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日本中国語学会々報 2003 年 11 月 
 

 

ごあいさつ 
第 53 回全国大会は早稲田大学の周到なご準備・進行により無事終了いたしました。新理事長には

岩田礼氏がご就任になり，私としましては何とか中継ぎの役目をまっとうできる目途がつき，ほっと

するとともに，様々なかたちでご援助いただきましたかたに心からお礼申し上げたい気持ちでいっぱ

いです。 
激変する環境に対応すべく，本学会の諸規則運営について改善すべき点を多くの方々からご指摘い

ただきました。やり残したことも多く，大半は次期理事長に委ねることになります。 
会員数も年々増加し 1200 名に近づこうとしています。これだけの規模になりますと諸規則の再整

備，慣習の明文化などシステムの再構築は避けて通れない課題になるかと思います。新理事長の引き

継ぐ課題はあまりにも多く，難しい運営を迫られること多いかと思いますが，今後とも会員諸氏のご

協力・ご援助をお願いします。 
まことに心苦しいことですが，諸般の事情により通常会員の年会費を 6000 円に値上げさせていた

だきました。この点もなにとぞご理解を賜りたいと思います。 
来年の第 54 回全国大会は京都大学で開催されます。 
京都でお会いできるのを楽しみにしております。 
 
                       2003 年 11 月 10 日 

                        日本中国語学会理事長 中川 正之 
 

 

 
会則改正のお知らせ(2003年 10月 25日総会承認) 

 
１． 会費の値上げに関して「会則第 4条」の一部改正（2004 年度会費より適用） 

（旧）会費は，通常会員年額 5,000 円，賛助会員年額 30,000 円とする。 
（新）会費は，通常会員年額 6,000 円，賛助会員年額 30,000 円とする。 

 
２． 入会手続きに関して「会則第 5条」の一部改正（2003 年 11 月より適用） 

（旧）通常会員は本会の趣旨の賛同し，斯学を攻究する個人または研究・教育機関とする。た

だし，入会は現会員 2 名の紹介による。 
（新）通常会員は本会の趣旨の賛同し，斯学を攻究する個人または研究・教育機関とする。な

お，１・２・３月の入会は次年度入会の扱いとする。 
 
３． 「会費納入に関る内規」の一部改正（2003 年 11 月より適用） 

（旧）3 年を超えて会費の納入がない場合は，当該会員に連絡の上，除籍とする。 
（新）2 年を超えて会費の納入がない場合は，当該会員に連絡の上，除籍とする。 
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■ 2003年度理事会・総会報告 
（10月 25日早稲田大学大隈講堂，10月26日早稲田大学文学部） 

 
Ⅰ．報告事項 

１．会員動向 
（2003 年 10 月 20 日現在） 
総会員数1,167 名（うち顧問４名，名誉会員 26 名，通常会員 1,137 名）。賛助会員 21 社。 

（2002 年 10 月 21 日以降 2003 年 10 月 20 日現在） 
新入会員 58 名，退会者 15 名，内規に基づく除籍者47 名，ご逝去 3 名。 

２．『中国語学』250 号，2003 年 10 月 25 日発行，発行部数 1,500 部。 
３．第４回学会奨励賞：三木夏華氏「北部呉語の授受構文にみられる介詞の史的変化」 
４．支部例会報告（『中国語学』250 号彙報参照） 
５．『中国語学』執筆要領・投稿規程の改訂 
(1) 執筆要領「参照文献」における誤字の訂正（『中国語学』250 号 参照） 
(2) 投稿規程の一部改訂 

