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日本中国語学会々報 2006 年 6 月 

 
 
 

ご挨拶 
 
 

「開かれた学会」「足腰の強い学会」――過去２年間、岩田前理事長が果敢に取り組んでこられた大改革

の目標は、つきつめれば、この２語に尽きるのではないでしょうか。研究、教育、いずれの分野においても

兎角国際的な競争力と公共性が問われる昨今、本学会に求められる重大な使命の一つは、中国語学の

発展に資する有益な学術情報と知的成果を、国の内外を問わず広く発信し、受信し、蓄積するための開

かれたサテライト・ステーションであることだと考えます。この開かれた学知の基地が健全かつ建設的に機

能し続けるためには、ハードとソフトの両面に亘ってさまざまなインフラの整備、構築が必要となります。会

則の大幅な刷新、組織体制の改革、海外特別編集委員の委嘱、ウェブリソース委員会の立ち上げ、ウェブ

サイト・コンテンツの充実、海外会員制度の改善、『中国語学』投稿規程の英語版・中国語版の作成及びＨ

Ｐへの掲載、ネット会員制度の導入、支部の自主的活動の呼びかけ及びそれに対する支援態勢の強化

……などなど、わずか２年の間に陸続と打ち出された数々の新機軸は、すべて冒頭の２大目標を実現に

導くための施策であり、また、そのすべてが岩田前理事長の誠実かつ意欲的、そしてなによりも献身的な

尽力の賜物であったと確信します。 
さて、この熱意溢れる“末代”理事長の跡をうけ、“首任”会長の職を向こう２年間預かることになりました私

の責務はと申しますと、まずは、この装い新たな「改革丸」が首尾よく海に漕ぎ出せるように、そして、どっさ

り積み込まれた改革の皮袋の一つに一つに確かな内実を盛り込み、それらが着実に活性化するように、

非力ながらも精一杯力を尽くすことだと自らに任じております。無論、私一人が漕ぐ舟ではありません。

1150 余名の会員のみなさま一人一人がオールの持ち手です。なにとぞ、よろしくお力添え、ご鞭撻を賜り

ますよう、謹んでお願い申し上げます。 
後に、改革元年の門出にふさわしい朗報を一つ。このたび『中国語学』は、日本学術振興会より研究

成果公開促進費(平成18年度)の助成を受けることが決定いたしました。90万円という補助金の恩恵もさる

ことながら、なにより、本学会の機関誌が「学術の国際交流に資する重要」な「学術定期刊行物」としてオー

ソライズされたことが喜ばしく思われます。助成の期待に応えるべく、本誌の更なる発展と向上を祈念して、

ご挨拶とさせていただきます。 
 

2006 年 5 月 22 日  日本中国語学会会長 木村英樹 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務局からのお願い 
☺ 今年度は、2 年に一度の会員名簿作成の年となっております。会員名簿掲載事項に関するご通知

を同封しますので、会員各位のご協力をお願い致します。 

☺ 事務局への郵便物は、〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学文学部中文研究室内

日本中国語学会事務局、で届きます。また各種お問い合わせは、学会ホームページ

（http://www.chilin.jp/）内の「お問い合わせ」ページもご利用ください。 



 2

 

会議報告 

■ 2006 年度第 1 回『中国語学 253 号』編集委員会 

日時：2006 年 3 月 20 日（月）午後 2 時 20 分～4 時 30 分  場所：東京大学駒場キャンパス 
出席者：杉村博文（委員長）、井上優、沈国威、古屋昭弘、Lamarre,Christine（委員） 
【議事】 
1. 『中国語学』253 号投稿状況 

投稿総数 45 本、うち 1 本は投稿後に執筆者が投稿を取り下げたため、計 44 本となった。 
[参考]249 号（41 本）、250 号（32 本）、251 号（39 本）、252 号（29 本） 

他に依頼原稿として、昨秋の全国大会におけるシンポジウム報告者の黄正徳氏、鷲尾龍一氏、及び海

外特別編集委員の中から連金發氏、袁毓林氏に依頼した。 
2. 査読体制 

委員長から投稿論文の査読者原案が示され、協議の結果、一部修正の上査読者を決定した。 
なお、分野ごとに十分な査読者を確保するため、査読協力者を募り、査読者リストを作成することを今後

