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会員各位にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて,昨年秋東海大学での第47回全国大会総会におきまして,思いがけず

も私が,本会98～ 99年度理事長に選出されました。固よりその任に堪えるも

のではありませんが,会員各位のご協力を得て,曲がりなりにもその責任を

果たすべ く微力を尽 して参 りたいと存 じます。

当日総会の席に居らず,皆様のご推挙にその場にてご挨拶も致さぬまま今

日に至りましたが,こ こに会員各位の格別のご指導ご支援を切にお願い申し

上げ,ご挨拶といたします。

1998年 5月

日本中国語学会理事長  榎本英雄

<理事長報告>
1.前事務局関西大学より事務を引き継ぎ,本年4月 1日 より2年間,本部事務局は会

報末尾に記載の通り移転しました。 事務局へのご連絡は,緊急の場合 (FAX:03-

5421-5694)を 除き,郵便にてお願いいたします。

2.会則に基づき,今期の役員・委員を,3,4頁記載の通りご委嘱申し上げました。各

位には,本会発展のため何卒お力添え下さいますようお願いいたします。また,こ

れまで会務にご尽力くださいました旧役員・委員の皆様に厚く御礼申し上げます。

<会務報告>
1.1998年度常任理事・編集委員合同会議を5月 2日 に開催しました。今回は議事の内

容から,常任理事及び編集委員の合同会議とし,新常任理事および98年度編集委員

の出席を得て,主に以下のような内容の審議がなされました。

①役員選出制度改正の件 :現行の役員選出は,理事長が選挙で選出されるほかは,

理事長の委嘱あるいはそれに準ずる形式でなされている:運営の民主化,活動の

活性化を図る上からも,理事長に過度の責任が集中する現状を改革する必要があ

るとの認識で一致し,い くつかの案が検討されたが,来年度理事長選挙時に合わ

せて実施出来るよう,引き続き秋の常任理事会で具体案を審議することとした。

②本学会創立50周年記念行事の件 12000年度は本学会創立50周年に当たるが,97年
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度総会の承認に基づき,50周年記念行事企画委員会を発足させることとし,委員

長に中野達理事を選出した。委員会の構成,行事の具体的な内容などについては,

中野委員長のもとで秋の常任理事会において検討することとした。

③賛助会員制度新設の件 :現行会則では,会員は通常会員のみで,出版社・書店な

ど所謂事業団体も,通常会員となっているが,会員としての性格の違いにも鑑み,

新たに賛助会員制度を設け,それら団体会員には賛助会員として本会活動への支

援を求めていくこととなった。秋までに実施細目,会則改正案をまとめ,理事会

及び総会の承認を得て実施に移すこととなった。

④名誉会員推挙の件 :内規により,会員からの推挙にもとづいて理事会・総会に諮

ることになっている。会員各位にはこの件につきご留意くだされ,該当する会員

の名誉会員推挙につき,ぜひ事務局にご一報願いたい。

⑤97年 10月 以降の新入会員は,49名 であり,現在の会員総数は,973名である。

2.5月 2日 編集会議が開かれ,《中国語学》第245号の編集作業を行ない,ま た同日

開催の合同会議において,編集業務に関連して以下のような審議がなされました。

① 《中国語学》第245号 には 37篇の投稿論文があり,査読委員の「報告」をもとに審

議した結果,18篇 (う ち修正を求めるなど条件付き17篇 )が採用となり,19篇が不

採用となった。 (なお,次号第246号の投稿締切り日は,事務局の都合により,

としますので,予めご承知おき下さい)

②常任理事会の委嘱により,慶谷壽信常任理事及び水谷誠会員が執筆に当たってい

た「学会小史―中国語学研究会創立前後のこと一」が完成し,本号に掲載するこ

ととなった:

③内規に基づき,次期 (1999・ 2000年度)編集委員に,相原茂,佐藤晴彦,讃井rit允 ,

中川正之,平井勝利の各氏が選出された。編集委員長は,後 日委員の間で互選す

る。また,査読委員については,引 き続き今期の査読委員に留任をお願いし,加
えて若千の増員を行なうこととなった。

④編集委員・査読委員による投稿論文については,一般会員と何ら区別をしないが ,

: 編集委員の場合は,当該号について編集委員を辞任することが確認された。

第48回全国大会情報 研究発表応募締切りは 7月 15日

第48回全国大会は,熊本学園大学の御好意により,同封「大会御案内」の通り,

本年 10月 24・ 25日 の両日同大学において開催されます。本状発送が遅れたため,

大会準備会より,研究発表応募締切り日を6月 30日 からEコ五璽璽王亜亜コに延

期するご承諾をいただきました。 案内状ご参照の上,奮ってご応募ください。

大会開催の正式通知は,後 日,熊本学園大学から会員各位に発送されます。
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「…… ☆1998年度会費 (5000円 )納入のお願い☆ ………………:     ハ ム JJU~「 JX A夕 ヽ tヽJV U V:J′ 群 Jノ ヽ Vノ 可J助パ V“ Jベ

