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ルディムナ ・ クリスチャン教授　略歴および著作目録

略　歴
1948年　　　　　　フランスに生まれる
1970年６月　　　　レンヌ大学　フランス近代文学科・言語学科　卒業
1970年－1972年　　ウエスト・フランス新聞社　勤務
1974年－1980年　　筑波大学　現代語・現代文化学群　外国人教師（フランス語担当）
1977年９月　　　　パリ第７大学　東洋言語学・日本語課程　入学
1979年６月　　　　パリ第７大学　大学院　東洋言語学・日本語課程　修了
1981年－1993年　　私立高等学校　“ラ・ジョリヴリー”フランス語・歴史教員
1981年－1982年　　レンヌ大学　日本語非常勤教師
1982年－1993年　　ナント大学　文学部　外国人のためフランス語教師
1993年－1998年　　鈴峰女子短期大学　フランス語課　フランス語　助教授
1998年－2002年　　広島大学文学部　外国人教師
2001年９月　　　　ブザンソン大学　大学院　文学研究科　修士課程　入学　
2002年６月　　　　ブザンソン大学　大学院　文学研究科　修士課程　修了　
2002年９月　　　　ナント大学　大学院　文学研究科　博士課程　入学
2002年－2004年　　広島大学　大学院　文学研究科　言語表象文化学分野　フランス文学・語学　博士課程
　　　　　　　　　前期担当
2004年４月　　　　広島市立大学　国際学部　教授
2009年９月　　　　ナント大学　大学院　文学研究科　博士課程　修了
2013年３月　　　　広島市立大学　国際学部　定年退職

学会活動
1993年－1996年　　日仏文化協会 第20～24回信州志賀高原 速修フランス語合宿 講師
1993年　　　　　　広島日仏協会会員・講師
1993年　　　　　　広島大学フランス文学研究会会員
1993年　　　　　　日本フランス語フランス文学会会員
1993年　　　　　　日本フランス文学会中国・四国支部会員
1993年　　　　　　日本フランス語教育学会会員
1998年　　　　　　財団法人フランス語教育振興協会、実用フランス語技能検定試験官

主要研究業績
Ⅰ　著書
Le Chant d’expérienc　単著
　　　　2003年　Paris　Publibook出版社 
« Simplement voir »　Aux confins de la poésie contemporaine　et de l’expérience mystique　単著
　　　　2012年　EME出版社帛社

Ⅱ　学術論文
Voir : poésie et mystique「見る: 詩と神秘」　単著
　　　　1997年12月　鈴峰女子短期大学人文社会科学研究集報　第44集
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Expériences non-dualistes dans “Monsieur Monsieur” de Jean Tardieu「タルディウの<Monsieur Monsieur>詩に於ける非二
元的体験」　単著
　　　　1998年　広島大学フランス文学研究会　第17集
Qui parle à qui ? dans “Monsieur Monsieur” de Jean Tardieu　単著
　　　　1998年12月　広島大学文学部紀要　第58巻 
L’Espace dans l’œuvre poétique de Tardieu「ジャン　タルデューの詩の中での空間」単著
　　　　1999年　広島大学フランス文学研究会　第18集 
Expérience poétique, expérience mystique　単著
　　　　2000年 広島大学フランス文学研究会　第19集 
Pour une archéologie de l’expérience poétique 「詩的体験の考古学のために、あるいは詩における起源的体験の足跡」
　単著
　　　　2000年12月　広島大学文学部紀要　第60巻 
Figures liminaires dans la poésie de Jean Tardieu「タルデューの詩に於ける詞姿閾（形成素閾）」　単著
　　　　2001年　日本フランス語フランス文学学会　中国・四国支部 フランス文学Nº 23 
Victor Hugo, poète du réel ? 「ビクトール　ユゴー、現実から実際へ」　単著
　　　　2003年5月　日本フランス語フランス文学学会　中国・四国支部　フランス文学Nº 24 
Je demeure ici「《私》はここに住む。現代詩を《神秘主義》に照らして合わせる。」　単著
　　　　2003年12月　広島大学大学院文学研究会論集　第63巻
Victor Hugo, de la réalité au réel「ビクトール　ユゴー、現実から実際へ」　単著
　　　　2003年12月　神話・象徴・文学　Ⅲ　楽浪書院
De l’insignifiant, du rien et du tout en poésie contemporaine 「現代詩における無意味、無と全体について」　単著
　　　　2004年　広島大学フランス文学研究会　第23集
Tableau des études mystiques en littérature contemporaine　「現代文学における神秘学の歴史について」　単著
　　　　2005年　神話・象徴・文化　楽浪書院 
Le noyau dur de la poésie 「文学ジャンルとしての詩の核」　単著
　　　　2006年　広島大学フランス文学研究会　第24集
Lecture non-dualiste de Patmos de Lorand Gaspar　「ローラン・ガスパルの《パットモス》の非二元論的な読解」　
単著
　　　　2007年　神話・象徴・文化　Ⅲ　楽浪書院
Liberté et contrainte dans la poésie contemporaine「現代詩における自由と制約」　単著
　　　　2009年5月　日本フランス語フランス文学学会　中国・四国支部　フランス文学Nº27 
Inner Peace Experience in Literature　共著
　　　　2010年　Hiroshima & Peace  溪水社書籍Hiroshima City University Faculty of International Studies Book Series：
　　　　Volume3　編著  Carol RINNERT  Omar FAROUK

