la“relecture　de　Bergotte”dans／1　Zαγθoんθγoんθdlz6診θηzps

Pθγてオz↓》，五諺z↓dθ8（オθ五α7zgzるθθ孟L乞材6γα孟z6γ・θプケα7zgα乞8θ3，　n°36，1980，　pp．

114－131．

1978年

《La　Gen6se　de　1’Atelier　d’Elstir　a　la　lumi6re　de　plusieurs　versions　in6dites》，

Bz占翻θ6乞7乙（オ’乞勿～）γ㎜診乞07z8　pγozる5孟乞θγzγ乙θs，　n°8，1978，　pp．15－28．

《Note　pour　la　reconstitution　des　Cahiers　de　brouillons》，　Bz6〃θ‘乞7z

α’伽び～）欄砺乞o％5pγoz偲ε乞θ％？zθ8，　n°7，　printemps　1978，　pp．29－31．

1977年

《Relecture　du‘℃arnet　de　1908”》（travaux　de　collaboration），　Bz↓ZZθ渉乞％

d’乞吻㎜伽8pγo襯乞θ％冗θ8，　nQ　6，　auto㎜e　l977，　pp．17－28．

】〉．翻訳

『プルースト評論選2　芸術篇』保刈瑞穂篇［「移ろいゆくものの帝王」（pp．

276－283）及び「美の教師」（pp。284－308）］ちくま文庫、2002年。

ミシェル・シュネデール『プルースト　母親殺し』白水社、2001年。

ミシェル・エルマン『評伝マルセル・プルースト』青山社、1999年。

『プルースト全集別巻　プルースト研究・年譜』（共訳・年譜作成）筑摩書房、

1999年。

『プルースト全集18　書簡III』（共訳）筑摩書房、1997年。

『プルースト全集17　書簡II』（共訳）筑摩書房、1993年。

クシシトフ・ポミアン『コレクションー趣味と好奇心の歴史人類学』（吉

田典子との共訳）平凡社、1992年。

『ラスキン＝プルースト　胡麻と百合』筑摩書房、1990年。

『プルースト全集16　書簡1』（共訳）筑摩書房、1989年。

ジェローム・デュアメル『世界毒舌大辞典』大修館書店、1988年。

「記憶の中のプルースト」［レーナルド・アーン、ロベール・プルースト、フ

イリップ・スーポー、ジャン・コクトー、モーリス・サックス、ロベー

20



吉田城先生業績目録

ル・ドレフユス、エドモン・ジャルーによる回想録抜粋］『ユリイカ』総

特集プルースト、1987年、pp．16－30。

アロイジュス・ベルトラン「スカルボ」『言語』大修館書店、1984年5月号、

PP．8－9。

アンヌ・ユベルスフェルト「演劇空間とその表現」『文学』岩波書店、1984

年1月号、pp。87－98。

V．ロ頭発表（1999年以降）

《La　logique　du　camouflage：1a　pseudo－autobiographie　chez　Proust》，　Coloque

　　　　　　　　　！?窒≠獅モ盾鰍≠垂盾獅≠奄刀sL’Ecriture　de　moi：aqui　s’adresse　I’autobiographie？》，

Institut　francojaponais　du　Kansai，1e　l6　avri12005．

「木下杢太郎とフランス文化H」京都大学人文科学研究所・宇佐美班「日仏

交渉史」、人文科学研究所、2004年11月22日。

《La　jeune　NRF　et　son　refus　d公Zαγθ碗θγ碗θd編θ即s　pθγdz占・、京都大学大

学院文学研究科21世紀COEプログラム第35班第2研究班「異文化体験と

フランスの作家・芸術家」第3回国際フォーラム・La　critique　au　d6but

dU　XX・siさCle・、京都大学、2004年9月25日。

「19世紀オリエンタリズム文学一テオフィル・ゴーチエ」京都大学文学研

究科21世紀COEプログラム第35班第2研究班「異文化体験とフランスの

作家・芸術家」第6回研究会「物語論からオリエンタリズムへ」（「帝国シ

ステムの政治・文化的比較研究」グループとの共催）、京都大学、2004年

10月9日。

《Le　fiasco：la　splendeur　et　la　misさre　du　d6sir　proustien》，　For㎜《Marcel

Proust　2004》，　Universit6　de　Kyoto，　le　24　juillet　2004．

《Autour　de　fragments　tardtrs　de　Swann：la　sc6ne　de　Mme　Swann　au　Bois》，

Colloque《Manuscrits　de　Proust：approches　critiques　et　probl合mes

6ditoriaux》，　La　Maison　francojaponaise　de　Tokyo，　le　l6juinet　2004．

「ヴェネツィアと死のイメージ　シャトーブリアン、パレス、プルースト」

