
 

 

 日本フランス語フランス文学会 

2013年度秋季大会 
2013年 10 月 26 日（土）・27日（日） 

会場：別府大学（別府キャンパス） 〒874-8501 大分県別府市北石垣 82 

 

第 1日 10月 26日（土） 

受付 11:30－16:00  
メディア教育・研究センター玄関前 
 
会場：メディア教育・研究センター メディアホール 
 
開会式 13:00－13:25   

司会 九州大学 阿尾 安泰 

開会の辞 別府大学 井上富江 

開催校代表挨拶  別府大学学長  豊田寛三 

会長挨拶 大手前大学学長 柏木隆雄 
 
特別講演会 I     13:30－14:50 

  Bruno Viard (Université d’Aix-Marseille) 
  « Rousseau, le romantisme … et George Sand »

   司会 坂本千代（神戸大学） 

 

会場：国際経営学部棟 
 
研究発表第１部        15:00－16:30 

研究発表第２部        16:40－17:40 

 

会場：杉乃井ホテル 
（大分県別府市観海寺 1 TEL 0977-24-1141） 

懇親会  19:00－21:00

  （研究発表終了後、大会会場からバスが出ます） 
＊別府駅西口右手より、ホテル行きのシャトルバスも

あります。詳細は杉乃井ホテルのホームページをご

覧ください。 

（http://www.suginoi-hotel.com/access.html） 

 
 
＊研究会  10:00－12:00

会場：国際経営学部棟 
 

 

第 2日 10月 27日（日） 

受付 9:30－16:00                                         
メディア教育・研究センター玄関前                                  

会場：国際経営学部棟 

ワークショップ １ – ４  10:00－12:00 

会場：メディア教育・研究センター メディアホール                                     

特別講演会Ⅱ  13:00－14:20 

Eric Faye
« De Proust à Mishima, le regard d’un écrivain français »
司会 吉川一義（京都大学） 

総会  14:30－16:00 

  議長 濱田明（熊本大学） 

閉会式  16:00－16:10 

会長挨拶 柏木隆雄 

閉会の辞     井上富江 

 

大会本部：大分県立芸術文化短期大学・永田研究室 

Tel: 097-545-4521 Fax: 097-545-8895
Mail: nagata@oita-pjc.ac.jp

または別府大学井上富江（itomie@nm.beppu-u.ac.jp）

当日連絡先：別府大学 Tel:0977-67-0101 

・大会費等は同封の振込用紙にて、10月7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・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：国際経営学部棟 3921教室 

賛助会員展示場：国際経営学部図書館 

大会費：1,000円 

昼食：10月 27日は学食が営業してお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

し込み下さい。（弁当受け渡しは一般控え室） 
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第 1部 15：00－16：30 第 2部 16：40－17：40

