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ご挨拶	 ―あわせて 2016 年の学会創立 70 周年に向けて	 	 平田昌司（会長）	 

	 例年よりも３ヶ月遅れで、松山大学での第

61 回全国大会プログラムとあわせて、この会

報をおとどけします。	 

	 今年３月 11 日の午後、わたくしは京都にい

ました。大学７階の研究室で揺れを感じ、い

つもの地震とはやや様子がちがうことに気が

つきました。揺れの程度こそ小さいのですが、

阪神・淡路大震災の記憶よりもはるかに長い

時間、いつまでも続いたのです。どこかでた

いへんな事態が起きているという予感がし、

すぐに東北・関東を激震が襲ったことを知り

ました。とはいえ、はじめは強い地震があっ

たとだけ思いこんでおり、つぎつぎと連鎖す

る深刻な事態については、全く想像もしてい

ませんでした。あれから半年、状況はまだま

だ変わっていません。被災された方々にあら

ためてお見舞いを申し上げ、復興・復旧のた

めに努力しておられる方々に感謝いたします。	 

	 直接の被害の大きさに比べれば小さなこと

ですが、震災は学会運営にも影響を及ぼしま

した。3 月 19 日に予定されていた関東支部拡

大例会の対応です。山下輝彦関東支部代表を

はじめ、ご自身も被害を受けられた評議員の

先生がたが協議されて中止と決まったのです

が、もはや郵送による通知をおこなう時間的

余裕はありませんでした。しかも、学会事務

局には、メールマガジンの読者だけに委託業

者経由でお知らせする以外の手段がなかった

のです。その後、６月から中西印刷株式会社

に会員管理委託先を変更、会員情報管理シス

テム e-naf を導入したことで、状況はかなり

改善されました。いまなら、緊急事態発生時

には、メール配信を希望された全会員あてに

本部事務局から直接 e-naf 経由の通知ができ

るようになっています。ただし、メールアド

レスなどの会員情報を最新状態に更新してお

いていただかないと、せっかくの機能を有効

に利用できません。まだいちども e-naf を利
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用したことがないという個人会員のみなさま

は、６月にお送りした会員 ID（会員番号）と

初期パスワードを利用してログインし、ご自

身のデータをご確認・ご修正ください。また

「学会案内メール配信希望」の項目は、でき

る限り「希望する」と指定してくださるよう

お願いします。	 

	 最後に、将来に向けた展望のある話題もと

りあげておきましょう。本学会の前身である

中国語学研究会は 1946 年に設立されましたの

で、５年後の 2016 年が学会創立 70 周年にあ

たります。理事会として記念にふさわしい事

業を検討し、日本中国語学会編『中国語学辞

典』（仮称）刊行の可能性を探ってきましたが、

ようやく出版への道筋がみえてきましたので、

今年度から体制を整え、学会事業としてとり

くむことになりました。現在の予定では、四

六判で 1000 ページ程度の規模とし、電子書籍

化も視野に置き、2014 年に原稿を完成させて

2016 年秋の刊行をめざします。かつて中国語

学研究会は創立 10 周年に『中国語学事典』(分

冊本 1957 年、合訂本 1958 年)を、20 周年に『中

国語学新辞典』（1969 年）を編纂・刊行し、い

ずれも当時としては高い水準の成果でした。

今回はほぼ半世紀ぶりの全面改稿であり、決

して容易に完成できるものではありません。

震災からの復興にあわせ、最新かつ最良の内

容を日本の言語研究者へ示せる１冊になるよ

う、会員のみなさまからのご支持をお願いい

たします。	 

	 それでは 10 月に松山でお目にかかるのを楽

しみにしております。今年は理事選挙も行わ

れます。どうぞふるってご参加ください。	 

	 

