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ご挨拶 杉村博文（日本中国語学会会長） 

去る 10 月 25 日、26 日の両日、第 58 回全国

大会が開催校京都外国語大学の諸先生を含む

多くの皆様のご協力により開催され、盛況裡

に閉幕いたしました。理事会と事務局を代表

し厚くお礼を申し上げます。 

また、大会開催に合わせ『中国語学』255 号

が刊行されました。玉稿をお寄せいただいた

寄稿者、投稿者はもとより、査読者と編集者

に対し、とりわけ貴重な時間を割き年間を通

して編集に尽力された編集委員会の皆様に対

し、心より感謝いたします。 

さて、開会式のご挨拶では、28 年前に同じ

く京都外国語大学で開催された第 30 回大会と

今大会を比較し、2 組の数字を挙げてみました。

10 対 90。10 は 28 年前の研究発表数、90 は今

大会の発表数です。0 対 15。0 は 28 年前の海

外会員発表数であり、15 は今大会における海

外会員の発表数です。この 2 組の数字を挙げ

た意図は、私たちの学会を取り巻く研究と教

育の状況が喜ばしい方向に変化してきている

ことを示すと同時に、それを今後どう導くか、

どう広め、どう深めて行くかという課題に

我々が直面していることをお示しすることに

ありました。この場をお借りし、以下この課

題に対する理事会の取り組みと考えをご報告

いたします。 

取り組み其の一。全国大会運営委員会を設

置する。編集委員会、ウェブリソース委員会

に次ぐ 3 番目の専門委員会として、全国大会

運営委員会の設置を総会に諮りご承認いただ

きました。設置の趣旨は全国大会開催のノウ

ハウをより効果的、より効率的に継承し改善

を加えてゆくという一点に尽きるのですが、

大会開催に当たり大会運営委員会からのアド

バイスを得られることで、「うちでもできるだ

ろうか」という懸念を払拭することができれ

ば、大会開催校の開拓にも寄与するであろう

と考えています。理事会は、全国大会運営委

員会委員として 2004 年の理事長就任以来鋭意

学会の改革に取り組んでこられた岩田礼理事
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を選出しました。すでに多くの学会で行われ

ている制度であるとは言え、全国大会運営委

員会が本学会でどのように機能するかは今後

の展開を待たなければなりません。会員諸氏

には新制度に対するご支持を請うと同時に、

種々ご建議を賜われば幸いです。 

取り組み其の二。『ニューズレター』の紙面

を充実させる。これは『中国語学』掲載の彙

報と重ならない内容をできるだけ多く掲載し、

支部間・会員間の情報交流に役立てると言い

換えることができるかと思います。具体的に

は、「支部例会における研究発表要旨」、「学会

奨励賞の評価報告」、「大会総括関連記事」な

どの掲載を予定しておりますが、最も新鮮で、

最も期待される記事は各支部からの活動報告

になると思います。 

取り組み其の三。支部活動の強化と活性化

を図る。これに関しましては、評議会及び総

会において、理事会からの呼びかけという形

でお示しいたしました。近年、支部活動は一

時期に比べずいぶん活発になって参りました

が、開催規模などの関係から、一方で支部例

会が支部会員に対して十分な動員力を発揮で

きず、一方で全国大会が応募者の急激な増加

に対応しきれないという状況が生まれてきて

います。そこで期待されるのが、すでに関東

支部が実践しているような、支部の枠を越え

て研究発表の場を提供する取り組みです。加

えて、受動的に発表を募集するだけでなく、

支部が企画主体となり、特定テーマに関する

研究発表の場を提供するという方向も模索さ

れていいと思います。例えば、東海支部が「方

言研究と方言地図」をテーマに選び、シンポ

ジュウムと研究発表から成る例会を企画、開

催する。そして例会には東海支部だけでなく

他支部の会員に対しても参加（研究発表を含

む）を募ることができる。さらに、このよう

な企画の場合は、例えば以下のように、一歩

進んで「支部例会」という呼称をやめてもい

いのではないかと考えています。 

 

国際シンポジュウム 中国方言研究の今

後を探る：方言研究と方言地図（主催：日

本中国語学会東海支部、後援：日本中国語

学会） 

シンポジュウム IT と中国語教育（主

催：日本中国語学会中国支部、後援：日本

中国語学会） 

 

ここで「後援：日本中国語学会」というの

は、上のような取り組みに対し、学会として

経費や広報などの面で支援できる仕組みを考

えたいという意味です。 

以上、現状を鑑みての取り組みをご報告い

たしましたが、言うは易く行うは難しの教え

があります。特に第三の取り組みである支部

活動の強化と活性化は、地域差は言うに及ば

ず、様々な問題を孕んでおり、真に実効性の

あるアイデアを継続して模索していく必要性

を痛感します。しかし、理事会のような「小

さな政府」にとって、支部の自主的な活動の

展開に依存せざるを得ないのもまた事実です。

支部、特に支部評議員の皆様のご活躍に期待

いたします。 

最後になりましたが、来年の第 59 回大会は

北海道大学で開催されます。開催をお引き受

けいただいた北海道大学に感謝しつつ、秋の

北大の美しいキャンパスに恥じない大会とな

るよう、理事会と事務局も最善を尽くしたい

と思います。 

2008 年 11 月 14 日 
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2008 年度学会奨励賞の選考経緯 

 編集委員会では、今年 3 月の第 1 回編集委

員会において、『中国語学』254 号に掲載され

た論文の中から学会奨励賞の選考対象とする

論文 3 本を選出し、さらに 5 月に開かれた第 2

回編集委員会において、選考論文 3 本につい

て慎重な協議を行なった結果、以下の論文を

2008 年度の学会奨励賞受賞論文の候補とする

ことに決定し、この案が理事会にて承認され

ました。 

 