（旧）3. 投稿は郵送もしくは宅配便によるものとし，消印・宅配受領印の日付が 2 月 20 日以

降 3 月 10 日以前であること。封筒表面に「中国語学原稿在中」と朱書きして，学会

本部編集委員会宛に送ること，直接持参しても受理しない。 
（新）3. 投稿は郵送もしくは宅配便によるものとし，消印・宅配受領印の日付が 2 月 20 日以

降 3 月 10 日以前であること。封筒表面に「中国語学原稿在中」と朱書きして，編集

委員長宛に送ること（宛先はニューズレター，ホームページを参照のこと）。直接持参

しても受理しない。 
(3) 投稿規程の新規項目 

5. 採用，条件採用の論文については，修正原稿を７月 10 日までに編集委員長宛に送付するこ

と。なお，条件採用の論文については，原則として条件を提示した査読委員が修正原稿を

チェックする。また，不採用の論文については，投稿者から要求があった場合に限り，査

読委員のコメントを伝える。 
６．学会 HP の試行的開設（http://wwwsoc.nii.ac.jp/clsj/index.html） 
(1) アクセス回数は順調に伸びており（2003 年 10 月 24 日現在約 4,200 回），宣伝効果は大きい。今

後可能な限り電子媒体に置き換え，経費削減をはかる必要がある。 
(2) HP の公開に伴い，紹介者なしの入会希望者が増加している。また，非会員の支部例会・全国大

会への参加希望者も増加している。 
(3) 学会に対し，大学院紹介の依頼や中国語学習環境に関する質問などが増加している。 
７．支部例会通知の電子化（関東支部・遠藤雅裕会員の尽力により例会通知の電子が進んでいる。） 

 
Ⅱ．審議事項：１～６までの審議事項が承認された。 

１．会費の値上げに関して「会則第 4 条」の一部改正 
郵便貯金の利子・利息の減少や運営費の増加のため。 
（旧）会費は，通常会員年額 5,000 円，賛助会員年額 30,000 円とする。 
（新）会費は，通常会員年額 6,000 円，賛助会員年額 30,000 円とする。 

２．入会手続きに関して「会則第 5 条」の一部改正 
HP の公開に伴い，紹介者なしの入会希望者が増加したため。また，１・２・３月入会者に対

する会費徴収の問題と会務の簡素化のため。 
（旧）通常会員は本会の趣旨の賛同し，斯学を攻究する個人または研究・教育機関とする。た

だし，入会は現会員 2 名の紹介による。 
（新）通常会員は本会の趣旨の賛同し，斯学を攻究する個人または研究・教育機関とする。（抹

消）なお，１・２・３月の入会は次年度入会の扱いとする。 
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３．「会費納入に関る内規」の一部改正 
会費未納者に対する会誌『中国語学』郵送のコスト削減のため。 
（旧）3 年を超えて会費の納入がない場合は，当該会員に連絡の上，除籍とする。 
（新）2 年を超えて会費の納入がない場合は，当該会員に連絡の上，除籍とする。 

４．全国大会の運営の件 

研究発表の申込期日の固定化や，応募要領，応募要旨・予稿集原稿の執筆要領の整備などを，

時期大会開催校と，現・新常任理事とが協議の上，行う。 

５．「招聘状」の送付について 

全国大会における招聘状の送付制度は原則廃止することとする。 
６．HP委員会（仮称）の設置 
(1) 平成 16 年度からの HP の管理維持を行う委員会を設置する。HP の掲載内容や，今後発生しうる

問題に対しどのように対処していくかなどが協議される。 
(2) 関係経費として年間 10 万円の新規予算計上。（→審議事項９） 
７．2002 年度会計決算の件（資料1 参照）。 
８．2003 年度補正予算案の件（資料2 参照）。 
９．2004 年度会計予算案の件（資料3 参照）。 

ホームページ関係経費 10 万円を新規計上（審議事項 3 を参照）。 
10．次期大会開催校の件（京都大学 2003 年 11 月 6，7 日を予定）。 
11．『中国語学』の寄贈先 

現在の寄贈先はない。今後の寄贈の有無，ならびに寄贈先の選択は常任理事会で検討し，その

際，寄贈先は基本的には公表しない。 
12．投票用紙について 

今回の選挙より 8 名連記が 4 名連記になったが，経費節減のため旧来の 8 名連紀要投票用紙を

半分に切って使用する，という説明が理事長よりなされた。 
13．名誉会員・顧問の推挙 

顧問の推挙はなし。名誉会員（2004 年 4 月より）今西凱夫氏，金丸邦三氏，望月真澄氏。 

 