平井勝利先生への名誉会員称号授与にあたって	 丸尾	 誠（名古屋大学）

	 2010 年度日本中国語学会の総会において、

平井勝利先生に名誉会員の称号が授与された。

平井先生は現代中国語の音声研究を中心に、

中国語文法研究・日中対照研究などを専門分

野とし、著書・論文は相当数にのぼる。その

新たな知見はいずれも中国語学界に大きく寄

与するものである。とりわけ東海地域におけ

る中国語研究・中国語教育の中心的な担い手

として後進の研究者の育成と学術の発展に力

を注ぎ、今日の日本中国語学会東海支部例会

の礎を築き上げた同人の功績は顕著である。

現在、平井先生の教えを受けた学生で、日本

や中国の大学を中心に研究職・教育職に携わ

っている者も少なくない（2004 年 3 月には、

そうした者を含む関係者を執筆陣とする『平

井勝利教授退官記念	 中国学・日本語学論文

集』（白帝社）が刊行された）。また、1994 年

の第 44回全国大会および 2000年の第 50回全

国大会が名古屋大学で行われた際には、開催

校の統括責任者として尽力された。全国大会

が短期間内に同一校で開催されることは稀で

あるものの、これは後者が記念大会であった

こともあり、名古屋地区が本州の中程に位置

するという地理的利便性に鑑みて、より多く

の会員が参加できるようにという平井先生（当

時は常任理事）の配慮によるものであった。 

	 このほか、紙幅の都合により平井先生のご

功績については到底書き尽くせるものではな

いものの、長年にわたって本学会の常任理事

および理事として学会の運営に携わり、その

発展に大きく貢献されてきたという事実は、

多くの人の認めるところである。 
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― 略歴 ― 

1940年	 京都府生まれ 

1966年	 大阪外国語大学中国語学科卒業 

1968年	 大阪外国語大学中国語学科専攻科修了 

大分大学助手、講師、助教授ならびに名古屋

大学助教授、教授を経て、 

2004年	 名古屋大学を定年退職、現在名誉教授 

 

― 本会関係略歴 ― 

1978年	 中国語学会理事 

1998年	 日本中国語学会常任理事（2004年まで） 

2011年	 日本中国語学会名誉会員 

 

 

 

支部例会実施報告	 2010.12	 -	 2011.8	 

◆北海道支部例会 

◇ 2011 年 3 月 19 日（土）北海道大学人文社

会科学総合教育研究棟W408室 

 

・ 山田大輔（北海道大学・院）：上古漢語指

示詞の体系	 -「此」「是」「彼」を中心に	 -	 

発表者は、昨年の第 60回全国大会にお

いて、非現場指示における「此」「是」は

「局限・非局限」の対立を成している、

ということを主張した。それをふまえ、

本発表では、この「局限・非局限」が現

場指示における「近指・中指」という対

立とどのように関係するのかを考察す

る。同時に、いわゆる遠指系の指示詞「彼」

の指示機能についても検討し、最終的に、

上古漢語において「此」「是」「彼」がど

のような体系を成していたのかについて

一つの仮説を提示する。 

	 

・ 成田廣子（北海道大学・院）：『拍案驚奇』

における“V 得”と“V 了”について	 

近代漢語における“V得”構造は、現代

漢語の状態補語・可能補語などとの関連

からも興味深い研究対象である。本発表

は、明末の白話小説『拍案驚奇』を資料

として、(1)“V 得”構造の種々の機能を

分析・記述し、(2) またそのうち動作の実

現・完了を表すものと、類似の文法的意

味を表す“V得”との使い分け条件につい

て検討するものである。後者については、

まず“V 得”と“V 了”の V の種類に着

目しつつ、語彙的アスペクトの観点から

分析を加えることを試みる。 

 

・ 林恒立（北海道大学・院）：閩南語の「來

去（lâi	 khì）」のモダリティ用法	 ─北京

語、日本語との対照を交えつつ─	 	 

北京語と同様、閩南語の“來”（来る）

は、本動詞の用法だけでなく、「我“來”

試看 mai」（私がやってみる）のように、

動作主の後ろに置かれ、動作に対する積

極性を表す用法を持つ。さらに閩南語に

は、上述の「動作主＋來＋VP」の他、「動

作主＋來去＋VP」という用法が存在する。

例えば「咱來去 chhi-thô」（遊びに行こう）

の場合、 a) [咱 [來] [去] [chhi-thô]] や b) 

[咱 [來] [去 chhi-thô]] と捉えることもで

きれば、c) [咱 [來去] [chhi-thô]] と捉える

こともできる。本発表では「來去」を c) の
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ように一纏まりで話者の意志を表すモダ

リティ要素と見なし、その用法について

文タイプと関連付けながら分析する。 

	 

・ 飯田真紀（北海道大学）：広東語の動態助

詞“-到”と否定詞	 

広東語の動態助詞“-到”は、事象の存

在･非存在を表す助動詞（副詞）“有/冇”

と共起する場合のみ現れるが、先行研究

では“-到”の意味機能は十分に明らかに

されていない。本発表では、“-到”は動

作･状態の｢未実現から実現に至る変化｣

を明示する機能を担うものであり、“有 V

到” 、“冇 V到”、“有冇 V到”は動作

･状態の実現という＜変化＞に焦点を当

てた表現形式であると考える。その上で、

“-到”が“有/冇”と共起するときのみ現

れるのは、“有/冇”自体が動作･状態実現

という＜変化＞に言及することができな

いことに起因しており、その点で広東語

の否定詞“冇”と普通話の否定副詞“没”

は大きく異なることを述べる。 

 

◆関東支部例会 

◇ 2010 年 12 月 4 日（土）東京大学駒場キャ

ンパス 18号館 F4コラボ 3 

 