学会奨励賞受賞論文 

論題：殷代漢語の時間介詞“于”の文法化プ

ロセスに関する一考察 ――未来時

指向を手がかりに―― 

著者：戸内俊介氏（東京大学・大学院） 

 

【選考の経緯】 

受賞論文は、古代中国語の時間的な概念を

表す介詞“于”が命辞・占辞のみに現れ、未

来時を導入するという現象について、高嶋謙

一氏の論考を補強しつつ、説得力のある議論

で分析と考察を展開しているものです。移動

動詞“于”が着点マーカーを経て時間的概念

を表す介詞へと文法化していく過程に関する

議論は理路整然としており、また、先行研究

の成果も十分に踏まえたものであるという点

からも、優れた論考であると評価されました。 

“于”と“往”のいわゆる「陰陽対転」の問

題や、音韻的な問題、また、より通時的な観

点からの考察など、今後さらに取り組んで欲

しいテーマも含まれておりますが、優れた古

代中国語の文法研究は本学会にとりましても

貴重な存在であり、また、古代中国語文法研

究に従事する人口が少ないという現状に鑑み

ても、受賞者の戸内氏には、この論文に対す

る高い評価と同時に今後さらなる研究の深化

を期待したいという声が寄せられました。 

（編集委員会）

支部例会実施報告 2008.6-2008.11 

◆関東支部例会 

◇2008 年 7 月 12 日（土）明海大学 

・加納希美（東京大学・院）：計量臨時量詞の

構文機能 

・潘藝梅（明海大学・非常勤）：戦後日本初級

漢語教材的発展変化 

・須藤秀樹（東京外国語大学・院）：“追累”

類の動補構造について 

・劉勲寧（明海大学）：転指和自指在漢語和日

語中的表現 

◆東海支部例会 

◇2008 年 10 月 4 日（土）南山大学名古屋キャ

ンパス 

・曹志偉（愛知淑徳大学）：关于“吃 X”的句

法结构及语义扩展 

“吃”是现代汉语中使用频率颇高的动

词，由“吃 X”构成的短语、惯用语、成语、

歇后语等，不但数量多，而且表现力强。

例如:“吃亏”、“吃豹子胆”、“吃情调”等。

这些用法的特征具有结构的凝固性和语义
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的整体性。为了便于讨论，笔者把“吃” 的

后项成分总称为“X”，并认为“吃 X”中

的隐含意义与联带意义紧密相关，通过隐

含意义的形象化及联带意义的具体化和外

向化，其语义得到扩展。本文将探讨 “吃

X”的句法结构及语法特点，并分析“吃 X” 

的语义扩展机制及影响因素。 

・李謹（中京学院大学）：謝り表現における「对

不起」と「不好意思」の役割についての考察 

日中・中日辞典などでは「すみません」

と「对不起」を訳しあうのが一般的であ

るが、中国では「不好意思」も謝り表現

として広く使われている。実際に、現地

で生活する日本人学習者が「对不起」と

「不好意思」の使い分けに戸惑うことも

少なくない。本発表は資料調査やネーテ

ィブスピーカーへの調査など通じて、謝

り表現における「对不起」と「不好意思」

の役割を考察し、語用論の観点から両語

の用法の違いを解明することを試みるも

のである。 

◆関西支部例会 

◇2008 年 6 月 29 日（日）大阪産業大学梅田サ

テライト 

・張英納（上海師範大学／京都教育大学・院）：

“心上”和 “心里”中方位詞的制約条件 

・岡本俊裕（京都外国語大学）：格概念的拡大

与実現 

・杉村博文（大阪大学）：姿勢動詞帯趨向補語

情況分析 

例えば人が「坐」という姿勢をとると、

必然的に上半身の下降あるいは上昇が附

随して起こり、「坐下（身）来」や「坐起

（身）来」という表現を生む。一方で「坐」

はまた、「上来」「回来」「過来」のような

「坐」という姿勢形成とは無関係な動き

をも補語とし、「坐上来」「坐回来」「坐過

来」のような動補構造を作ることがある。

本発表は「坐、站、睡」等の姿勢動詞が、

それぞれの姿勢の形成に本来的に附随す

るとは思われない動きを補語として帯び

る現象を考察対象とし、そのような動補

構造における構造的意味、即ち「動」と

「補」の因果関係、「動」と「補」の時間

序列関係について分析を加える。 

・太田斎（神戸市外国語大学）：陝西省岐山方

言のいわゆる「一部重ね型」語構成について 

◆中国支部例会 

◇2008 年 7 月 27 日（日）広島工業大学広島校

舎 

・犬塚優司（島根県立大学）：中国語の補語に

ついて 

・郭春貴（広島修道大学）：第二外国語として

の中国語の教学モデルについて 

◇2008 年 11 月 16 日（日）広島工業大学広島

校舎 

・村田和美（広島大学・非常勤）：中国語オー

ディオリンガル教育における一問題点 

近年、中国語においてオーディオ・リ

ンガル教育は、日本人に対する中国語習

得に有効である、という報告がしばしば

見受けられる。しかし、本方法を教師が

習得、実践するにあたり、いくつかの問

題が生じてくる。本発表では、具体的な

問題点を挙げ、オーディオ・リンガル教

育の効果的な運用について考察する。 

・荒見泰史（広島大学）：第二外国語教育にお

ける一教育モデルの紹介 

明海大学でこれまで新中国語教育シス

テム（明海模式“Meikai-model”）を実施
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し、その方法と効果は『明海大学応用言