Ａ会場
3933教室

語　学

司会：小熊和郎（西南学院大学）
1. 五感を基盤とする比喩

―感情と認識のメタファー・メトニミー
表現

治山純子（慶應義塾大学助教）

2. 未来を表わす現在形 présent « pro futuro »
岸　彩子（青山学院大学非常勤講師）

Ｂ会場
3934教室

中　世 17・18 世紀

司会：嶋崎陽一（龍谷大学）
1. アラン・シャルチエ『希望の書』における

petit guichet のヴィジョン
影山緑子（早稲田大学大学院博士課程・

パリ第 4 大学博士課程）

司会：末松壽（九州大学名誉教授）
1. ピエール・ベールの政治論における批判の射程

谷川雅子（東京大学大学院博士課程）

司会：関谷一彦（関西学院大学）
2. レチフ・ド・ラ・ブルトンヌにおける「正し

き不平等」
―『アンドログラフ』と『テスモグラフ』

を中心に
石田雄樹（東北大学大学院博士課程）

Ｃ会場
3941教室

19 世紀① 19 世紀③

司会：桑原隆行（福岡大学）
1．La Peau de chagrin の幻想に隠された広大

な構想
吉野内美恵子（名古屋大学大学院博士課程）

2.『娼婦エリザ』におけるバイヤルジェの引用
の問題

梅澤　礼（日本学術振興会特別研究員） 

3. モーパッサン、マグレブ・リポーター
足立和彦（大谷大学助教）

司会：片岡大右（一橋大学非常勤講師）
1. 不可視なるものを見る

―シャトーブリアンの旅行記作品におけ
る不在の詩学

野澤　督（慶應義塾大学非常勤講師）

2.『オーベルマン』の幽霊
―『オーベルマン』第２版を読む

辻村永樹（早稲田大学文学学術院非常勤講師）

第 1部 15：00－16：30 第 2部 16：40－17：40

D会場
3942教室

19 世紀② 20 世紀③

司会：吉村和明（上智大学）
1. 彫琢派におけるボードレール

小倉康寛（一橋大学大学院博士課程）

司会：中畑寛之（神戸大学）
2. テオドール・ド・バンヴィルのドラマツルギー
松村悠子（早稲田大学文学学術院非常勤講師）

3. アルフレッド・ジャリにおける「反対物の
同一性」の原理

―初期作品における登場人物の形象化へ
の応用について―
合田陽祐（日本学術振興会特別研究員）

司会：湯沢英彦（明治学院大学）
1. アナトール・フランスにおける Simplicité と

ジョルジュ・サンド
澁谷与文（学習院大学大学院博士課程）

2. プルースト作品におけるバルザックの読者
池田　潤（京都大学大学院博士課程）

E会場
3944教室

20 世紀① 20 世紀④

司会：久保昭博（関西学院大学）
1.「透明な巨人」の伝言ゲーム

―「新しい神話」から「集合的神話」へ
前之園望（群馬県立女子大学非常勤講師）

2.「友人」としてのセネガル狙撃兵
―レイモン・エスコリエ『ママドゥ・フォ

ファナ』（1928）を中心に
吉澤英樹（成城大学非常勤講師）

司会：大野麻奈子（学習院大学）
1. ベケットにおける思想と夢想

高山典子（東京大学大学院博士課程）

2. オスカー・ワイルド『獄中記』を読むユルス
ナール

村中由美子（東京大学大学院博士課程）

F会場
3945教室

20 世紀② 20 世紀⑤

司会：木下樹親（九州大学人文科学研究院専門研究員）
1. セリーヌ作品におけるジャンルの問題

―物語から抒情詩的散文へ
杉浦順子（神戸大学非常勤講師）

司会：松本陽正（広島大学）
2. カミュとヴェイユ ―神を問う思想家たち―

林　裕之（山口県立荻高等学校）

3. マルローの後期小説作品における民衆
畑亜弥子（福岡大学非常勤講師）

司会：安原伸一朗（日本大学）
1. 体系化の諸原理

―ロラン・バルト『モードの体系』につ
いて

金谷壮太（筑波大学大学院博士課程）

2. 固有名とフィクション
―ジャック・デリダの『耳伝』について

山岡利矢子（東京大学大学院博士課程）

日本フランス語フランス文学会2013年度秋季大会

研究発表プログラム

10 月 26 日（土）午後 15:00－17:40　会場：国際経営学部棟（39号館）



特別講演Ⅰ 

10月 26日（土）午後 13：30－14:50  

会場：メディア教育・研究センター（37号館） メディアホール 

 

要旨 

 
« Rousseau, le romantisme …et George Sand » 

Bruno Viard  
(Université d’Aix-Marseille) 

 
  La dette des auteurs romantiques européens (surtout français, allemands et anglais) 
envers Rousseau est considérable : contestation radicale de l’ordre social, sentiment de 
la nature, culte de l’amour-passion, sentiment religieux en dehors des Eglises, et 
par-dessus tout, le lyrisme, le goût de l’autobiographie, le goût prononcé de la 
singularité individuelle en opposition à une société dominée par l’argent. La première 
partie de la conférence sera consacrée à rassembler ces aspects en une définition unique 
du romantisme conçu comme une critique exaltée du monde moderne. 

La deuxième partie montrera que si Sand est à plusieurs égards une héritière 
passionnée de Rousseau, elle ne partage pas son exaltation. On s’appuiera surtout sur 
deux œuvres. Son autobiographie, Histoire de ma vie, réfléchit, grâce à l’influence de 
Pierre Leroux, au juste équilibre entre la personne individuelle et le rôle de la société. 
Son grand roman Consuelo suivi de La Comtesse de Rudolstadt repose la même 
question en cherchant à équilibrer le poids du passé et le souci de l’avenir. Il existe chez 
Sand un sens des proportions, un souci de considérer les aspects opposés d’une question, 
qu’elle soit politique ou personnelle, et d’en chercher la synthèse qui permettent de 
soutenir l’idée apparemment paradoxale que Sand n’est pas romantique… 
 
Profile : né en 1947, professeur Viard est membre du comité de rédaction de la Revue du 
MAUSS et de la Revue de Psychologie de la Motivation. 
 

