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一
日本中国語学会第48回全国大会終わる

日本中国語学会第48回全国学術大会は,熊本学園大学のご支援により,1998年 10

月24025日 の両日,同大学において会員250名 に及ぶ出席者を得て,予定通り開催

されました。第 1日 日,招待された香港中文大学・香港科技大学の 2教授による

特別講演,第 2日 目,会員による文法、語彙、音声・音韻、教育の7分科会,計 26

本の研究発表 (《中国語学》第245号参照)があり,実 りある大会となりました。

併せて,常任理事会、編集委員会、理事会、総会が開かれ,諸報告並びに諸審議

が滞りなく行なわれました。関係各位のご助力に心から感謝いたします。

☆日本中国語学会1998年度総会報告☆

日本中国語学会1998年度総会は,10月 24日 年熊本学園大学2号館1221教室で開催さ

れました。以下その議事についてご報告 します。

1.議長選出 :議長に平井勝利常任理事 (名古屋大学),大川完三郎理事 (國學院大学)

の両氏が選出された。

2.本部報告

榎本理事長より,10月 23日 開催の常任理事会,24日 開催の理事会等会務に関 し,

以下の報告があり了承された。

①1998年 9月 1日 現在会員数は985名 である。 (昨年度大会以降の新入会員 :61名 ,退

会者 :22名 ,除籍者 :18名 ,逝去 :9名 ,詳細は 《中国語学》245号彙報参照 )

②内規に基づき,編集委員 (相原、佐藤 (晴 )、 讃井、中川 (正)、 平井の各氏)の互選

により,1999・ 2000年度編集委員長に讃井唯允常任理事 (都立大学)が選出された。

③賛助会員制度の新設が常任理事会及び理事会で承認された。 (審議事項 )

④学会創立50周年記念行事委員会の発足が常任理事会及び理事会で承認され,委員

長に中野達理事 (國學院大学)が選出された。 (審議事項)

⑤学会役員選出制度改革について検討されたが,なお審議を継続することとした。

0関東・東海支部研究例会についの報告 (詳細は 《中国語学》第245号彙報参照)。

3.編集委員会報告

讃井編集委員長より以下の報告があり了承された。        ■

① 《中国語学》第245号が予定通り刊行された。投稿論文総数37編,編集会議の審議

を経て,う ち18編 と「学会小史」が掲載された。

②投稿論文数の増加に鑑み,査読委員の増員が決まり人選が行なわれた。それに基

づき,追って理事長が委嘱することとなった。
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③編集作業の必要から,《中国語学》1246号 (1999年度刊)以降,投稿受付期間をこれ

迄より10日 間操り上げ,毎年2月 20日 から3月 10日 までとすることが決定された。

④現行の「編集委員に関する内規Jは ,編集委員の選出について,常任理事3名を含む

5名 と定めているが,常任理事3名 の枠を取 り外す方向で検討している。今後常任理

事会 ,編集委員会で結論を得次第,内規の改正を総会に提案したい。

4.審議事項 _l

①1997年度会計決算報告の件 :西川和男前幹事 (関西大学)よ り,1997年度会計決算

が説明され,報告通り承認された。 (後掲資料)

②1998年度会計補正予算案の件 :理事長より,1998年度補正予算案につき,こ れま

で会計資料に未記載であった郵便定額貯金利息を,今後記載する旨の説明があり,

原案通り承認された。 (後掲資料)

③賛助会員制度新設およびそれに伴う会則改正の件 :理事長より,常任理事会・理事

会の議決に基づき,従来 「通常会員」となっていた出版社等企業法人は,今後,「賛

助会員」として本会に参加を願い,本会活動に対し賛助いただくべく,1999年度よ

り賛助会員制度を新設する。会費は年額 3万円とし,入会は理事長の承認によるも

のとするとの説明があり,賛助会員制度の新設が提案された。併せて,こ の制度に

よる会費の増収は,主として大会助成に当てるとの趣旨が説明された。この件承認

され,それに伴う会則等の改正が原案通り可決された。 (改正の内容は後掲)

④1999年度会計予算案の件 :理事長より,1999年度会計予算案が説明され,原案通

り承認された。 (後掲資料)