検討することとした。 
3. 査読のレフェリー規定 

253 号は現在の査読要領に基づいて審査をするが、来年度（254 号）に向けて査読のレフェリー規定を

より明確にする必要があり、秋の全国大会開催時までに井上委員が原案を準備することとした。 
4. 編集日程案 

253 号編集日程について協議した。第 2 回編集委員会は 5 月 14 日（日）開催の予定。 
5. 編集委員会と理事会の関係 

編集の各プロセスを明文化して理事会に報告することを前提に、編集委員会としては、従来慣行として

あった理事長の編集委員会への出席は求めないこととする。なおこの件に関しては、5 月開催の理事

会の審議事項とするよう会長に申し入れをすることとした。 
6. 条件採用論文の修正について 

5 月に論文の採否を執筆者に通知する際、条件採用論文の執筆者に対し、修正箇所のリストを添付す

ること、および査読者からの修正要求に応じられないことがある場合、その理由を書き加えることを要求

する。 
7. キーワードのつけ方 

査読報告書に、「要旨の内容とキーワードの選択は適切か」の項目を加え、要旨・キーワードの適否に

ついて、査読の段階でチェックするようにする。 
8. 要旨・キーワード・本文・タイトルについて 

・254 号から、本文と同じ言語による要旨とキーワードを付けることにするとともに、それに加え英語また

は中国語による要旨とキーワードを付けることを求めることとする。 
・本文で使用する言語（日本語・中国語・英語）にかかわらず、タイトルは英語と中国語を付けることとす

る。 
9. 学会誌のレイアウト 

・表紙の色はもう少し濃いほうがよい。 
・論文以外の投稿論文についても活字のポイントを論文に揃える（252 号掲載の「『中国語学』題字と徐

廷烈氏について」は、251 号掲載の訃報に活字のポイントを揃えた）。 
10. 彙報の内容について 

編集委員会として、以下の点が確認された。 
・新入会員情報は名前と所属のみを彙報に掲載する。（理事会に提案） 
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・会則・内規は冊子で会員に送られておりＨＰにも掲載されているので省略する。 
・全国大会プログラムは、シンプルな体裁のものを大会開催校から彙報掲載用原稿として提出しても

らうこととする。 
・会員移動関係：住所不明・退会者を削除 
・役員一覧を奥付のページにするかどうかは理事会で決めてもらうこととする。役員一覧をなくす場合

は、奥付に編集委員の名前を掲載する。 
・支部例会報告、会計報告、会議関係報告は彙報に掲載する。 
・入会案内は、事務局から要求があれば掲載する。 

11. 先行研究の参照・利用について 
査読段階で、先行研究の参照・利用に関する学界のマナーが守られているかについてチェックするよう

にする。 
12. 英語のネイティブチェック 

編集委員会経費（12 万円）では、タイトルと要旨の英語のネイティブチェックまでは無理であるので、採

用が決定した段階で、執筆者に対し自らの責任でタイトルと要旨のネイティブチェックを受けることを要

求する。 
13. 学会奨励賞 

252 号掲載論文の中から 4 名を候補とし、次回の編集委員会で、その中から 1 名を選出することにし

た。 
14. 254 号に掲載する依頼論文 

・海外特別編集委員のうち、石汝傑、Li,Yen-hui 氏に、杉村委員長から依頼する。 
・今秋愛知県立大で開催される全国大会のシンポジウムの報告者に依頼する。 

 

■ 2006 年度第 2 回『中国語学 253 号』編集委員会 

日時：2006 年 5 月 14 日（日）午前 9 時 30 分～12 時  場所：学会事務局 
出席者：杉村博文（委員長）、井上優、古屋昭弘、Lamarre,Christine（委員）（欠席：沈国威委員） 
【報告事項】 
1. 254 号掲載予定の依頼論文について 

石汝傑氏、Li,Yen-hui 氏に寄稿を依頼し、承諾の返事を受けた旨が報告された。 
2. 科研費の採択について 

今年度、科研費出版助成として 90 万円が認められた旨が報告された。 
【審議事項】 
1. 253 号投稿論文の採否について、査読報告にもとづき審議した結果、採用 7 本、条件付き採用 5 本