語学研究紀要』（2008）などに紹介された

通り一定の効果が認められるものであっ

た。本発表では、この語学教育モデルを

第二外国語教育に応用し、広島大学ベー

シック中国語科目で一年間教育を行った

記録とその効果について紹介したい。 

◆九州支部例会 

◇2008 年 7 月 19 日（土）福岡大学 

・陳喜真（北九州市立大学・院）：《醒世姻縁

伝》の方言と注釈 

・有働彰子（西南学院大学・院）：台湾戦後初

期における「国語」の様相 

・蒋剣波（九州大学・院）：中国語における時

間表現パターンについて 

会則改正のお知らせ 

2008 年 10 月 25 日、京都外国語大学で開催されました総会におきまして、以下の会則改正

案が承認されましたのでご報告いたします。 

◆改正項目◆ 

(1) ［委員会及び支部］に関する内規の改正及び「全国大会運営委員会」の設置 
(1-1) ［委員会及び支部］に関する内規の改正（→第 5 章関連） 
(1-2) 全国大会運営委員会に関する内規の追加 

(2) 理事任期の変更および選出方法の改正 
(2-1) 理事任期の変更およびそれに伴う移行措置について（会則第 9 条の改正） 
(2-2) 会長及び理事選出方法に関する内規の改正 

(3) ネット会員制度の見直し（会費納入に関する特別規定の改正） 

(4) 海外会員制度の一部改正（海外会員に関する内規の改正） 

 

(1) ［委員会及び支部］に関する内規の改正及び「全国大会運営委員会」の設置 

(1-1) ［委員会及び支部］に関する内規の改正（→第 5 章関連） 

改正後 改正前 

1. 委員会に関する内規（→第 15 条，第 16 条

関連） 

(1) 編集委員会，ウェブリソース委員会，全

国大会運営委員会を設置する。 

(2) 各種委員会の委員長は，委員による互選

とする。 

(3) 各種委員会の委員長は，理事会にオブザ

1. 委員会に関する内規（→第 15 条，第 16 条

関連） 

(1) 編集委員会，ウェブリソース委員会を設

置する。 

(2) 各種委員会の委員長は，委員による互選

とする。 
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ーバーとして出席する。 

(4) 委員が任期途中で退任する場合，その残

り任期について委員の補充をおこなうこと

ができる。 

(5) 委員長が指名する会務補佐若干名を置

くことができる。 

2.『中国語学』編集委員会に関する内規（→第

15 条，第 16 条関連） 

(1) 所掌事項 

学会誌『中国語学』の編集及び関連する

諸業務 

(2) 委員 

ア 委員数は 6 名とする。 

イ 委員長および委員の任期は，全国大

会終了以後翌々年度大会終了までの 2 年と

する。ただし，再任を妨げない。 

ウ 委員の改選は，本委員会と理事会の

協議によって発議し，会長が委嘱する。 

（削除） 

 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

2. 『中国語学』編集委員会に関する内規（→

第 15 条，第 16 条関連） 

(1) 所掌事項 

学会誌『中国語学』の編集及び関連する

諸業務 

(2) 委員 

ア 委員数は 5 名とする。 

イ 委員の任期は全国大会終了以後翌々

年度大会終了までの 2 年とし，重任するこ

とができる。 

ウ 委員の改選は，本委員会と理事会の

協議によって発議し，会長が委嘱する。 

エ 委員長の任期は 2 年とし，重任する

ことができる。 

（以下略） 

 

(1-2) 全国大会運営委員会に関する内規の追加 

改正後 改正前 

4. 全国大会運営委員会に関する内規（→第 15

条，第 16 条関連） 

(1) 所掌事項 

ア 大会開催校の選定 

イ 大会の企画と運営 

ウ 大会の総括 

(2) 委員 

ア 委員数は 5 名とする。但し，うち 1

名は選出時に理事の職にある者をもって充

て，また 1 名は次年度開催校の代表者をも

って充てる。 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2008 年 11 月 

  7 

イ 委員長および委員の任期は，全国大

会終了以後翌々年度大会終了までの 2 年と

し，再任を妨げない。但し，開催校選出委

員 1 名の任期は 1 年とし，全国大会終了を

もって任期終了とする。 

ウ 委員の改選は本委員会と理事会の協

議によって発議し，会長が委嘱する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 理事任期の変更および選出方法の改正 

(2-1) 理事任期の変更およびそれに伴う移行措置について（会則第 9 条の改正） 

改正後 改正前 

第 9 条［役員の任期］ 

1. 会長，副会長の任期は 2 年とし，再任

は認めない。 

2. 理事の任期は 1 期 2 年，連続 2 期まで

とする。ただし，間に 2 年をおいて再任さ

れることを妨げない。 

3. 会長，副会長，理事を除く他の役員の

任期は 2 年とし，重任することができる。

4. 顧問を除く役員の年齢は就任時におい

て満 68 歳を超えてはならない。 

 

［付則］ 

3. 本会則第 9 条第 2 項については，2012

年度理事選挙より適用し，この時すでに連

続 2 期理事職にあるものは被選挙人名簿か

ら外すこととする。また，2010 年度選挙の

みの移行措置として，2010 年度の理事選挙

では，会長・理事長経験者は被選挙人名簿

から外すこととする。 

第 9 条［役員の任期］ 

1. 役員の任期は 2 年とし，重任すること

ができる。ただし，会長，副会長の重任は

認めない。 

 

 

 

 

2. 顧問を除く役員の年齢は就任時におい

て満 68 歳を超えてはならない。 

 