京都大学文学研究科21世紀COEプログラム第35班第2研究班「異文化体

験とフランスの作家・芸術家」第4回研究会「死と医学」、京都大学、

2004年4月10日。

《Ce　que　nous　apPre㎜ent　les　6preuves　de加oδ診4　dθoんθ98ω侃％dans　la
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collection　Bodmer》，　conf6rence　a　l’ITEM，　le　17　mars　2004．

「木下杢太郎とフランス文化」京都大学人文科学研究所・宇佐美班「日仏交

渉史」、人文科学研究所、2003年12月20日。

「プルーストを読むバルト」関西プルースト研究会、京都大学、2003年12月

6日。

《Fascination　et　assimilation．　Proust　lu　par　Roland　Barthes》，　Colloque

international　Roland　Barthes，　Universit6　de　Tokyo，　le　29　novembre　2003。

「ボドメル博物館所蔵プルースト新資料に見る「スワン家の方へ」推敲過程」

日本フランス語フランス文学会秋季大会、大阪外国語大学、2003年10月26
日。

「テクストの深海を探る一生成の起源から未来へ」日本近代文学会（招待講

演）、早稲田大学、2003年9月27日。

《La　digestion　et　1’indigestion　chez　Proust》，　Colloque㎞ternational《Proust

sans　frontiさres》（国際シンポジウム「境界なきプルースト」），Universit6　de

Kyoto，　le　18　septembre　2003．

「芥川作品に見る明治開花期のイメージ」ジュネーヴ大学文学部（日本語に

よる講演）、2003年3月27日。

「消化と不消化一プルースト的く癒し〉の可能性」関西プルースト研究会、

京都大学、2002年12月7日。

「芥川龍之介におけるフランス文学の受容一旧蔵書、ジャポニザンへの視線、

斬首幻想」京都大学人文科学研究所・宇佐美班「日仏交渉史」、人文科学

研究所、2002年11月9日。

　　ノsL’Etoffe　des　h6ros：Le　h6ros　vaincu．　Figures　de　la　mort　violente　en　Europe

et　au　Japon》，　Sciences－Politiques，　le　25　juin　2002．

《Question　de　la　M奄re　chez　Nerval，　Proust　et　Akutagawa》，　Colloque　G6rard　de

Nerval《Clart6s　d’Orient》，　Universit6　de　Paris　VIII（Mus6e　d’arch6010gie　de

Saint－Denis），le　21　jutn　2002．

「プルーストと喘息」関西プルースト研究会、京都大学、2001年12月15日。

「呼吸と身体一プルーストと喘息」科学研究費助成研究「フランス文学にお

ける身体一その意識と表現」第1回シンポジウム、京都大学、2001年10月

20日。

「短編小説論一プルーストの「バルダサール・シルヴァンドの死」を中心に」

関西プルースト研究会、同志社大学、2001年3月31日。
　ノsEditiOn　deS　teXteS　litt6raireS　dU　XXe　Si6Cle　aU　JapOn（en　COmparaiSOn　de
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P6dition　de　la　Pl6iade　de　Proust）》，　Colloque《Manuscrit，6dition，

informatique》，　Ur匪versit6　de　Paris　IV－la　Sorbonne，　le　23　mars　2001．

《Les　nouvelles　et　les　formes　brさves　chez　Proust，　Morand　et　Akutagawa一

autour　de　plusieurs　r6cits　courts》，　Universit6　de　Paris　III（conf6rence　dans

le　s6minaire　de　Pierre－Edmond　Robert），1e　21　mars　2001．

　　！sL’Ecole　japonaise　de　recherches　sur　Ia　Iittξrature　frangaise：1e　cas　de　Marce1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！orOUSt》，　Le　52e　COngr¢S　de　1’ASSOCiatiOn　internatiOnale　deS　EtUdeS

