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2013 年春季研究大会のお知らせ
2013 年（2012 年度）春季研究大会を ASPLF（l'Association des Sociétés de philosophie de langue française）
の中間大会（Le colloque interméiaire）を兼ねて以下のように開催いたします。皆様，奮ってご参加下さい。
■日時

2013 年 3 月 30 日（土）９：１０－１８：３０

■会場

京都大学吉田キャンパス・本部構内・文学部新館 2 階
A 会場：第４講義室
B 会場：第５講義室
C 会場：第６講義室
D 会場：第７講義室
シンポジウム会場：第７講義室
理事会・編集委員会会場：第３演習室
会員控え室：第１演習室・第２演習室
懇親会会場：カフェレストラン「カンフォーラ」（本部構内）

※会場について詳しくは右でご確認下さい http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_y.htm．
■一般研究発表
※以下でタイトルが仏語のものは仏語発表です．質疑応答も仏語で行われます．
[A 会場]：第４講義室
Président:Masaya Kawase(Sasebo Collège national de téchnologie) [a.b.c], Shoichi Matsuba (Kobe Collège
municipal d’infirmerie ) [d.e.f]
a.９：１０－９：５０
▶Tadayoshi Furuso (Ryukoku Univ.)

L’essence de la philosophie du christianisme chez Michel Henri
b.９：５０－１０：３０
▶Yusuke Ikeda（Ritsumeikan Univ.）

L’événementalité du phénomène phénoménologique selon « Neue Phänomenologie in Frankreich »
c.１０：４０－１１：２０
▶Yukihiko Hattori（Univ. Paris Ouest Nanterre la Defense）

Vivre sans exister -La réception ambivalente de la vie fichtéenne dans « L’essence de la
manifestation »
d.１１：２０－１２：００
▶Katsuhiko Koemon(Miyagi Gakuin Univ. de jeunes filles）

Ce qui rend possible le passage des signes naturels aux signes volontaires
e.１３：２０－１４：００
▶Tetsuo SAWADA (Univ. De Tokyo)

Vie en clivage et phantomleib –Sur l’approche du phénomène de perversion de Marc Richir
f.１４：００－１４：４０
▶Tatsuya Sakakibara(Tokushima Bunri Univ.)

Immanence et Transcendance –La proximité ou la distance entre M.Henry et E.Lévinas

[B 会場]：第５講義室
Président:Yasuhiko Murakami(Univ. d’Osaka) [a.b.c], Tetsuya Shiokawa (Univ. de Tokyo) [d.e.f]
a.９：１０－９：５０
▶Reiko Kobayashi (Kyoto Seibo Collège)

« Au-delà de l’essence » de Lévinas et le Bien platonicien
b.９：５０－１０：３０
▶Hajime Fukuda (Collège Jutoku)

Désir pur chez Lacan et Nabert
c.１０：４０－１１：２０
▶Yoshihiko Homma

L’éthique kantienne selon la psychanalyse
d.１１：２０－１２：００
▶Wataru Akiho (Keio Univ.）

Le problème de la définition dans le « Tractatus De Intellectus Emandatione » de Spinoza –Sur
l’inachèvement du « Tractatus De Intelletus Emendatione ».
e.１３：２０－１４：００
▶Shojiro Kotegawa (Meiji Univ.)

« Le tiers me regarde dans les yeux d’autrui » :qui est le « tiers » chez Emmanuel Levinas ?
f.１４：００－１４：４０
▶Keiichi Yawata(Univ. de Tokyo)

Intersubjectivité et métaphysique chez Merleau-Ponty
[C 会場]：第６講義室
司会：篠原資明 （京都大学）[a.b.c] / 米虫正巳（関西学院）[d.e.f]
a.９：１０－９：５０
▶天野恵美理（京都大学）