を決定した。 
2. 253 号の投稿論文採否通知から刊行に至る編集日程を決定した。 
3. 252 号掲載論文の内から、今年度学会奨励賞 2 件を決定した。 
4. 253 号投稿論文を査読する過程で発生した種々の問題点について審議し、来期に向け、井上委員

を中心によりよい査読要領、レフリー規定、査読報告書を整備してゆくこととした。 
5. 253 号の投稿論文の中で、明らかに盗作と判断される論文の著者に対する処分案を審議決定し、理

事会に報告することにした。 
編集委員会処分案 

一、 今後 5 年間、同著者の『中国語学』への投稿を受理しない。 
二、 ニューズレターに事件の経過を掲載する。但し、投稿者の氏名など個人情報は公表しな

い。 
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■ 2006 年度第 1 回理事会 

日時：2006 年 5 月 14 日午後 1 時半～5 時半  場所：学会事務局 
出席者：木村英樹（会長）；荒川清秀、岩田礼、遠藤光暁、佐藤晴彦、杉村博文、平田昌司、古川裕（理

事）；山崎直樹（ウェブリソース委員会委員長）；大西克也（幹事） 
【報告事項】 
1. 会務報告 
会長より以下の会務報告があった。 
(1) 事務体制について 

大西克也（東京大学）・宮本徹（放送大学）両会員を幹事に充て、会計監査を山田忠司（立教大学）・

楊達（早稲田大学）両会員にお願いしたこと等について説明があった。 
2. 一般報告 

(1) 会員動向 
会員数：2006 年 5 月 1 日現在の会員数：総会員数（除く賛助会員）1151 名（うち顧問 5 名、名誉会

員 28 名、海外会員 9 名、通常会員 1109 名）。通常会員のうちネット会員 75 名。賛助会員

21 社。 
会員動向：全国大会以降 3 月末までの入会者は 28 名、退会者は 50 名（うち 41 名は 2005 年度大

会翌日に除籍）；2006 年 4 月以降の入会者は 2 名、退会者は 0 名。 
(2) 役員・委員等の異動 

副会長を荒川清秀理事に委嘱した。 
大西克也会員の幹事就任に伴い編集委員に欠員が生じたため、新たに井上優会員を編集委員に委

嘱した。任期は今年度全国大会終了までとする。 
新会則に基づく評議員に委嘱状を送付した。 
顧問・名誉会員候補者を今年度全国大会で推挙するよう依頼した。 

(3) 名簿作成 
個人情報保護法施行に伴う措置として、名簿掲載事項を選択制とした。 
『中国語学』「新入会員名簿」の掲載項目は、編集委員会の提案により 253 号については名前と所属

のみとすることとした。 
(4) その他 

支部例会と世話人について報告があった。 
3. 科学研究費補助金 

『中国語学』刊行に関する研究成果公開促進費が認められた。 
4. 編集委員会報告 

杉村委員長より、査読の進捗状況と奨励賞候補者等について報告があった。 
査読体制の充実について、査読委員に報酬を出すことの是非等を討議した。 
投稿論文中に盗作が発見されたことについての報告があった。 

5. ウェブリソース委員会報告 
山崎委員長より、学会ホームページの現状と今後の方針等について報告があった。 
奨励賞受賞論文をホームページ上で公開すること、メールマガジンを発行することが承認された。 