 

（新規） 

 

(2-2) 会長及び理事選出方法に関する内規の改正 

改正後 改正前 

会長及び理事選出方法に関する内規（→第 10

条関連） 

会長及び理事選出方法に関する内規（→第 10

条関連） 
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(1) 会長及び理事の選出は，全国大会出席会

員(賛助会員を除く)の投票によるものとす

る。 

(2) 投票は 4 名連記により行う。得票数上位

8 名を候補者とし，その内最高得票者を会

長，その他の 7 名を理事の当選者とする。

いずれも得票が同数の場合は，年長者を当

選とする。ただし，会長当選者が，候補者

の過半数がこれを是とする事由により，会

長就任に支障ある場合は，候補者 8 名の互

選により，会長を選出するものとする。 

(3) 理事長，会長を務めた者は，次回以降の

選挙で最高得票数を得ても会長に選出され

ることはなく，次点者が会長として選出さ

れる。 

(4) （略） 

(1) 会長及び理事の選出は，全国大会出席会

員(賛助会員を除く)の投票によるものとす

る。 

(2) 投票は 4 名連記により行う。得票数上位

8 名を候補者とし，その内最高得票者を会

長，その他の 7 名を理事の当選者とする。

いずれも得票が同数の場合は，年長者を当

選とする。ただし，会長当選者が，候補者

の過半数がこれを是とする事由により，会

長就任に支障ある場合は，候補者 8 名の互

選により，会長を選出するものとする。 

（追加） 

 

 

 

(3) （略） 

 

(3) ネット会員制度の見直し（会費納入に関する特別規定の改正） 
 

改正後 改正前 

［会費納入に関する特別規定］（2009 年度より

改正施行） 

1. （下線部削除）通常会員のうち，必要な

情報を学会ホームページによって取得する

会員を「ネット会員」と呼び，会費を 1,000

円割引する。この優遇措置は，海外会員に

は適用されない。ネット会員には『中国語

学』，会員名簿及び会費請求は郵送するが，

それ以外の文書(ニューズレター，支部例会

通知等)は郵送しない。 

 

2. この特別制度の適用を希望する会員は，

学会ホームページより申込書をダウンロー

ドし，必要事項記入の上，学会事務局に郵

便またはファックスで送付する。電子メー

ルでの申し込みは受け付けない。「ネット会

［会費納入に関する特別規定］（2005 年度より

適用） 

1. 当面の措置として，「ネット会員制度」

を設ける。通常会員のうち，必要な情報を

学会ホームページによって取得する会員を

「ネット会員」と呼び，会費を 1,000 円割

引する。この優遇措置は，海外会員には適

用されない。ネット会員には『中国語学』，

会員名簿及び会費請求は郵送するが，それ

以外の文書 (ニューズレター，研究例会通

知等)は郵送しない。 

2. この特別制度の適用を希望する会員は，

学会ホームページより申込書をダウンロー

ドし，必要事項記入の上，学会事務局に郵

便またはファックスで送付する。電子メー

ルでの申し込みは受け付けない。「ネット会
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員」の認定は会長の監督の下で事務局が行

う。なお，申請の時期に関わらず，本制度

の適用は次年度の 4 月からとする。ただし，

新入会員については入会時に「ネット会員」

の適用を申請することができ，認定後ただ

ちに本制度の適用を受けることができる。

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

［なお，この特別規定は継続の適否も含めて，

2 年ごとに見直しを行うこととする。］ 

員」の認定は会長の監督の下で事務局が行

う。 

 

 

 

 

3. 2004 年末までに入会済みの会員は，以降

毎年 1 月 1 日～3 月 20 日の期間に，翌年度

の「ネット会員」の申し込みまたは廃止を

申請することができる(一度申請すれば，廃

止申請をするまで有効)。期間以外の申し込

みは受け付けない。2005 年 1 月 1 日以降の

新入会員については，入会時に「ネット会

員」に申請することができる(ただし海外会

員は除く)。 

［なお，この特別規定は継続の適否も含めて，

2 年ごとに見直しを行うこととする。］ 

 

(4) 海外会員制度の一部改正（海外会員に関する内規の改正） 
 

改正後 改正前 

3. 海外会員に関する内規（→第 4 条関連） 

(1) 海外在住の研究者が入会を希望する場

合は，学会ホームページより申込書をダウ

ンロードし，必要事項記入の上，学会事務

局に送付する。 

(2) 海外会員は，全国大会，研究例会等本学

会が主催する各種学術活動に参加し，『中国

語学』及び会員名簿を受け取る権利を有す

る。ただし，選挙権及び被選挙権は有さな

い。（以下削除） 

3. 海外会員に関する内規（→第 4 条関連） 

(1) 海外在住の研究者が入会を希望する場

合は，学会ホームページより申込書をダウ

ンロードし，必要事項記入の上，学会事務

局に送付する。 

(2) 海外会員は，全国大会，研究例会等本学

会が主催する各種学術活動に参加し，『中国

語学』及び会員名簿を受け取る権利を有す

る。ただし，選挙権及び被選挙権は有さな

い。また必要な情報は学会ホームページに

よって得るものとし，ニューズレター，研

究例会通知等の事務関係文書は郵送しな

い。 
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『中国語学』投稿規程・執筆要領の改訂について 

『中国語学』の投稿規程および執筆要領を

改訂いたしましたのでお知らせいたします。

これらは 256 号（2009 年発行）の投稿より適

用されます。 

 