・ 佐藤仁（JR 東日本）：副副詞“好像”の用

法について	 ─モダリティの観点から─	 

副詞“好像”は現代中国語における常

用語彙でありながら、それを重点的に扱

った研究は少なく、問題点も散見される。

また各辞典類における“好像”の説明も

不十分である。一般の辞書類では「比喩」

や「推测・不很肯定的判断」と記述され

るのみである。さらに (1)「推测」や「不

很肯定的判断」等とはどのようなことを

表すのか不明確である (2)“好像”は“大

概”に相当すると記述するものがあるが、

実際には“大概”と必ずしも置き換えら

れない場合がある、等の問題があり、こ

れをモダリティの観点から考察する。 

	 

・ 王敏東‧蔡玉琳（［臺灣］銘傳大學）：日語

慣用句之中譯探討	 ─以「氣」開頭之慣用句

為例─	 

日語慣用句基本上由兩個以上單字組

成，成份間結合緊密，整體表達特定意義，

日語慣用句可表現民族智慧，是探尋民族

生活的好素材。然而翻譯日語慣用句往往

出現問題，尤其含抽象意義「氣」的慣用

句在日中翻譯上可能更是難以如實表現。

本研究以出版於日本的《日中辞典》（相

原茂（2006）：講談社）、出版於臺灣的

《萬人袖珍日華辭典》（謝逸朗（1991）：

萬人出版），及出版於中國大陸的《新日

汉辞典》（大连外国语学院（1997）：辽

宁人民出版社）三部收錄語數都在 7 萬左

右辭典中對以「氣」開頭之慣用句中譯的

處理方式，並以目前（20101年 8月）臺灣

各大圖書館所藏的日語“慣用句”辭典及

教材二十數種資料為比較參考。 

 

・ 赤平恵里（慶應義塾大学・非）：新語“黄

金周”の誕生・定着について	 

近年、日本語の「ゴールデンウィーク」

と語構造が類似している“黄金周”とい

う語が、「大型連休」を指すものとして

中国語の中で用いられている。本発表で

は、この“黄金周”について、新聞雑誌

等の通時的資料から語誌を追い、その誕
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生・定着要因を考察する。具体的には、

日本語の「ゴールデンウィーク」との関

係や定着に影響したと思われる在来語と

の関係、日中の社会制度の違いなどから

分析を行い、語の誕生・定着と社会現象

との相関関係を明らかにし、これまであ

まり取り上げられてこなかった和製外来

語と中国語新語との関係について一考察

を試みたい。 

	 

◇ 2011 年 5 月 14 日（土）慶應義塾大学三田

校舎 523A教室 

	 

・ 大野広之（慶應義塾大学・非）：満文資料

に見られる真言陀羅尼についての一考察	 

乾隆年間には満文で書かれた言語資料

が多数発刊されたが、仏教に関するもの

では満文大蔵経を初めとして多数の書籍

が残されている。就中、密教に関するも

のでは陀羅尼があるが、乾隆帝の仏教に

傾倒した経緯から『御製満漢蒙古西番合

壁大蔵全咒』が出版されている。本発表

では、陀羅尼の中でも日本で主流を為す

不動明王信仰に関するものをめぐって若

干の考察を加えたい。日本で護摩修行さ

れるときに念誦されるものとの比較を通

じ、満文で書かれた陀羅尼から清朝当時

の漢字音についても検討していきたい。 

 

・ 齊藤遥（早稲田大学・院）：二音節語にお

ける普通話第三声の聴取弁別実験	 

二音節語の第一音節に位置する第三声

（いわゆる半三声）は「低下降」もしく

は「低平」と表現される。本実験では、

第三声の知覚について母語話者を対象と

した聴取弁別実験を行い、(1) 調形は下降

か平坦か (2)「低」とはどのような音域か、

という点を検証した。その結果、母語話

者の第一音節第三声の知覚には調形の影

響が少なく、下降・平坦・微上昇のいず

れも相対的音域が低であれば第三声と知

覚されることがわかった。 

	 

・張芃蕾（東京大学・院）：「来る」と“来”

の対照研究─発話時から指示時への視点移

行を中心に─	 

これまでの研究では、指示時と発話時

の話し手の位置が異なり、話し手が指示

時にのみ移動の到達点にいる場合、日本

語は話し手の視点が到達点に移行して

「来る」が用いられるのに対し、中国語

では話し手の視点が発話時の話し手の位

置に固定され、“来”は使用できないとい

う傾向があるとされている。しかし、な

ぜこのような相違がみられるのかについ

ては解明されていない。本発表では中国

語においても視点が指示時に移行する現

象があることを指摘し、視点移行が可能

となる条件を明らかにする。さらに、池

上（2000）の主張を援用して、指示時へ

の視点移行にみられる日本語と中国語の

相違は両言語の事象把握のしかたの違い

を反映したものであると主張する。	 	 

	 