Ouvrages : Les Tiroirs de Michel Houellebecq, PUF, 2013 ; Littérature et déchirure de 
Montaigne à Houellebecq. Etude anthropologique (Montaigne – Rousseau – Nerval – 
Baudelaire – Flaubert – Proust – Giono – Durrell - Littell – Houellebecq), Garnier 2013 ; 
Avec ou sans sucre. Philosopher avec ma femme, Ovadia, 2011. 
 

特別講演Ⅱ 

10月 27日（日）午後 13：00－14:20  

会場：メディア教育・研究センター（37号館） メディアホール 

 

要旨 

 
« De Proust à Mishima, le regard d’un écrivain français » 

Eric Faye 
 
Entre La Mer de la fertilité, de Mishima, et A la Recherche du temps perdu, je reste 

étonné par les parentés, tant pour ce qui est du plan d’ensemble que de certaines scènes 
ou de certains personnages. Concernant les notations d’atmosphère, le déroulé de 
l’intrigue, la toile de fond, la tentation du rapprochement est grande notamment entre 
Neige de printemps, le premier pan de cette œuvre de Mishima, et les pans de la 
Recherche où Albertine est présente. Il serait exagéré de voir dans Kiyoaki et Satoko, les 
amants malheureux de Neige de printemps, et, d’autre part, le narrateur de la 
Recherche et Albertine – ou, auparavant, Gilberte – des sortes de cousins littéraires ; et 
pourtant, une constellation d’analogies, des rapprochements se tissent entre les deux 
œuvres. Dans un environnement aristocratique, où les domestiques jouent un rôle non 
négligeable, une histoire d’amour qui se solde par la mort d’un des deux amants déroule 
son cortège d’élans, de doutes, de méfiances, de blessures, tandis qu’en toile de fond 
glisse l’histoire, politique et artistique, d’une époque : guerre russo-japonaise terminée 
depuis quelques années et mort de l’empereur Meiji, affaire Dreyfus qui n’en finit pas. 
Si 1913 marque le début de la publication de la Recherche, cette année est aussi celle où 
se déroule Neige de printemps. On savait Mishima francophone ; peut-on aussi dire que, 
dans une certaine mesure, il est, jusqu’à un certain point, proustien ? 
 
Profile : né en 1963 à Limoges, Eric Faye est l’auteur d’une vingtaine de livres, dont des 
essais sur Kafka, Ismail Kadaré ou sur les rapports fiction-totalitarisme. Egalement 
auteur de nouvelles et de romans, il a obtenu le prix des Deux-Magots en 1998 pour Je 
suis le gardien du phare et le Grand prix du roman de l’Académie française en 2010 pour 
Nagasaki. A résidé en 2012 à la Villa Kujoyama (Kyoto). 
 



日本フランス語フランス文学会 2013年度秋季大会ワークショップ 

10月 27日（日）午前 10:00－12:00 会場：国際経営学部棟（39号館） 

要旨 

 

 

１．「・・・と文学」－混淆性の探求に向けて（3921 教室） 

 