◆『中国語学』投稿規程（2008 年 11 月改訂） 

※改訂箇所が多いため、以下に全録しま

す。改訂にともない、『中国語学』255 号

掲載の「『中国語学』投稿規程」（2007 年

10 月一部修正）は無効になりますので、

ご注意ください。 

一. 掲載原稿 

（1）投稿原稿 

『中国語学』には会員から投稿された次の

原稿（以下「投稿原稿」）を掲載する。投稿原

稿は，本規程の二.から八.に定めた手続きに基

づいて掲載される。 

 ・研究論文 オリジナルな知見を含む学術

論文。 

 ・資料 新たに発見された重要資料の紹

介・解説。 

（2）依頼原稿 

投稿原稿以外に，編集委員会が会員または

非会員に執筆を依頼した研究論文，展望論文，

書評・紹介などを掲載することがある。 

 

二. 投稿条件 

 投稿原稿は次の条件を満たしていなければ

ならない。条件を一つでも満たさないものは

受理されない。また，査読中あるいは掲載前

に条件が一つでも満たされないことが判明し

た場合は投稿自体を無効とする。 

(1) 著者（共著の場合は筆頭著者）が 3 月 10

日（投稿受付締め切り日）時点で日本中国語

学会の会員であること。 

(2) 未公刊であり，かつ『中国語学』以外の雑

誌等に投稿中でないこと。学会の予稿集や科

学研究費補助金研究の報告書に掲載されたも

の，未公刊の修士論文・博士論文の一部など

は，その旨を記載すれば投稿できる。  

(3) 別途定める｢『中国語学』執筆要領｣を遵守

していること。  

 

三. 原稿の送付 

 投稿原稿の送付については，次の条件を満

たしていなければならない。条件を一つでも

満たさないものは受理されない。 

(1) 編集委員長宛（宛先はニューズレター，ホ

ームページを参照）に，郵便もしくは宅配便

で送付すること。直接持参しても受理されな

い。  

(2) 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。  

(3) 封筒表面に「中国語学原稿在中」と朱書き

し，表紙を含む原稿１部と表紙を除いた原稿 4

部，計 5 部を送付すること。  

 

四. 査読と採否の決定 

(1) 編集委員会は，投稿原稿が扱う領域の研究

者（1 編につき 3 名，非会員を含むことがある）

を査読者として選び，評価を委嘱する。編集

委員会は，査読者の評価及びコメントをふま

えて，投稿原稿が次のいずれであるかを決定

する。採否の結果は，査読者のコメントとと

もに，6 月上旬までに投稿者に通知する。 
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 ・採用（必要に応じて若干の修正を加えた

上で掲載する。） 

 ・要二次審査（１か月の修正期間で修正さ

れた原稿の内容を編集委員会が確認し，最終

的な採否を決定する。） 

 ・不採用 

(2) 「採用」の場合は，編集委員会が通知した

期日までに，最終原稿 2 部及び電子データを

編集委員長宛に送付する。 

(3) 「要二次審査」の場合は，編集委員会が通

知した期日までに，修正原稿 2 部と修正内容

リストを編集委員長宛に送付する。編集委員

会は修正内容を確認し，採否を最終的に決定

する。その際，査読者に意見を求める場合が

ある。採用の場合は，編集委員会が通知した

期日までに，最終原稿 2 部及び電子データを

編集委員長宛に送付する。 

(4) 最終原稿は｢『中国語学』執筆要領｣に定め

られた分量を遵守しなければならない。  

 

五. 校正，印刷 

(1) 校正段階での内容の変更・追加に関わる修

正は，原則として認めない。  

(2) 印刷に当たり，特殊活字や図版の作成のた

め，額外の費用を要した場合は，投稿者にそ

の費用の負担を求めることがある。 

 

六. 原稿料，抜き刷り 

(1) 原稿料は支払わない。 

(2) 論文の著者には抜刷 30 部を無料進呈する。

抜刷は実費を負担すれば増刷することができ

る。 

 

七. ウェブでの公開 

 採用された投稿原稿，ならびに依頼論文の

本誌掲載に当たっては，将来これを学会がウ

ェブ上で公開することに著者が同意したもの

とみなす。その際，学会は以下の 2 点を遵守

する。(1)著者の氏名を付記する。(2)著者の了

解なしに論文（サマリーを含む）の内容に変

更を加えない。  

 

八. その他 

(1) 編集委員会に提出された投稿原稿は，採否

にかかわらず返却しない。  

(2) 論文の採否や査読コメントに関する問い

合わせには一切応じない。  

 

◆『中国語学』執筆要領（2008 年 11 月改訂） 

※ごく一部の改訂ですので、以下には抄録

を掲載することにします。改訂箇所を下線

部で示しています。省略部分は『中国語学』

255 号掲載の「『中国語学』執筆要領」（2007

年 10 月改訂）をご参照下さい。 

1. 使用言語（略） 

2. 投稿原稿の構成 

◇ 投稿原稿は「表紙」と「論文本体」からな

る。 

◇ 提出の際は，表紙つきの原稿を 1 部，表紙

なしの原稿を 4 部，合計 5 部を提出する。  

※次のＡ，Ｂのうち一方を選択。 

A （サマリー・キーワードが中国語の場合） 

(1) 表紙（1 枚、ページ番号はつけない） 

1. 原稿の種別（研究論文，資料） 

2. 論文タイトル（日本語・中国語・英語）

（3 言語） 

3. 執筆者氏名（日本語・中国語・英語）

（3 言語） 

4. 所属機関（ない場合は「なし」と明記） 

5. 連絡先（住所，郵便番号，電話番号，

電子メールアドレスを明記）。［共著論
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文の場合は全員について記載する。］ 