　　　　　　！?窒≠獅№≠奄唐?刀C　Ecole　Normale　Sup6rieure，　rue　dUm，　le　4　juillet　2000．

《La　r6ception　de　Marcel　Proust　au　Japon》，　Les　premi6res　rencontres　de

1’Institut　Marcel　Proust　Internationa1，　Bibhotheque　Nationale　de　France，　le

28janvier　2000．

「『聖セバスチアンの殉教』とマルセル・プルースト」関西プルースト研究会、

京都大学、1999年12月18日。

「プルーストの見たバレエ・リュス」日仏美術学会第84回例会、京都大学文

学部、1999年7月17日。

「プルーストとヴァスラフ・ニジンスキー」関西プルースト研究会、京都大

学、1999年3月27日。

「バレエ・リュスの衝撃一レオン・バクストとプルースト」京都大学人文

科学研究所、1999年3月15日。

「『文法美』とは何か。プルーストの見たフローベールの文体」シンポジウム

「今こそフローベールを読み直す」、名古屋大学、1998年12月12日。

「飛行の詩学　コクトーとプルースト」京都大学人文科学研究所、1998年3

月23日。

「プルーストにおける臨終のいくつかのイメージについて」関西プルースト

研究会、京都大学、1997年12月13日。

《Maladie　et　mortde　la　grand－m色re：quelques　r6flexions　g6n6tiques》，　Cerisy一

la－Salle（Colloque“Nouvelles　orientations　des　recherches　sur　Marcel

Proust’っ，1e　4　juilet　1997．

V【．エッセー・対談

「バレエからさぐるフランス文学　世紀末の踊り子たち一ドガのまなざし、

ヴァレリーの思索」『鑑賞者のためのバレエ・ガイド』音楽之友社、2004
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年、PP．140－142Q

「フランスに見る「チューリップ狂時代」」京都大学文学研究科21世紀COE

プログラム「グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成」7究躍8（「翻

訳の諸相研究会」Newsletter）n・5、2003年11月14日、　pp．6－7。

「文学とバレエ　交錯するジャンル」『鑑賞者のためのバレエ・ガイド』音楽

之友社、2003年4月、pp．172－174。

「芥川龍之介旧蔵書にみるフランス文学の痕跡」京都大学文学研究科21世紀

COEプログラム「グローバル化時代の多元的入文学の拠点形成」7！R質N8

（「翻訳の諸相研究会」Newsletter）n・1、2003年2月28日、　pp．2－3。

「草稿を読むおもしろさ」『知のたのしみ　学のよろこび』（京都大学文学部

編）岩波書店、2003年、pp．18－22。

《Les　proustiens　de　l’Rcole　japonaise》（version　mise　a　jour），．乙θハ4α9α9乞7zθ

麗甜4γα乞γ「θ，‘‘Proust”hors　s6rie，2001，pp．　l　l2－113．

「プルーストとドゥミ＝モンデーヌの華麗な世界（深井晃子との対談）」

『DRESSTUDY（服飾研究）』39号、京都服飾文化研究財団、　Spring　2001、

pp．18－25。

「忘れえぬページー井上究一郎先生を偲んで」『流域』48号（hiver
1999／2000）青山社、2000年、pp．60－62。

「古書店めぐりの日々一亡き父の思い出一」『文學藝術』23号、共立女子大

学総合文化研究所神田分室、1999年、pp．96－98。

「トランプの王様（亡き父の思い出）」ひ漉oo柵Joz↓㎜梛、　n°43（spring　l999）

文英堂、1999年、pp．35－36。

「プルースト国際シンポジウムに参加して」『流域』44号（automne　l997）

青山社、1997年、pp．2－5。

「生活をともにするコロックー一九九六年夏、スリジー＝ラ＝サルで」『流

域』43号（hiver　1996／97）青山社、1997年、　pp．8－11。

「大美術館の誕生」『武蔵野美術』104号、1997年3月、pp．4－9。

「冷遇される外国語教育」『日本の大学どこがダメか』（安原顯編）、メタロー

グ、1994年、PP．124427。

「内発的動機と持続する好奇心」『外国語上達法』（安原顯編）、メタローグ、

1994年、PP．186－189。

「最高の往生術は、自分の最良部分を残すこと」『私の死生観』（安原顯編）、

メタローグ、1994年、pp．204－207。

「ずいひつ：ムンクの「叫び」騒動に思う」『季刊アーガマ』阿含宗出版社、
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n・132：1994年秋号、pp．4－5。