阿尾安泰（九州大学、コーディネーター）、濱田明（熊本大学）、 
福島勲（北九州市立大学） 
 
「・・・と文学」という提示の仕方は、今日ではごく一般的に受け取

られ、「政治と文学」、「社会と文学」、「メディアと文学」などといったテ

ーマがごく自然な形で出されています。その場合に比較の対象として言

及される「文学」とは、そこに批判的な言説が加えられるにせよ、存在

自体に疑念が持たれることは少ないように思われます。あたかも明瞭で

はっきりとした実体を持ち、それなりの基盤を備えているように見えま

す。その形態の変動を測定し、言及すれば良いかのようです。はたして

文学はこれまでの流れの中で、それほど他の領域と峻別される明瞭な形

を取ってきたのでしょうか。 
 文学は、その歴史においてむしろ寄生的な存在であり、政治なり、社

会なりがその存在を規定していく中で、そうした実体化に向かう動きと

は異なる方向において、批判的な形で想定されていったのではないでし

ょうか。主導的とも言えるような動きからのズレを活用しながら、みず

からの持つ混淆性を生かして、文学は進んできたように思えます。この

ワークショップにおいては、そうした文学の運動を 16世紀、18世紀、
20世紀の場面において考えて見たいと思います。 

16世紀、宮廷詩人という言葉が示すように詩人は宮廷と密接な関係に
ありました。濱田は、宗教戦争の時代に、政治的な要請に応える形で書

き始められた教訓詩が、理想を説くものから、苦い現実に対する教えや

詩人の時代への批判を孕んだものへと変化する過程を、バイフやピブラ

ックの教訓詩を中心に確認してゆければと考えています。１８世紀にお

いては、文学的言説は、文学ジャンルおよびそれを伝えるジャーナリズ

ムの整備などによって、力を増していきました。その動きを、阿尾は別

の側面から、当時次第に明瞭な形を取り始めていく諸科学、とりわけ医

学の行使する言説との対抗関係の中から、考えてみたいと思っています。

20世紀、前衛芸術家たちは、精神分析や民族誌学の成果をすすんで自ら
の制作活動の中に取り込んでいきます。例えば、ブルトンは精神分析の

理論を自動書記の方法へと変換してみせましたし、レリスは民族誌学的

記録の中に自伝の可能性を発見しました。福島は、混淆性から生まれた

エクリチュールという観点から、バタイユの活動を再検討してみたいと

思います。 

 

２．旅と文学（3922教室） 

 
畑浩一郎（聖心女子大学、コーディネーター）、小野潮（中央大学）、 
田口亜紀（共立女子大学） 
 
 旅は文学作品を創出する重要なモメントのひとつである。しかし旅体

験が作家の創作活動に対して干渉するさまは各人各様としか言いようが

ない。本ワークショップでは「文学」という制度に旅が取り入れられて

以降の旅の扱われかた、つまり航海者や商人たちが残した「記録」とい

う次元を超え、作家の内面を直接的、間接的に反映していく旅の経験の

描かれかたをあらためて問い直すことを目的とする。 
 19世紀は「旅の時代」と言われる。交通手段や宿泊施設の整備などに
ともない、かつてない規模でフランス人は国外へと足を伸ばすようにな

る。また刊行される旅行記の数も増大する。そうすると作家にとっては

いかに自分の旅体験に独自の色をつけるかということが問題となる。し

かし旅行記というのはある意味で語りの枠組みが固定されているテクス

トである。「訪れた場所について語る」というのがとりあえず作者と読者

の間で交わされる了解事項であり、作家はそれを無視して自由に筆を揮

うことはできない。一方でこうした執筆上の制約があり、他方で自分の

オリジナリティを出したいという願望もある。そのわずかな狭間で作家

たちはさまざまな工夫を試みることになる。ある者はフィクションを巧

みに忍び込ませ、ある者は回想という手段を用い、またある者は他人の

著作を引用することで、間テクスト性の編み目の中に自分の立ち位置を

定めようとする。少なくても近代においては、旅行記というのは、作家

の実存が如実に現れるテクストなのである。本ワークショップでは、ロ

マン主義時代の異なる作家の作品を比較することで、それぞれの作家の

独自性を検証し、またそこから旅と文学が取り結ぶ関係について逆照射

していくことを目指す。 
畑は近代的な旅行記の先駆けとなったと言われるシャトーブリアンの

『パリからエルサレムへの旅程』を扱う。前世紀までの旅行記と比べて、

いかなる点でこの作品が新しい特徴を備えているのかを論じていく。

小野はスタンダールが旅という行為をどのように考えていたのか、他の

旅行記作者の旅行記をどのように読んでいたのか、さらに自分の旅行記

をどのように組み立てようとしていたのかという点について論じる。

田口はネルヴァルの『東方紀行』を扱う予定である。 
 
 

 
 
 
 
 

 

３．クノー使用法（3931教室） 

 

新島進（慶應義塾大学、コーディネーター）、河田学（京都造形芸術大学）

久保昭博（関西学院大学）、塩塚秀一郎（京都大学） 
  
 2013年 1月、「レーモン・クノー・コレクション」が、予定されてい
た全十三巻の刊行を終えて完結した。かつて 1960年代から 1970年代に
かけて相次いで翻訳された小説群が、前衛作家の旗手としてのクノーの

