
所属 国際関係学科 職名 教授 氏名 丹生谷 貴志 大学院における研究指導担当資格の有無 （有）  

Ⅰ 教育活動  

教育実践上の主な業績 年月日 概          要 

１ 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む） 2004年 4月～2009年 
5月 

(1)学部 
(2)大学院 

Ⅱ 研究活動 

著書・論文等の 
名   称 

単著・共

著の別 
発行または発表の

年月（西暦でも可） 
発行所、発表雑誌 

（及び巻・号数）等の名称 
編者・著者名 

（共著の場合のみ記入） 該当頁数 

＜著書＞      

ドゥルーズ・映画・フーコー 単著 2007年 5月 青土社  318 

LEFT ALONE―持続するニューレフトの「68年革命」 共著 2005年 2月 明石書店 
◎すが 秀実 (著), 松田 政男 (著), 西部 
邁 (著), 柄谷 行人 (著), 津村 喬 (著), 
花咲 政之輔 (著), 上野 昂志 (著) 

 

三島由紀夫とフーコー・〈不在〉の思考 単著 2004年 12月 青土社  249 

＜翻訳＞      

マネの絵画 / 砂浜の上に消えてゆく肖像 共著 2006.12 筑摩書房 ◎阿部崇訳、ミシェル・フーコー(著)、ラ
チダ・トリキ(著)ほか  

フーコー・コレクション 6：汚辱に塗れた人々の生  2006.10 筑摩書房 (ちくま学芸文庫) ミシェル・フーコー(著)、◎ 
小林康夫,石田英敬,松浦寿輝編ほか 37 

＜記事＞      

クリント・イーストウッドを巡る二、三の覚書 (特集 クリン
ト・イーストウッド)   2009.5 ユリイカ. 41(6) (通号 566)   129～143 

人間の土地 (総特集 メルロ=ポンティ--身体論の深化と拡張)  2008.12 現代思想. 36(16) (臨増)   253～263 

吸血を欲した無数の虫の羽音がする私の海……--稲川方人
『聖-歌章』の余白に  2008.5 現代詩手帖. 51(5)  94～102 

砂漠のスカラベ--中島らもの小説世界 (特集 中島らも--バッ
ド・チューニングの作家)  2008.2 ユリイカ. 40(2) (通号 547)  鈴木 創士 44～70 

みどりさん (追悼 若桑みどり)  2007.11 ユリイカ. 39(13) (通号 542)  36～38 



龍は雨を呼ぶ (特集 澁澤龍彦 二〇年目の航海)  2007.8 ユリイカ. 39(10) (通号 539)   116～123 

スカー・フェイス (特集 吉田健一--「常識」のダンディズム)  2006.10 ユリイカ. 38(12) (通号 526)   163～176 

フーコーのテヘラン (特集 イスラームと世界--衝突か抵抗
か) -- (西欧とイスラーム)  2006.5 現代思想. 34(6)   136～149 

我が友ミシマ (特集 野坂昭如--いまこそNOSAKAだ!) -- (句
読点を求めて彷徨う)  2005.12 ユリイカ. 37(13) (通号 514)  61～73 

終わりの終わりに向けて--千年紀の諸芸術 (特集 新教養零
(ゼロ)年--ようやく開かれる 21世紀のために)  2005.夏号 Inter communication. 14(3) 

(通号 53)   44～50 

Van Gogh going to Work.... (特集 ゴッホ・ガイドブック 
夢を生きる) / 丹生谷 貴志  2005.4 美術手帖. 57(863)   75～79 

鼎談 68年と臨界点 (小特集 左側を歩け!!--映画「レフトアロ
ーン」と 68年)   2005.1 早稲田文学 〔第 9次〕. 30(1) 井土 紀州 ; 〔スガ〕 秀実  32～41 

散-歩せよ! (特集 バロック的)  2004.7 舞台芸術. (通号 6)   30～39 

金井姉妹との鼎談：「退屈とくだらなさの擁護」  2004年 青土社（ユリイカ 1月号） 金井 久美子 , 金井 美恵子  147～164 

Accidiaあるいはアパシー  2004年 5月 青土社（ユリイカ 5月号）  84～94 

＜書評＞      

書評 火を奪還せよ! エミール・ブレイエ『初期ストア哲学に
おける非物体的なものの理論』  2006.10 未来. (481)  29～33 

「私についてこなかった男」モーリス・ブランショ著 谷口博
史訳--「文学」にだけ可能な「黄金の午後」 (味読・愛読 文
學界図書室) 

 2005.8 文學界. 59(8)  266～268 

安藤礼二『光の曼陀羅 日本文学論』  2009.2 新潮社（新潮 2009年 3月号）   

Ｇ・ドゥルーズ『シネマ１』『シネマ２』  2008.12 新潮社（新潮 2009/01月号）   

中沢新一『狩猟と編み籠――対称性人類学 2』  2008.8 新潮社（新潮 2008/09月号）   

前田塁『小説の設計図』  2008.5 新潮社（新潮 2008/06月号）   

高澤秀次『吉本隆明 1945-2007』  2007.12 新潮社（新潮 2008/01月号）   

絲山秋子『エスケイプ／アブセント』  2007.1 新潮社（新潮 2007/02月号）   



ジョルジュ・ディディ＝ユベルマン『イメージ、それでもな

お』  2006.10 新潮社（新潮 2006/11月号）   

阿部和重『プラスティック・ソウル』  2006.5 新潮社（新潮 2006/06月号）   

＜市民講座＞      

私のイラン ‐イラン革命とその後‐  2006.11 神戸市外国語大学   

＜シンポジウム＞      

京都嵯峨芸術大学車座シンポ「芸術を巡る哲学—写真と映画」 
対談：「映像と美術—イマージュの思考」  2009年 2月 京都嵯峨芸術大学 鈴木創士  

 