「作品はどのように書かれたのか」（コラム「書きたい本、出したい本」）『出

版ニュース』1994年9月下旬号、p．25。

「草稿読みの苦楽一　『「失われた時を求めて」草稿研究』余滴」『リテレー

ル』8号、メタローグ、1994年3月、pp．146－149。

「メダンのゾラの家を訪ねて」『言語』大修館書店、1993年4月号、pp．2－3。

「パリ国立図書館の思い出」『以文』35号、京都大学文学部、1992年、pp．19一

22。

「ルネ・ラリックとその時代」『現代の眼』450号、東京国立近代美術館、

1992年5月、pp．2－3。

「ワイルドとプルースト」『ユリイカ』特集オスカー・ワイルド、1990年5月、

pp．206－207。

「イメージの狩人　澁澤龍彦」『流域』24号（6t61988）青山社、1988年、　pp．

10－15。

《Les　proustiens　de　I’虐cole　japonaise》，　Lθ福α9α9勿zθ麗‘彪［γα乞γθ，‘‘Proust”，　n・

246，1987，pp．58－59．

「『失われた時を求めて』のプレイヤッド新版」『ユリイカ』総特集ブルース

ト、1987年、PP．155－157。

「フランスの新しい日本文化観」『新潮』新潮社、1986年8月号、pp．170一

171。

「バルベー・ドールヴィイとノルマンディーの伝説」『季刊ソムニウム』3号、

エディシオン・アルシーヴ、1980年。

V江．書評

「Ju耳ji　Suzuki，五θブαPoγ乙②8耀（オα7zs‘α”乞θθ‘‘’c甜”γθ（オθル1dγoθ‘、Pγ・oz↓56，　Keio

Ur亘versity　Press，　Tokyo，2003．」『ジャポニスム研究』第24号、ジャポニス

ム学会、2004年11月、pp．27－29。

「川中子弘『プルースト的エクリチュール』（早稲田大学出版部、2003年）」

『文化論集』第24号、早稲田商学同攻会、2004年、pp．129－133。

「テクストの深層をめぐる旅一松澤和宏『生成論の探究』を読んで一」『文

学』岩波書店、2003年11－12月、pp．201－206。

「Michel　Schneider，　Mα㎜％，　Galhmard，　col．《L’un　et　rautre・，1999」『仏文研
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究』32号、京都大学フランス語学フランス文学研究会、2001年、pp．177一