姿を定着させたとしたら、今回の訳業はそれにとどまらない作家の多様

な側面を（再）発見することに役立つはずである。本ワークショップは、

このコレクションに関わった四人の訳者が集い、それぞれの読み方を含

め、クノーという作家のさまざまな「使用法」を提案することを目的と

している。 
 新島進――『青い花』（1965）の翻訳に際して苦悩した点を紹介しつ
つ、そこから発展させて、クノーにおけるＳＦ的手法を再（々）発見し

てみる。ＳＦ文学のひとつの本質を「ロジックによる世界の異化」と考

えたとき、クノー作品にはその具体的な使用例、「使用法」がいくつか見

出せるように思える。それらを現代ＳＦ作家の手法と比較しながら検討

してみたい。 
 河田学――クノーの『文体練習』（初版 1947）は、英米の大学の創作
科の教育現場でも積極的に「使用」されている。興味深いのはその使用

の目的が、クノーのテクストのタイトルどおりのもの──すなわち文体

の練習──に限定されていない点である。本発表では、『文体練習』をは

じめとするクノーのテクストを参照しながら、そのいかなる性質が創作

の教室における「使用」を可能にしているのかを考察したい。 
 久保昭博――『地下鉄のザジ』（1959）に典型的にあらわれる口語・
俗語文体は、クノーの小説においてもとりわけ翻訳者泣かせとなる要素

だが、その実践ならびにそれと並行して作家が試みていたこの文体の理

論化は、第一次世界大戦後に先鋭化した、文学における民主主義という

問題に関わるものである。この発表では、主として 1930 年代にクノー
が書いた文学と政治に関わる批評的テクストを読み解くことによって、

彼が「ネオ・フランセ」と名付けることになるこの文体の「政治的使用

法」の射程について考えてみたい。 
 塩塚秀一郎――クノー流の街歩きを提示する詩集『街路をめぐる』

（1967）は、ありふれた風景の見え方を変え、街との新たな関わりを促
す実践的な書物（「パリ使用法」）である。この詩集を出発点に、「街路」

をめぐる同時代の思潮やペレック、ルーボーらの試みも視野に入れつつ、

学識と街歩きの相互作用や、街路との戯れがそこに眠る物語を覚醒させ

るプロセスなどについて考えてみたい。 
 

 

４．リヒャルト・ワーグナーと「フランス」（3932 教室） 

 
荻野哉（大分県立芸術文化短期大学、コーディネーター）、中畑寛之 
（神戸大学）、森口真司（大分県立芸術文化短期大学）、吉田寛（立命館大学） 
 
 リヒャルト・ワーグナー（1813-1883）が、彼の楽劇作品を理解しよう
と望むフランスの人々のために 1860年に著した論考「音楽書簡（Lettre 
sur la musique）」（『未来音楽』として翌年にドイツ語版が刊行）が、シ
ャルル・ボードレールのワーグナー論に影響を与えたこと、そして 1861
年の『タンホイザー』のパリ公演の失敗にもかかわらず、ボードレール

やヴィリエ・ド・リラダン、さらにはステファヌ・マラルメといったワ

グネリアンが次々と誕生したことは、すでに多くの研究者によって指摘

されている。彼らは音楽作品そのものに加えて、芸術、政治、宗教、そ

して神話を包摂したワーグナーの思想に大きな衝撃を受けたのであっ

た。ワーグナー生誕 200年にあたる今年、本学会でもこうしたワーグナ
ー受容の内実を、そこに見られるフランス人の対ドイツ感情の問題など

を射程に入れたうえで、さまざまな角度から捉え直す必要があるのでは

ないだろうか。 
本ワークショップでは、コーディネーターである荻野が上記の趣旨説

明、およびボードレール以前のワーグナー受容に関する簡略な紹介をお

こなった後、異なる三分野のパネリストの報告に移る。まず中畑は、マ

ラルメ研究者としての立場から、『ワーグナー評論』を中心とした 1880
年代後半のフランスにおけるワーグナー受容を確認したうえで、第三共

和制下における芸術のあり方を模索したマラルメの問題意識を対比させ

つつ考察する。次に、指揮者として『さまよえるオランダ人』などの上

演経験がある森口に、具体的な作品を取り上げてレクチャーしてもらう。

最後に吉田は、ワーグナーが自らの音楽劇を創造し、それによって彼自

身の内なる〈ドイツ〉を建国しようとした時、最大の「仮想敵」となっ

たのがフランス（・オペラ）であったことを確認したうえで、フランス

に関わりが深いワーグナーの幾つかのテキストを分析しながら、ワーグ

ナーにおける、またひいては近代ヨーロッパにおける、ドイツとフラン

スの捻れと錯綜に満ちた相互関係を明らかにする。 

 