『物質と記憶』における精神と物質の二元論―図１の曲線０が示すもの
b.９：５０－１０：３０
▶坂本尚志（京都大学）

考古学と系譜学のはざまで―フーコー『知の意志についての講義』におけるソフィストの「排除」
c.１０：４０－１１：２０
▶林洋輔（筑波大学）

「教育者デカルト」の成立に向けた素描―高邁と学識に着眼して
d.１１：２０－１２：００
▶飯野和夫（名古屋大学）

コンディヤック著『人間知性起源論』の出版間もない改定について
e.１３：２０－１４：００
▶新田昌英（東京大学）

反省哲学における心理学と形而上学―ラシュリエ，ラニョー，アランの場合
f.１４：００－１４：４０
▶長坂真澄（京都大学）

知の不可能性において語ること―ジャック・デリダ『声と現象』 再読
[D 会場]：第７講義室
司会：鈴木泉 （東京大学）[a.b.c] / 小泉義之（立命館大学）[d.e.f]
a.９：１０－９：５０
▶Shoichi Yamashita（Ritsumeikan Univ.）

Le rythme et le sensible : le temps musical chez Gisèle Brelet
b.９：５０－１０：３０

▶小倉拓也（大阪大学）

形態・リズム・世界―ドゥルーズとマルディネ
c.１０：４０－１１：２０
▶山森裕毅（大阪大学）

ドゥルーズにおける「制度」の問題圏―『マゾッホとサド』を中心にして
d.１１：２０－１２：００
▶西川耕平（慶応大学）

ドゥルーズにおけるルソー―初期ドゥルーズの法思想の観点から
e.１３：２０－１４：００
▶黒木秀房（立教大学）

シーニュからフィギュールへ―ドゥルーズ『プルーストとシーニュ』における記号論的転回
f.１４：００－１４：４０
▶鹿野祐嗣（早稲田大学）

混沌‐彷徨としての一貫性，存在論的な永久革命，理念的な出来事―初期ドゥルーズ哲学の存在論的‐政治的
な読解の試みに向けて
■シンポジウム

１５：００－１８：３０ 第７講義室

« Michel Henry et la phénoménologie de la culture »
Président：Makoto Sekimura
▶Makoto Sekimura(Univ. municipale de Hiroshima）
Ouverture
▶Nicholas Monseu（Univ. Catholique de Louvain）

La culture et la vie du sujet: remarques à partir de la pensée de Husserl
▶Yukio Naka(Univ. préfectorale d’Aichi)

Archéologie du corps propre. Vers une phenomenologie de l’Origine de la culture
▶Jean Leclercq (Univ. Catholique de Louvain)

La culture, l’art et le développement de la vie. Réflexions sur Michel Henry
▶Masaya Kawase(Sasebo Collège national de téchnologie)
Questions
■懇親会 １８：４５－２０：００
会場：京都大学（吉田キャンパス・本部構内）カフェレストラン「カンフォーラ」
会費：一般 5000 円 学生 3000 円
※お願い：懇親会にご参加の方は，3 月 23 日までに事務局までメールでお知らせ下さい。
-------------------------------------------------------------------------------------------------★次回秋季大会についてのお知らせ
2013 年秋季大会は９月 7 日（土）に東京大学（本郷キャンパス）で行われます。一般研究発表を公募いたし
ます。発表時間は 25 分（15 分の質疑応答が伴う）です。発表ご希望の方は，3000 字程度の日本語発表要旨を 5
月末日までに，メール添付文書で下記事務局までお送り下さい。なおそのとき，
「応募メールを送った」旨を伝
える簡単な＜確認メール＞も別途同時にお送りください．採否は 6 月末日までに決定いたします。
----------------------------------------------------------------------------------------------★「会報」の電子媒体での送付についてのお願い
ご了承の下，すでに多数の方に「会報」をメール添付でお送りしていますが，まだお申し出をいただいていな
い方で、
「会報」をメール添付で受け取ることで構わないという方がおられれば、下記事務局までご一報下さい。
【日仏哲学会事務局】
〒102-8160 千代田区富士見 法政大学 80 年館 608 号安孫子研究室内
（Tel 直通：03-3264-9758、Fax 共同：03-3264-9840、E-mail：abiko@hosei.ac.jp）