6. 2007年度全国大会当番校 
昨年度から立候補制をとっていること、立候補の表明が1件あったこと等について報告があった。 

7. その他 
中国語教育学会会長の古川裕理事から、中国語学会との連携をより一層深めたいと思うという挨拶があ

った。 
【審議事項】 



 5

1. 次期編集委員の推薦 
今年度で退任予定の杉村・古屋両委員の後任を、全国大会までに編集委員会より推薦することになっ

た。 
2. 編集委員会より盗作論文投稿者に対する処分案（上記「会議報告・2006 年度第 2 回『中国語学

253号』編集委員会」参照）が提出され、承認された。 
3. 財政状況と今後の見通し 

意見交換を行った。 
4. 全国大会及び支部例会の運営について 

(1) 「企画運営委員会（仮称）」の設置について 
理事会が発表者の採択等について当番校をバックアップすることを前提に、当面は見送ることとし

た。 
(2) 全国規模の研究例会 

討議の結果当面は見送ることとした。 
(3) 開催校の立候補制度継続の可否 

討議の結果当面は継続することとした。 
(4) 「関東支部拡大例会」の開催案について 

関東支部の佐藤冨士雄代表から、2007 年 3 月に上記開催の提案と援助の申し入れがあり、それに

基づき討議を行ない、関東支部の方針を尊重するとともに適当な額を援助することを承認した。 
(5) 支部例会の案内について 

コストパフォーマンスの観点から葉書による案内を廃止し、ホームページによる案内のみとする提案

が出されたが、当面は現状を維持することとした。 
5. 予算関係 

(1) ウェブリソース委員会経費 
通常活動費として 12 万円を計上することを了承した。 

(2) 全国大会運営補助金 
従来補助金から支出している全国大会時の理事会・評議員会会議費を、本部から支出することに変

更した。 
大会参加費の額について検討した。 

6. 2006 年度大会について 
準備会から提出された「案内」を検討し、若干の修正を申し入れることとした。 

 

■ ウェブリソース委員会活動報告 

I. 第 1 回ウェブリソース委員会の報告 
2006 年 3 月 10 日に、東大駒場キャンパスで、山崎委員長と新旧事務局により第 1 回委員会が行わ

れ、以下が確認された。 
1． これまでの活動について 

a. 学会ウェブサイトの再構築が完了した（2006 年 4 月に公式移転）。 
b. 『中国語学』掲載論文の検索システムの構築が完了した。今後の課題は過去のデータの登録作

業。 
2． 今後の活動計画について 

a. 月に 1 回程度、電子メールで学会サイトの更新情報等を会員（希望者）に送る。これは 2006 年

上半期発行のニューズレターで告知する。 
b. 論文検索システムへのデータ登録 

i. 『中国語学』253 号以降は、編集委員会から電子データの提供をうけ、登録する。 
ii. 過去のデータの登録が課題。 
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iii. 2006 年上半期発行のニューズレターで、この検索システムを紹介し、論文著者から掲載を取

り下げたいという要請があればうけつける。なお、本文のデジタル化は論文提要のデジタル化

とは別の作業と考え、今後、検討していく。 
c. 学会サイトとそのリソースの維持・管理ができる人材を育成する必要があり、講習会を開催するこ

とを考えている。 
d. 委員会経費について 

i. 通常業務に関わるウェブリソース委員会経費は、編集委員会経費に準じて 12 万円とする。 
ii. ウェブサイト関連経費は予算化しないで、必要なものは事務費から支出する。 

e. レンタルサーバー上の独自ドメインに、学会の公式サイトを移行した後も、当分の間は、旧来の

URL に、「サイト移転のお知らせ」のみを残しておく。 
f. 学会サイトから他所へのリンクを貼ることの適否は会長の判断で行う。 

II. 2006 年度第 2 回ウェブリソース委員会の報告 
2006 年 5 月 14 日に、東大本郷キャンパスで行われ、山崎委員長と遠藤雅裕委員が論文検索システ

ムの技術的な問題について検討した（詳細は省略）。 
III. 中国語学会理事会での報告と承認 

中国語学会理事会（2006 年 5 月 14 日、東大本郷キャンパス）において、下記の報告を行い承認を

受けた。 
1． I のすべての事項 
2． 2006 年上半期発行のニューズレターで、下記の告知を行うこと及び告知の文面（文面は省略） 

a. 学会公式サイトの移転について 
b. 電子メールによる定期的なお知らせの発行について 
c. 論文検索システムと『中国語学』掲載論文の提要の利用について 

※b については、発送前に関係者内（委員会外者も含む）で回覧し、内容を確認することが申

し合わされた。 
 

 
1. 学会公式サイトの移転について 

すでにお気づきのかたも多いと存じますが、2006 年4 月より、学会公式サイトを下記の URL に移転し

ました。同時に、サイトの構成やデザインなども一新いたしました。 
新サイトの URL：http://www.chilin.jp 

2. メールマガジンについて 
日本中国語学会は、2006年6月より、会員の皆さまにメールマガジンを配信するサービスを始めること

にいたしました。主な内容は、学会ウェブサイトの更新情報などで、月 1 回程度の配信を予定しており

ます。どうぞご活用ください。 
【配信の申し込みについて】 

ネット会員のみなさま：メールマガジン第1号は、ネット会員として登録されているかたには、漏れな

く配信いたします。もし、配信の中止をご希望であれば、お手数をかけて恐縮ですが、ウェブリソ

ース委員会メールマガジン担当（遠藤雅裕:tongshiunn@chilin.jp）までその旨ご連絡ください。 
通常会員の皆さま：メールマガジン配信希望のかたは、ウェブリソース委員会メールマガジン担当