⑤学会ell立 50周年記念行事の件 :中野記念行事委員会委員長より,同委員会の構成

は常任理事及び2000年度全国大会準備会代表とし,2000年度全国大会 (東海地区に

て開催が内定)を 50周年記念大会と位置づけ,それに向けて,記念行事を計画した

いとの説明があった。 併せて,諸行事の概要の説明と共に,当面の計画として記

念募金 (通常会員1日 1千円,賛助会員1回 1万円)の実施が提案され承認された。また,

具体的計画の立案を同委員会に一任することも,併せて承認された。

⑥常任理事会・理事会の議決に基づき,名誉会員に,伊藤敬一氏 (中京大学),塚本

照和氏 (天理大学),竹島金吾氏 (拓殖大学)が推挙され承認された。 これにより現

在の名誉会員は合計20名 となる。

⑦1999年度全国大会は,お茶の水女子大学で開催されることが決定し,開催校を代

表して相原茂理事より挨拶があった。

一
賛助会員制度新設に伴うお願い

本件につき,当該会員には違って趣旨をご説明し,入会のお願いをいたします。何

卒今後は,賛助会員として本会、のご賛助を心よりお願い申し上げます。 理事長



《呵コ巨藝蕎讐錯童》
:246率

議饗雖看議芽業多議

《中国語学》246号 (1999年度刊)への論文投稿を募集いたします。受付期間は,

編集委員会の決定により,例年より10日 間操り上げ,

1999■ F2月120Eヨ ー 椰13声:10日 |(当 日消印有効)|:

です.投稿期間及び投稿規定・執筆要領 (《中国語学》245号 206～ 207へ ―゚シ・を

参照)を順守し,下記宛先へ郵送してください。 規定に違反する投稿は受理

いたしませんのでご注意ください。

宛先 : 日本中国語学会編集委員会 〒108-8636東 京都港区白金台1-2-37

明治学院大学一般教育部共同研究室内

◇1999年度全国大会はお茶の水女子大学で開催◇

日本中国語学会1999年度全国大会は, 1999年 10月 23・ 24日 の両 日,お茶の水女子大

学で開催されます。次年度に入り,大会開催校より研究発表募集要項が通知されます

が,会員各位には奮ってご応募ください。

◇1998年度会費納入についてのお願い◇

1998年度会費の納入状況は,11月 30日 現在691名で,約 300名の会員が会費未納にな

ってお り,あ まり良好ではありません。未納の会員には振替用紙を同封 しましたので ,

至急会費 (5000円 )を納入してください。郵便振替 :00180-1-34315日 本中国語学会

一一― 【会則改正】

総会の決議により,会則及び内規の一部が下線部の通 り改正されました。

第4条 (前略)会費は,通常会員年額5,000円 ,賛助会員年額30,000円 とする。 (後略 )

第5条 本会の会員は通常会員,名誉会員及び賛助会員からなり,所定の会費を納めた

ものとする。通常会員は本会の趣旨に賛同し,斯学を攻究する個人または研究・教

育機関とする。 (中略)賛助会員は本会の趣旨に重回し,本会を賛助するものとす

る。賛助会員に関する規定は別に定める。

る.               1

☆ 併せて,賛助会員には理事長選挙権・論文投稿権はないことが規定され,それに伴

い関連の内規・投稿規定の改定も承認されました。
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(資料)

日本中国語学会1997年度会計決算 (1997年 4月 ～1998年 3月 )1998年 10月 24日 総会承認
<収入> 予算   決算
前年度繰越金 5,902,640 5,902,640
会費収入   3,800,000 4,501,560
会誌売上金   300,000  495,375
印税・広告代他  HO,000  HO,000
利息

<支出>   予算    決算
会誌印刷費 3,000,000 2,594,100
名簿印刷費  330,000  346,000
大会助成費  500,000  500,000
支部助成費  230,000  180,000
郵便費    350,000  388,348
事務費    350,000  320,553
旅費交通費  200,000  130,000
予備費   5,154,640
次期繰越金  __    671551L:6上
合 計   10,134,260 H,010,762

合 計 10,114,640 11,010,762

<収入>
前年度繰越金       6,551,761
定期預金累計利息 (98/4現在) 787,716
会費収入         3,500,000
『中国語学』売上金     100,000
印税            100,000
定期預金等利息       12L_300
合 計

2,000       1,187

日本中国語学会1998年度補正予算 (1998年 4月 ～1999年 3月 )1998年 10月 24日 総会承認
<支出>
会誌印刷費     2,700,000
大会助成費      500,000
支部活動助成費    210,000
郵便費        400,000
事務費        350,000
旅費交通費

予備費

270,000

6,729,477

合 計      H,159,477

日本中国語学会1999年度予算 (1999年 4月 ～2000年 3月 )  1998年 10月 24日 総会承認

ll,159,477

6,729,477

41000,000

300,000

300,000

11,449,477

<収入>:
前年度繰越金

通常会員会費収入

賛助会員会費収入
『中国語学』売上金

定期預金等秦1息       1292000
合 計

<支出>
会誌印刷費

会員名簿印刷費

大会助成費

支部活動助成費

通信費

事務費

旅費交通費

会議費等雑費

予備費       5,739,177
合 計

3,300,000

380,000

650,000

230,000

400,000

350,000

300,000

100,000

11,449,477

◎事務局からのお願い◎

会員の住所等の変更及び入会申込は,郵便にて下記へご連絡ください。尚,緊急の

場合 (FAX:03-5421-5694)を 除き,事務局へのご連絡は郵便にてお願いいたします。

発行 :日本中国語学会 〒108-8636 東京都港区白金台1-2-37

明治学院大学一般教育共同研究室内