: 同封の振替用紙を使い,最寄り郵便局からお振込みください。事務簡素化

: のため,6月 30日 までのご送金にご協力ください。

:   郵便振替口座番号 :00180-1-34315 日本中国語学会

: なお,こ れまでの会費の未納については,振替用紙に記載してありますの

: で,一括してご送金下さいますようお願いいたします。単年度分のみのご

: 送金は,未納年度分に充当しますのでご了承ください。

☆関東支部月例研究会からのお知らせ☆

昨年度まで,長年にわたり関東支部例会をお世話くださった荒屋動前常任理事に心

からお礼申しあげます。今年度から,明治学院大学川俣優会員が例会を担当いたし     1
ます。5月 30日 大東文化大が終了し,今後の計画は,6月 27日 東京外語大,7月 18日      |
がお茶の水女子大です。詳細はその都度ご案内します。奮ってご参加ください。

●言卜報 :清水登理事 (茨城大)が 5月 17日 急逝されました。慎んでご冥福をお祈りいた

します。

□ 1998～ 99年度 日本中国語学会役員・委員 □

顧  間  伊地智善縫  牛島徳次  鐘ヶ江信光 芝田 稔  波多野太郎

理 事 長  榎本英雄

常任理事  大河内康憲  慶谷壽信  輿水 優  讃井唯允  鳥井克之

中川正之  平井勝利

理  事

<北海道支部>(欠員)

<東北支部>小 野四平  長尾光之  花登正広

<関東支部>相 原 茂  阿部兼也  今西凱夫  岩崎富久男 植田渥雄

大川完三郎 大島正三  金丸邦三  釜屋 修  斉藤喜代子

桜井明治  佐藤 進  佐藤富士雄 瀬戸口律子 高橋弥守彦

陳 文主  伝田 章  中野 達  新田幸治  平松圭子

平山久雄  菱沼 透  古屋昭弘  松村文芳  望月真澄

矢野光治  山下輝彦  依藤 醇  渡邊晴夫
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<北陸支部>
<東海支部>

<関西支部>

<中国支部>
<四国支部>
<九州支部>

会計監査

幹  事

大滝幸子

荒川清秀

中鉢雅量

阿辻哲次

川口榮一

中川千枝子

郭 春貴

小林 立

岩佐昌障

菊田正信

岩田 ネL

伊井健一郎

日下恒夫

平田昌司

狩野充徳

方 経民

佐藤 昭

中村雅之

鵜殿倫次

岩田憲幸

佐藤晴彦

古川 裕

富平美波

秦 耕司

山田真一

黄 名時

大内田三郎

杉村博文

村上嘉英

松尾善弘

服部昌之

中島利郎

尾崎 賓

塚本照和

矢放昭文

横山永三

守屋宏則  三宅登之

小川文昭  曽根博隆

◇編集委員会◇

《中国語学》第246・ 247号 (1999。 2000年度刊)

編集委員 :相原 茂  佐藤晴彦  讃井唯允

査読委員 :相原 茂  阿辻哲次  荒川清秀

榎本英雄  大川完三郎 大河内康憲

慶谷壽信  輿水 優  佐藤 昭

佐藤富士雄 讃井唯允  杉村博文

中川正之  中野 達  平井勝利

松村文芳  依藤 醇

中川正之

荒屋 動

大島正三

佐藤 進

鳥井克之

平山久雄

平井勝利

岩田 礼

日下恒夫

佐藤晴彦

中川千枝子

古屋昭弘

査読委員の増員については,後 日,内規に従い選出・委嘱することとする。

◎事務局からのお願い◎

会員の住所・勤務先などの変更,或いはお手許の会員名簿に誤りがある際は,お手

数ですが,郵便振替用紙への記載によらず,別便にて御一報下さいますようお願い

いたします。また,新入会の際は,「入会申込書」を事務局へご請求ください。 .

発行 :騒 本中国語学会事務局

明治学院大学一般教育部共同研究室内

〒108-8636東 京都港区白金台1-2-37