 

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

 
（資料１）日本中国語学会 2002 年度会計決算（2002 年 4 月～2003 年 3 月） 

2003 年 10 月 25 日総会承認 
＜収入＞  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 予  算 決  算 
前年度繰越金 8,479,062 8,479,062 
(定期郵便貯金累計利息 1,467,325 円を含む)  
通常会員会費収入 4,500,000 5,213,560 
賛助会員会費収入 570,000 537,960 
『中国語学』売上金 562,500 562,500 
印税 50,000 45,000 
通常貯金利子（02/4～03/3） ― 378 
定期郵便貯金利息(02/4～03/3） 180,000 93,073 
計 14,341,562 14,931,533 
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＜支出＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

監査の結果，経理内容は適正であり，会計諸表は的確に処理されている 
ことを認めます。 

2003 年 10 月 6 日 
2002 年度会計監査  原 由紀子 
2002 年度会計監査  森 宏子 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
（資料２）日本中国語学会 2003 年度会計補正予算（2003 年 4 月～2004 年 3 月） 

2003 年 10 月 25 日総会承認 
 

 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 予  算 決  算 
会誌印刷費 2,800,000 2,528,505 
名簿印刷費 400,000 498,100 
大会助成費 700,000 700,000 
支部活動助成費 400,000 382,070 
通信費 550,000 546,915 
事務費 750,000 759,243 
事務局費 600,000 600,000 
旅費交通費 700,000 557,000 
会議費等雑費 100,000 101,390 
学会奨励費 100,000 100,000 
電脳アカデミズム補助費 87,669 87,669 
『日本の中国語教育』購入費 50,000 50,000 
次年度繰越金 7,103,893 8,020,641 
（定期郵便貯金累計利息 687,886 円を含む） 
計 14,341,562 14,931,533 

＜収入＞   ＜支出＞  
前年度繰越金 8,020,641  会誌印刷費 2,800,000 
(定期郵便貯金累計利息 687,886 円を含む)  大会助成費 700,000 
通常会員会費収入 4,500,000  支部活動助成費 430,000 
賛助会員会費収入 570,000  通信費 550,000 
『中国語学』売上金 531,375  事務費 750,000 
印税 40,000  事務局費 600,000 
計 13,662,016  編集局費 100,000 
   旅費交通費 550,000 
   会議費等雑費 100,000 
   学会奨励費 100,000 
   予備費 6,982,016 
   計 13,662,016 
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（資料３）日本中国語学会 2004 年度会計予算（2004 年 4 月～2005 年 3 月） 
2003 年 10 月 25 日総会承認 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
Ⅲ．常任理事選挙報告 

投票総数 600 張（内 有効票 596 張，無効票４張） 
得票数：岩田礼 60 張（2004-2005 年度 理事長） 

平田昌司 47 張，荒川清秀 46 張，相原茂 39 張，佐藤晴彦 38 張，杉村博文 38 張，木村英

樹 29 張，中川正之 27 張 （以上８名 2004-2005 年度 常任理事） 

 
■ お詫びと訂正 

『中国語学』250 号に記載漏れ・誤記がありました。お詫びして訂正いたします。 
 

■ 予稿集の販売 
第 53 回全国大会（2003 年 10 月 25･26 日，於早稲田大学）の予稿集を販売しております。 

価格：1500 円（送料込み） 
申込先：好文出版 〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町 540-106 