（遠藤雅裕:tongshiunn@chilin.jp）まで、その旨と配信先のメールアドレスをご連絡ください。そ

の後、配信中止を希望されるばあいも、上記のアドレスにご連絡ください。 
3. 論文検索システムと『中国語学』掲載論文の提要の利用について 

ウェブサイトのリニューアルに伴い、「『中国語学』掲載論文の検索システム」の試験的運用を開始しま

した。現在は、登録されたデータは多くありませんが、ぜひ 1 度お試しください。 
また、以前、学会事務局からの照会により、『中国語学』掲載論文の提要を学会サイトへ掲載することを

承諾してくださったかたで、「このような利用のされかたを想定していなかった。承諾を取り下げたい」と

いうご希望をおもちのかたは、ウェブリソース委員会（wrc@chilin.jp）までご連絡ください。そのかたの

分については、掲載をいたしません。              （ウェブリソース委員会委員長・山崎直樹） 

ウェブリソース委員会からのお知らせ 
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盗作経過説明文 

 
今秋刊行予定の『中国語学』第 253 号に「中国語の真偽疑問文と肯定応答表現の関係について」と題

する論文（以下「投稿論文」）が投稿され査読に回されたが、査読者の一人から編集委員長にあて、投稿

論文は『日本語教育』123 号（2004.10）掲載の大浜るい子著「日本語の自然会話における真偽疑問文と

応答詞「はい」の関係について」（以下「大浜論文」）と内容・論旨が酷似しており、盗作と判断できるとの報

告があった。報告を受け、編集委員長は他の査読者 2 名に、報告が指摘する内容の確認を求めると同時

に自らも確認作業を行い、報告が事実であることを全員一致で確認した。以下に「大浜論文」と「投稿論

文」の対応箇所を画像ファイルで一部掲載する。 
〈上、大浜論文 43 頁；下、投稿論文 10 頁〉 
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編集委員会は、「投稿論文」著者の行為は教育研究に従事する者としての倫理道徳を踏み躙り、本学

会の名誉を著しく傷つけるものであると考える。よって、ここに事の経過を公表し、「投稿論文」著者に猛省

を促すものである。なお、この件に関する編集委員会及び理事会における審議は、両会議の議事録を参

照されたい。 
（文責：杉村博文） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
■ 顧問・名誉会員の推挙 

顧問・名誉会員のご推挙は、2006 年 10 月 11 日（水）までに下記事務局宛にお願いします。 
 

2006年度会費納入のお願い 

 振込用紙を同封しておりますので、本年度会費（一般会員 6,000 円、ネット会員 5,000 円）を 寄り

の郵便局からお振込下さい。事務運営上、2006 年 8 月末までにご入金くださるよう御協力をお願い致

します。 
郵便振替 加入者名：日本中国語学会   口座番号：00120－2－536256 

 なお、同封の「年会費の請求とデータ確認のお願い」に未納状況を明記してありますので、一括して

ご入金下さいますようお願いします。もし記載請求金額が 17,000 円以上となっておりましたら、今年度

ご入金いただけませんと、会則《会費納入に関る内規》により除籍となりますのでご注意ください。 

 

第 56回全国大会のお知らせ 

日本中国語学会第 56 回全国大会は愛知県立大学が準備を担当し、10 月 28 日（土）～29 日（日）

の日程で開催されます。同封の大会ご案内をご覧いただき、ふるってご参加下さいますようお願

い申し上げます。 
 
 
 
 
 

学会事務局 〒113-0033 
  東京都文京区本郷 7-3-1 
    東京大学文学部中文研究室内 
  E-mail: secretariat@chilin.jp 
  URL: http://www.chilin.jp/ 
  TEL/FAX: 03-5841-4892 

 

事 務 局 か ら の お 知 ら せ 
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