研究会 10月 26日（土）午前 10:00－12:00 

会場：国際経営学部棟（39号館） 

 

3931教室 日本ジョルジュ・サンド研究会 

3932教室 自然主義文学研究会 

3922教室 日本フランス語圏文学研究会 
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周 辺 地 図 ▲
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県外からお越しの方への交通のご案内 ▲

【飛行機利用】
大分空港　→　空港バス〈エアライナー〉（別府駅前行、大分駅前行・別府北浜経由）「観光港」下車

（所要時間約 40分）　→下記「※ 別府国際観光港より」参照

福岡空港　→　地下鉄空港線、または市内路線バス（博多駅行）　→　【JR利用】または【高速バス利用】参照

【JR利用】
博 多 駅　→　特急〈ソニック〉（大分行）「別府駅」下車（所要時間約２時間）　→　日豊本線「別府大学駅」

下車（所要時間約４分）　→　徒歩（約 10分）

【高速バス利用】
博多バスターミナル　→　高速バス〈とよのくに〉「鉄輪口」下車（所要時間約２時間 10分）　→　徒歩

　　　　　　　（約15分）またはタクシー
　　　　　　　　　　　※ スーパーノンストップ便は大分直行便で別府市内には停車しないため乗車不可
　　　　　　　　　　　※ 博多バスターミナル：ＪＲ博多駅（博多口）から徒歩１分
　　　　　　　　　　　※ 福岡空港国際線ターミナルから乗車できます。国際線ターミナルまでの無料連絡バスを利用のこと。

※ 別府国際観光港より

　→　バス利用　

　　　　【亀の井バス】　⑳別府大学経由鉄輪行　「別府大学前」下車

　　　　【大 分 交 通】　亀川方面行各便「六勝園」下車　→　徒歩（約 12分）

　→　タクシー利用　乗車時間約５分、料金約 800円程度

▲

県内からお越しの方への交通のご案内 ▲

【ＪＲ利用】
日豊本線「別府大学駅」下車、徒歩 10分。特急利用の場合は、ＪR日豊本線「別府駅」下車、上りの普

通電車に乗りかえ、「別府大学駅」下車（所要時間４分）

【バス利用】
■ 亀の井バス
　⑳別府駅前発　別府大学経由鉄輪行「別府大学前」 下車（所要時間約 20分）
　㉓別府駅前発　石垣経由別府医療センター行「別府大学下」 下車（徒歩３分、所要時間約 20分）
　⑥別府駅西口発　市役所経由別府医療センター行「別府大学下」 下車（徒歩３分、所要時間約 15分）

■ 大分交通バス（運行数が少ないため時間に余裕をお持ちください）
　別府北浜発 　亀川方面行「六勝園」 下車（徒歩 12分、所要時間約 30分）
　62別府駅発　 亀川駅行「別府大学下」 下車（徒歩３分、所要時間約 20分）

○内数字は系統番号

【タクシー利用】
　別府駅から約 15分（1,600 円程度）

かんなわ

※所要時間は目安です。乗車便、乗り換え時間等により若干違いがあります。

かんなわぐち
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2F

1F

玄関

ラーニング・コモンズ（図書室）
ラーニング・コモンズ（学習室）

3922教室

3932教室

3943教室

会議室

3924教室

3923教室
3921教室

3933教室
3931教室 3934教室

3941教室
3942教室

3944教室

3951演習室 3952演習室 3953演習室
3945教室 3946演

習室

3935演
習室

3925演
習室

事務室

講師控
室

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

教材制作
スタジオ デジタル

編 集 室 映像編集室
映像スタジオ

サーバー
管理室

サーバー
室

短　大
学長室

大　学
学長室

倉庫音　　声
スタジオ

玄関

事務室

会議室
演習室 Ｍ3

倉　庫

メディアホール

メディアプラザ

ＷＣ EV

EV

EV

EV

ＷＣ

ＷＣ

4F

3F

2F

1F

（受付）

※ 国際経営学部棟への連絡通路が３Fにあります。