（中略） 

B （サマリー・キーワードが英語の場合） 

①表紙（1 枚，ページ番号はつけない） 

1. 原稿の種別（研究論文，資料） 

2. 論文タイトル（日本語・英語）（2 言語） 

3. 執筆者氏名（日本語・英語）（2 言語） 

4. 所属機関（ない場合は「なし」と明記） 

5. 連絡先（住所，郵便番号，電話番号，電

子メールアドレスを明記）。［共著論文の場

合は全員について記載する。］ 

（以下略） 

（編集委員会） 

会議報告 

■2008 年度第 3 回（『中国語学』第 255 号）編

集委員会 

日時：2008 年 9 月 16 日（土）13 時～17 時 

場所：大阪産業大学梅田サテライトキャン

パス小会議室 

出席者：太田斎（委員長）、井上優、小野

秀樹、木津祐子（以上委員）（欠席：沈

国威（委員）） 

【議事】 

1. 投稿規程、執筆要領の改訂 

「投稿規程」における「条件採用」の名称を

「要二次審査」と変更することとし、理事会及

び評議会に提案することとなった。 

2. 255 号編集作業の総括 

以下の点について確認。 

・投稿規程の整備を継続すること。 

・学会誌としての本誌の位置づけ及び使命に

ついて議論を継続し、学会内部でのコンセ

ンサスを確立すること。 

3. 新規編集委員会の体制について 

・太田斎委員長の委員長任期満了、井上優委

員、沈国威委員の委員任期満了後の新規体

制について議論した。 

・編集委員会の構成についていくつかの意見

が出され、次回理事会での議題としてもら

うことで一致した。 

（編集委員会終了後、編集委員会の活動総括及

び今後の体制について杉村会長と編集委員と

の間で意見交換を行った。） 

 

■2008 年度第 4 回（『中国語学』第 255 号）編

集委員会 

日時：2008 年 10 月 25 日（土）12 時～13 時 

場所：京都外国語大学 11 号館 2 階ラウンジ 

出席者：太田斎（委員長）、井上優、小野

秀樹、木津祐子（以上委員）（欠席：沈

国威（委員）） 

大西克也（次期委員）（欠席：楊凱栄（次

期委員）） 

【議事】 

1.『中国語学』255 号編集作業について 

編集過程において生じた問題点について委

員長より報告があった。これについてはあら

ためて検討することとした。 

2. 編集委員の交代 

井上優・沈国威両委員が任期満了により退

任。これにともない、大西克也・楊凱栄の二

氏が次期編集委員に就任した。 

3. 編集委員の追加 

編集委員会の委員数を現行の 5 名から 6 名

に変更する案が理事会ならびに評議会にて承

認されたことを受け、編集委員の協議により、
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新規追加の編集委員として三宅登之氏を候補

者として理事会に推挙することを決めた。 

 会後、次期委員の互選により、木津祐子委

員を次期編集委員長に選出した。 

 