ＴＥＬ 03-5273-2739 ＦＡＸ 03-5273-2740  
詳細は本学会ホームページ「全国大会／予稿集」のページをごらんください。 

■ 第 54 回全国大会のおしらせ 
（2004 年 11 月６・７日，京都大学にて開催の予定です。） 
 

全国大会研究発表応募規程 

１．研究発表の申し込みは本学会会員に限る（応募時に会員であり，予稿集原稿の寄稿時までに当該

年度までの会費を納付していること）。 ひとりの会員が，複数の発表の筆頭発表者となって申し

込みをすることはできない。 
２．他学会で正式に発表したもの及び応募中のものを二重に申し込むことはできない。 
３．使用言語は，日本語・中国語を原則とする。 
４．発表希望者は，発表要旨を大会準備委員会あてに郵送もしくは宅配便により送付する。持参され

たものは受理しない。申し込み締め切りは６月３０日（国内郵便局消印・宅配受領印有効）とす

る。 

＜収入＞    ＜支出＞  
前年度繰越金 6,982,016  会誌印刷費 2,800,000 
(定期郵便貯金累計利息 約 3,000 円を含む)  名簿印刷費 500,000 
通常会員会費収入 4,500,000  大会助成費 700,000 
賛助会員会費収入 570,000  支部活動助成費 430,000 
『中国語学』売上金 500,000  通信費 550,000 
計 12,552,016  事務費 750,000 
   事務局費 600,000 
   編集局費 100,000 
   ホームページ関係経費 100,000 
   旅費交通費 550,000 
   会議費等雑費 100,000 
   学会奨励費 100,000 
   予備費 5,272,016 
   計 12,552,016 
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５．発表要旨は，以下の要領にしたがって，（A）発表者原簿を１部，（B)審査用要旨を３部提出する。 
（A） 発表者原簿（A4 判用紙１枚，１部提出）。 

発表題目・氏名・住所・所属機関・職または身分 (教授，院生，非常勤講師等)・連絡先（電

話・e-mail・ファックス）・ある場合は，研究発表歴（最近３年間の主要な口頭発表，公刊

論文題目・掲載誌）を記す。 
（B） 審査用要旨（ A４判用紙 1 枚， 3 部提出）。 

発表題目，要旨本文（題目を含めず，日本語・中国語で 1200 字 以内，40 字×30 行）の

みを 10.5 ポイント以上のフォントで印刷する。図表がある場合も，上記の分量内に収める

ものとする。審査用要旨に氏名や所属は書かない。また，要旨本文中に，執筆者名が特定

できるような表現を用いること及び特定の個人への謝辞を記すことは，避ける。 
６．常任理事会と協議の上で，各分野の専門家に審査を委嘱し，大会準備委員会が採否を決定する。

結果は７月３１日に郵送で通知し，学会ホームページ上に採択された発表者の氏名・発表題目を

公表する。 
７．研究発表が採択された場合は，８月３１日（国内郵便局消印・宅配受領印有効）までに，大会準

備委員会あて，予稿集原稿プリント（A４判５ページ以内厳守。別に詳しい書式を定める）およ

び電子テキスト（Word のファイルを標準とし，フロッピーディスクに収めること）を郵送もし

くは宅配便で提出する。 
８．発表日時については，大会準備委員会が決定する。 
９．なお，予稿集掲載論文は正規の研究論文とは見なされないので，引用・言及にあたっては事前に

発表者の了解を得るなど，相互に細心の注意を払うこととする。発表者自身が転載することに関

しては，本学会大会発表論文であることを明記する限りにおいて，これを妨げない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学会事務局  
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲 1－2－1 

神戸大学 国際文化学部内 
TEL／FAX：078－803－7402（直通） 
E-mail：clsj@mail.goo.ne.jp 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/clsj/index.html 

2003 年度会費納入のお願い 
 

会費未納の方には，振替用紙を同封しております。

2003 年 12 月 20 日までにご入金ください。 
郵便振替 加入者名：日本中国語学会 

       口座番号：00120－2－536256 
なお，このたび会則≪会費納入に関る内規≫が改正

されました。2 年を超えて会費の納入がない場合，

除籍となります。振替用紙に記載された未納金額が

15,000 円となっております方は，今回の期日までに

ご入金いただけませんと，除籍となりますのでご注

意ください。 