179。

「真屋和子L’《．4冗oαo彫》o昭θ8吻ZθdθPγoz65古、慶応大学出版会、2001年」

『ラスキン文庫だより』、2001年9月1日、pp．13－14。

「プルーストの「生の本質」を求めて　　（湯沢英彦『プルースト的冒険　偶

然・反復・倒錯』水声社、2001年）」『ふらんす』白水社、2001年6月、p．

81。

「プルーストを通して人生の味を知る一冊　　（アラン・ド・ポトン『プルー

ストによる人生改善法』畔柳和代訳、白水社、1999年）」『ふらんす』白水

社、1999年5月、p．96。

「芸術と生の響き合うプルーストの宇宙　（牛場暁夫『マルセル・ブルース

ト「失われた時を求めて」の開かれた世界』河出書房新社、1999年）」『図

書新聞』、2000年3月4日。

「小倉孝誠著『〈女らしさ〉はどう作られたのか』法蔵館、1999年」『図書新

聞』、1999年9月4日。

「中川久定『啓蒙の世紀の光のもとで一ディドロと「百科全書」』」『リテレ

一ル』11号、メタローグ、1994年冬、pp．94－97。

《Jean　Milly　6d．，．4Zわθγ6乞γ乙θ伽8pαγz6θ［6dition　int6gralel，　Champion，1992》，

Rθ”z6θ（オ野乞s孟o乞γθZ臨6γα乞γθαθFγαηoθ，　mars－avri11994，　p．361．

「馬淵明子『美のヤヌス』」『文化会議』285号、1993年、pp．32－34。

「海野弘『マルセル・プルーストの部屋』　プルーストを通して見た世紀末

の世界」『リテレール』4号、メタローグ、1993年春、pp．128－133。

「明快なプルースト像　鈴木道彦編・訳『失われた時を求めて』抄訳版」『流

域』32号（6t61992）青山社、1992年、　pp．11－12。

「戦楳にも似た背徳的な楽しみ　澁澤龍彦訳『サド侯爵の手紙』」『ちくま』

204号、筑摩書房、1988年。

「プルースト訳・注による『胡麻と百合』の復刊（コンパニョン編）につい

て」『仏文研究』18号、京都大学フランス語学フランス文学研究会、1987

年、PP．223－224。

「シャルダンの眼　保苅瑞穂『プルースト・印象と隠喩』」『みずゑ』美術出

版社、1982年冬、pp．126－127。
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「皿．新聞・月報　その他

「「色の音楽・手の幸福」一ロラン・バルトのデッサン展一」京都大学総

合博物館ニューズレター、n・17、　February　2004、　pp．2－3。

「仏小説家プルースト作品の謎に迫る」読売新聞、2003年12月1日夕刊。

「推薦文：新庄嘉章訳『ジッドの日記』　輝く原石を見つける楽しみ」日

本図書センター、2002年。

「推薦文：雑誌『ル・リール』復刻」本の友社、2002年。

「日本とフランスの「プルースト現象」」毎日新聞、2001年6月6日夕刊

「文化　批評と表現」欄。

「ことばの手品師」『ジュール・ルナール全集』第12巻月報14、臨川書店、

1998年、PP．1－3Q

「スリジー・ラ・サルの夏」鈴木道彦訳『失われた時を求めて』第4巻月

報（「プルーストの手帖」4号）集英社、1997年、pp．16－23。

「テクストの舞台裏を読む」『芥川龍之介全集』第22巻月報、岩波書店、

1997年、PP．6－10。

「推薦文：異文化交流の源泉　世紀末雑誌『コスモポリス』復刊」紀伊国

屋書店、1997年。

「自著を語る一『対話と肖像一プルースト青年期の手紙を読む』」京都大

学新聞、1995年2月1日。

『単行本・文庫本ベスト3＜1994＞』リテレール別冊8、メタローグ、

1994年、P．8。

『私の好きなクラシック・レコード・ベスト3』（安原顯編）、メタローグ、

1994年、P．104－105。

「時代を問う　（2）一文学一　薄れる従来の枠組み　伝記・評伝復活の現

代フランス」京都新聞、1994年10月14日朝刊。

「色彩の魔術一「絢燗たる夜会服の世界一パリ・オートクチュールの150年」

を見て」京都新聞、1994年6月ll日朝刊。

「乱雑よりの脱却一「超」整理法の効果」京都大学新聞、1994年6月1
日。

「水曜フォーラム　流れ出す書物」京都新聞、1993年12月29日朝刊。

「プルーストとサン・マルコ洗礼堂の記憶」井上究一郎訳『失われた時を

求めて』プルースト全集第9巻「逃げ去る女」月報、1988年、pp．5－7。

「フランスの旅行案内書（項目「旅行のための事典」1）」『事典の小百科』
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（紀田順一郎、千野栄一編）大修館書店、1988年、pp．13－19。

「フランス文学の現況と翻訳・研究　’87」『文芸年鑑　昭和六十三年版』

新潮社、1988年、pp．143－145。

「プルーストの新しい素顔」朝日新聞、1988年5月16日夕刊。

「フランス文学の現況と翻訳・研究　’86」『文芸年鑑　昭和六十二年版』

新潮社、1987年、PP．142－145。

「プルースト年譜」『ユリイカ』総特集プルースト、1987年、pp．289－325。

「フランス幻想文学の開花一1830年代における大作家たちの初期作品を

めぐって」『世界幻想文学大系』第18巻月報、国書刊行会、1979年、pp．

7－12。

付　記

この業績一覧に掲載された著作（単著・共著・編著）、個人訳書、研究論文、

エッセー・対談、書評、新聞・月報その他については、その全てが、オリジナ

ルまたはコピーの状態で京都大学フランス文学共同研究室に所蔵され、閲覧可

能となっている。
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8　プレイヤード版『失われた時を求めて』校訂のための原稿 （カイエ3の転写）