■2008 年度総会 

日時：2008 年 10 月 25 日（土）17 時 10 分～

18 時 30 分 

場所：京都外国語大学 森田記念講堂 

【議長選出】 

 議長に増野仁氏（松山大学）と鵜殿倫次氏

（愛知県立大学）を選出した。 

【報告事項】 

1. 一般報告 

1.1 会員動向（11 月 16 日現在確定数） 

・会員数： 

  増減

総会員数（賛助除く） 1167 名 +39

顧問 6 名 0

名誉会員 27 名 +1

通常会員 1092 名 +28

（ネット） 190 名 +48

 （内訳）

海外会員 42 名 +10

賛助会員 27 社 +6

※増減は昨年 11 月 15 日を基準とした数。 

（総会では 10 月 20 日時点の数字を報告しま

したが、その後内規に基づく除籍者数の確

定、及び大会時に若干の新入会員を受け入

れたこと等により、上記確定数を記しま

す。） 

・会員動向：昨年度 11 月 15 日以降、2008 年

11 月 16 日までの入会者 72 名；退会者 14 名；

除籍者 17 名；逝去 2 名（清水茂氏（名誉会

員）、西岡純勝氏）；また賛助会員 6 社増（（株）

アイ・エス・アイ、（株）三省堂、アジア国

際交流奨学財団、Learn Bank Group、セリン

グビジョン、（株）高電社） 

1.2 『中国語学』発行 

255 号、2008 年 10 月 25 日、1500 部発行。 

1.3 支部例会関連 

『中国語学』255 号「彙報」を参照。 

2. 編集委員会報告 

a. 『中国語学』255 号が刊行された。 

b. 『中国語学』投稿規程・執筆要領の改訂を

理事会に提案し、了承された。投稿の際に

は、必ず最新の投稿規程・執筆要領を学会

ホームページで確認するようお願いした

い。 

3. ウェブリソース委員会報告 

a. 学会サイトの変更点 

1. 過去に『電子通訊』に載せられたエッセ

イをまとめて見られるページを新設した。 

2. 『中国語学』254 号（2007 年）掲載論文

の情報を「論文検索システム」に収録した。 

3. RSS によるサイト更新情報の配信を始め

た。 

4.「このサイトの使いかた」ページを新設し

た。 

5. 支部例会の情報に発表要旨の併載を始め

た（一部）。 

b. 『電子通訊』毎月 1 回発行中。 

4. 委員・役員等の異動 

・編集委員会：井上優、沈国威両委員が退任。

代わって大西克也、楊凱栄両会員が就任。 

5. 2009 年度大会について 

北海道大学、10 月 24 日（土）-25 日（日）。 

6. その他 

6.1 『ニューズレター』の誌面充実 

a. 大会総括関連記事 

※ 大会総括を掲載する関係上、秋の『ニュ

ーズレター』の発行を 11 月末～12 月初に遅

らせる。 
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b. 学会奨励賞の評価報告（編集委員会が担

当） 

c. 支部例会における研究発表要旨 

※ 誌面充実化を図るに伴い、『ニューズレ

ター』編集のための幹事補佐を配置する必

要が生じるかもしれない。（経費は事務局費

で対応する） 

6.2 支部例会の活性化 

a. 例会における研究発表要旨をウェブサイ

ト及び『ニューズレター』に掲載する。 

b. 支部例会は企画主体としての役割を担い、

支部を越えてオープンに報告者を募集で

きる方向も模索したい。 

c. 支部による招待講演等のイベントに関し、

経費面で援助できる仕組みを考えたい。 

d. 例会の世話人は評議員が担当することを

原則としたい。現在、非評議員が世話人

を務めている支部においては、評議員を

交代することによって世話人を評議員と

して処遇することが望ましい。 

6.3 JST 電子アーカイブ事業への応募結果 

・『中国語学』につき、採用の通知あり（10 月

22 日）。 

・今後、対応を協議する予定。 

【審議事項】 

1. ［委員会及び支部］に関する内規の改正及

び「全国大会運営委員会」の設置 

2. 理事任期の変更および選出方法の改正 

3. ネット会員制度の見直し 

4. 海外会員制度の一部改正 

以上 4 件につき、杉村会長および鈴木幹事

よる提案・説明があり、原案の通り承認され

た。内容については本号「会則改正のお知ら

せ」（pp.5-9）を参照。 

5. 予算案・決算案 

5.1 2007 年度会計決算案（下記資料参照） 

大西前幹事による報告・説明、及び山田会

計監査による会計監査報告があり、報告の通

り承認された。 

5.2 2008 年度会計補正予算案（同上） 

澤田幹事による提案・説明があり、原案の

通り承認された。 

5.3 2009 年度会計予算案（同上） 

澤田幹事による提案・説明があり、原案の

通り承認された。 

6. 顧問・名誉会員の推挙について 

 名誉会員に高橋均会員が推挙され承認され

た。顧問の推挙はなかった。 

7. その他 

7.1 全国大会開催校公募制の廃止 

 全国大会開催校の選定は 2005 年度より公募

制を採ってきたが（『ニューズレター』2004 年

秋季号 p.4 参照）、全国大会運営委員会の設置

に当たり、2009 年度より公募制を廃止し、全

国大会運営委員会を中心として選定作業を進

めることが提案され、承認された。 

7.2 退会規定の作成 

 以下の内容を学会ウェブページ等に記載し、

公示することが説明され、承認された。 

1. 退会を希望する会員は，学会ウェブペー

ジより退会申請書をダウンロードし，必

要事項を記入の上，学会事務局に郵便ま

たはファックスで送付しなければならな

い。 

2. 退会申請書の受理は，過去に請求された

会費を全て納入していることを条件とす

る。なお，8 月 31 日までに退会を申請し

た者については，当該年度の会費を徴収

しない。 

7.3 会費納入期限 

 会費納入の期限を 8 月 31 日と定め、公示す

ることが説明され、承認された。 
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日本中国語学会 2007 年度会計決算書（2007 年 4 月～2008 年 3 月） 

2008 年 10 月 25 日総会承認 

＜収入＞ 予算 決算 

前年度繰越金 3,886,848 3,886,848 

積立金 3,000,000 3,000,000 

通常会員・海外会員会費収入 5,900,000 6,021,006 

賛助会員会費収入 500,000 660,000 

『中国語学』売上金 510,772 510,772 

科学研究費補助金（研究成果公開促進費） 900,000 900,401 

印税 24,500 27,000 

通常貯金利子(07/4～08/3)  1,639 

計 14,722,120 15,007,666 

 

＜支出＞ 予算 決算 

会誌印刷費 3,320,000 3,147,406 

大会助成費 950,000 950,000 

支部活動助成費 600,000 472,749 

通信費 650,000 328,910 

事務費 950,000 779,032 

事務局費 650,000 650,000 

編集局費 120,000 120,000 

ウェブ・リソース委員会経費 120,000 120,000 

ホームページ関連経費 180,000 114,392 

旅費交通費 900,000 676,000 

会議費等雑費 180,000 154,425 

学会奨励賞 100,000 100,000 

選挙関連経費 100,000 31,500 

積立金 3,000,000 3,000,000 

[内訳]  

 記念大会積立金(50 万)  

 事務委託関係積立金(150 万)  

 ウェブサイト構築積立金(50 万)  

 国際会議開催支援積立金(50 万)  

予備費 2,902,120 4,363,252 

計 14,722,120 15,007,666 
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監査の結果、経理内容は適正であり、経理諸表は適確に処理されていることを認めます。 

2008 年 7 月 2 日 

2007 年度会計監査 山田忠司 

2007 年度会計監査 楊達 

 

 

日本中国語学会 2008 年度会計補正予算案（2008 年 4 月～2009 年 3 月） 

2008 年 10 月 25 日総会承認 

＜収入＞   ＜支出＞ 

前年度繰越金 \4,363,252  会誌印刷費 \2,800,000 

(通常貯金利子約 1300 円を含む)   大会助成費 \950,000 

積立金 \3,000,000  支部活動助成費 \600,000 

通常会員会費収入 \5,900,000  通信費 \650,000 

賛助会員会費収入 \500,000  事務費 \1,010,000 

『中国語学』売上金 \351,571  事務局費 \650,000 

  編集局費 \120,000 

印税 \24,500  ウェブ・リソース委員会経費 \120,000 

計 \14,139,323  ホームページ関連経費 \180,000 

   旅費交通費 \900,000 

   会議費等雑費 \180,000 

   学会奨励賞 \100,000 

   名簿印刷費 \588,000 

   積立金 \3,000,000 

   [内訳] 