Ⅲ　発表
「南仏プロヴァンスの12カ月”ピーター･メイル著 : なぜベストセラー」
　　　　1995年5月　広島市立中央図書館 
「在日フランス人のカルチャーショック : チーズVSトーフ」
　　　　1995年10月  鈴峯女子短期大学のベル･オープンカレッジ 
「南仏プロヴァンスの12カ月” ピーター･メイル著 : フランスにおける誤った信条」
　　　　1997年2月  広島市立中央図書館 
「見る：詩と神」
　　　　1997年11月　日本フランス語フランス文学学会　中国・四国支部学会



Hiroshima Journal of International Studies  Volume 20 2014

「フランス人から見た広島」
　　　　1998年6月  広島日仏協会創立50周年シンポジウム 
「国際コミュニケーション」
　　　　1998年10月  竹中工務店広島支店 
「ジャン　タルデューの詩の中での空間」
　　　　1999年7月  広島大学フランス文学研究会 
「タルデューの詩に於ける詞姿閾（形成素閾）」
　　　　2001年11月  日本フランス語フランス文学学会　中国・四国支部学会 
L’expérience du Je. La poésie contemporaine à la lumière de la mystique
　　　　2003年5月日本フランス語フランス文学学会　春季大会 
「ビクトール　ユゴー、実在詩人」
　　　　2003年11月　日本フランス語フランス文学学会　中国・四国支部学会 
Liberté et contrainte en poésie contemporaine
　　　　2008年11月　日本フランス語フランス文学学会　中国・四国支部学会 
Bonnefoy, le haïku et la spiritualité
　　　　2009年11月　日本フランス語フランス文学学会　中国・四国支部学会 
Le haïku, un poème spirituel ?
　　　　2010年9月　Université Libre de Bruxelles. Congrès international 
Le silence dans la culture japonaise
　　　　2012年3月　Université d’Orléans et de Rennes

Ⅳ　その他
Consciousness speaks  共著
　　　　1997年発行 Paris  Du Relié出版社 ラメッシュ･バルセカー著英仏翻訳
「他者の奏でる小曲」
　　　　1993年12月　広島日仏協会報　第123 
「愛の言葉を聞かせて下さい」
　　　　1995年5月  広島日仏協会報　第129 
「言語を効果的に学ぶことを学ぶ」
　　　　1997年2月  鈴峯女子短期大学広報N°22 
「世界は、私の村である」
　　　　1999年12月 ニューメディア中国　郵政省　N°38 
「フランス人から見た広島」
　　　　1999年10月  広島日仏協会50年史 
Là, l’être volé
　　　　2003年12月  Passage d’encres  Arts/Littérature  Littéralement  Nº Paris