   記念大会積立金(50 万) 

   事務委託関係積立金(150 万) 

   ウェブサイト構築等積立金(50 万) 

   国際会議開催支援積立金(50 万) 

   予備費 \2,291,323 

   計 \14,139,323 
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日本中国語学会 2009 年度会計予算案（2009 年 4 月～2010 年 3 月） 

2008 年 10 月 25 日総会承認 

＜収入＞   ＜支出＞ 

前年度繰越金 \2,291,323  会誌印刷費 \2,800,000 

積立からの繰入金 \3,000,000  大会助成費 \950,000 

通常会員会費収入 \6,000,000  支部活動助成費 \600,000 

賛助会員会費収入 \600,000  通信費 \650,000 

『中国語学』売上金 \350,000  事務費 \950,000 

計 \12,241,323  事務局費 \650,000 

   編集局費 \120,000 

   ウェブ・リソース委員会経費 \120,000

   ホームページ関連経費 \180,000 

   全国大会運営委員会費 \120,000 

   旅費交通費 \900,000 

   会議費等雑費 \180,000 

   学会奨励賞 \100,000 

   選挙関連費 \100,000 

   積立金 \3,000,000 

   [内訳] 

   記念大会積立金(50 万) 

   事務委託関係積立金(150 万) 

   ウェブサイト構築等積立金(50 万) 

   国際会議開催支援積立金(50 万) 

   予備費 \821,323 

   計 \12,241,323 
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京都大学人文科学研究所からの依頼とその対応について 

京都大学人文科学研究所（金文京所長）か

ら、同研究所が国立大学附置研究所の共同利

用・共同研究「拠点研究所」として整備され

ることを文部科学省に対して申請するに当た

り、本学会からの推薦がほしいという依頼が、

平成 20 年 9 月 26 日付で寄せられ、理事会で

検討した結果、依頼に応じることにいたしま

したので、ご報告いたします。 

 

 

今後の例会および全国大会開催のお知らせ 

第 3 回関東支部拡大例会・研究発表募集のお知らせ 

来る 2009 年 3 月 28 日（土）、明治大学駿河

台校舎（リバティータワー）において、第 3

回関東支部拡大例会を開催いたします。発表

をご希望の方は下記までご連絡ください。 

〒343-8511 

埼玉県越谷市南荻島 3337 番地 

文教大学文学部中国語中国文学科 

山田忠司 

tyamada@koshigaya.bunkyo.ac.jp 

また詳しくは学会ウェブサイトをご覧くだ

さい。 

（関東支部） 

 

 

 

 

 

第 59 回全国大会開催のお知らせ 

日本中国語学会第 59 回全国大会は 2009 年

10 月 24（土）・25（日）の両日、北海道大学

にて開催されます。北海道地区では初開催と

なります。10 月末と言えば、北大構内の銀杏

並木も美しく色づく季節です。どうぞふるっ

てご参加ください。詳細は近日中にウェブサ

イトに掲載の予定で、また 2009 年 5 月末頃に

改めてご案内をお送りする予定です。 

（第 59 回全国大会準備委員会） 
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事務局からのお知らせ 

■ 2008 年度会費納入のお願い 

会費未納の方には、振込用紙を同封してお

ります。本年度会費（一般会員6,000円、ネッ

ト会員5,000円）を最寄りの郵便局からお振込

下さい。事務処理上、2008年12月20日までに

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 

 

■ 顧問・名誉会員の推挙 

顧問・名誉会員のご推挙は、2009年10月10

日（土）までに事務局宛にお願いいたします。 

 

■ 予稿集の販売 

過去の大会予稿集は好文出版にてお求めに

なれます。第53、55回は1,500円、第56-58回は

2,000円となっております。詳しくは学会ウェ

ブサイトをご覧下さい。 

（好文出版：order@kohbun.co.jp） 

 

■ 会費未納による除籍者（「会費納入に関す

る内規」による） 

氏名略（17名）

 

■ 住所不明の会員 

お知り合いの方がおられましたら、ご連絡

をお願いいたします。 

黄紅、陳碧珠、閻瑞、林敏潔、北村真由美、

王珺。 

 

 

 

 

■ ニューズレターの誌面充実について 

2008 年度総会でご説明いたしましたとおり、

今号よりニューズレターの誌面充実に取り組

んでおります。特に学術的な内容を掲載して

いくという方向で構想を練っておりますが、

今号ではその一環として奨励賞の講評と支部

例会の実施報告を掲載いたしました。会員の

みなさまのご意見をお待ちしております。 

 

■ 事務局の連絡先 

 事務局への郵便物は、 

 〒562-8558 

 大阪府箕面市粟生間谷東 8-1-1 

 大阪大学外国語学部中国語学研究室内 

 日本中国語学会事務局宛 

で届きます。また各種お問い合わせは、学会

ウェブサイト（http://www.chilin.jp/）内の「お

問い合わせ」ページもご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

日本中国語学会々報 2008 年秋季 

（年二回発行） 

発行者：日本中国語学会事務局 

 〒562-8558 

 大阪府箕面市粟生間谷東 8-1-1 

 大阪大学外国語学部中国語学研究室内 

 E-mail: Jimukyoku.08-10@chilin.jp 

 URL: http://www.chilin.jp/ 

発行日：2008 年 11 月 17 日 