◇ 2011 年 6 月 18 日（土）大東文化会館ホー

ル 

	 

・神野智久（大東文化大学院・中国語学修士課

程修了）：『現代日本語の連語論』に対応する中

国語─「とりはずしのむすびつき」を中心に─	 

対照言語研究において、ソースランゲ

ージ（日本語）における理論に当てはま
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る言語事実に対応する、ターゲットラン

ゲージ(中国語)を見ることは非常に重要

であることが考えられる。奥田靖雄、鈴

木康之による現代日本語連語論の研究成

果に基づき、これからの中国語研究にお

いて、「現代日本語連語論」という観点を

とりいれる必要性を現代日本語連語論に

おける「とりはずしのむすびつき」に対

応する中国語表現を例にとって示す。	 	 

	 

・ 林芝羽（東京大学・院）：“有＋N＋VP”

和“有＋VP＋的＋N”结构的差异探析	 

由动词“有”组成的连谓结构“有＋N＋

VP”（如“有能力完成”）似乎皆能转换为

“有＋VP＋的＋N”结构 （如“有完成的

能力”）；反之，“有＋VP＋的＋N”也似乎

皆能转换为“有＋N＋VP”结构，但事实

并非如此。如“有留学的经验”便不能转

换为“*有经验留学”、“我有空去”也无法

转换为“*我有去的空”。过去研究偏重于以

“有＋N”和 VP 的关系（即“有＋N”须

具有「能、可以」的语法意义才能进入“有

＋N＋VP”结构）来解释，但却仍有例外。

笔者使用语料库调查后发现，无法转换的

原因在于「N和 VP」的关系，而非“有＋

N”和 VP 的关系。即当 N和 VP 是「同格

关系」（相当于日文的「VP という N」,中

文的“VP 这一 N”用法），且 N 和 VP 彼

此不具有「工具格」关系(即不具「为了 VP

而具备有或产生出的 NP」)此语法意义时，

此时的 N和 VP 无法进入到“有＋N＋VP”

结构。  

	 

・高橋弥守彦（大東文化大学）：中国語の状況

語について	 

中国語の状況語は、よく形容詞や動詞

の前に用いるが、名詞などの前にも用い

ることができ、主語の前後にも用いるこ

とができる。(1) 那件绿的很好。（『実用 1』

p.170）あの緑色の（スカート）がいいわ。

（発表者訳）	 (2) 已经 12 点了，但是谁也

不想睡觉。（『実用 2』p.415）	 もう 12 時

になりましたが、誰も寝ようとしません。

（発表者訳）(3) 我现在认识九十个汉字。

（『実用 1』p.155）	 今、漢字を 90 字知っ

ています。（発表者訳）	 本発表では以下

の問題点について言及する。1.状況語は、

一般に形容詞（例 1）や動詞などの前に用

いるのに、なぜ名詞（例 2）などの前にも

用いることができるのだろうか。2.状況

語は、なぜ主語の前後にも用いることの

できるのだろうか（例 3）。	 	 

	 

・砂岡和子（早稲田大学政治経済学部）／徐

顕芬（早稲田大学アジア研究機構）／江秀華

（早稲田大学社会科学部）／鄭偉（上海外国

語大学）：中国人講師の中国語による講義の

談話調整と受講効果	 

中国人留学生や中国圏で教育を受けた

帰国生に加え、中国圏への長期留学を終

え復学する日本人学生の増加に伴い、各

大学で中国語による講義科目が増えてい

る。本発表は、昨年度開講した中国語に

よる文化講義時に観察された、中国語を

母語とする講師の談話調整を、その言語

形式的調整（音声、語彙、語法、談話な

どの調整行動）と機能的調整（明確化や

確認など相互交流的特徴）から観察し、

それぞれ受講者の理解促進にどのような

効果をもたらすのか分析を試みる。得ら

れた経験則は、中国語学授業の改善に生

かせるだけでなく、一般の言語接触およ
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び異文化接触場面での談話方略に役立つ

であろう。	 	 

	 

◇ 2011年 7月 9日（土）東京大学駒場キャン

パス 18号館 4Fコラボ 3 

	 

・吕昭明（松山大学）：论音韵逻辑的不连续性

—从明代《重订司马温公等韵图经》轻唇音构

拟谈起	 

从赵荫棠（1937）讨论明清时期北音问题

以来，继起的学者凡是涉及到音韵构拟，

几乎都以《中原音韵》作为起点。问题在

于，如果考量到元末明初的历史背景，则

很可能必须重新假设以《中原音韵》为起

点所需要的论证依据。换言之，明清时期

汉语北方区域的历史移民，很可能是造成

音韵逻辑不连续性的主因。本文主要从前

辈学者对于明代《重订司马温公等韵图经》

轻唇音的构拟问题，开展这个论题的相关

论述。  

	 

・河崎みゆき（華中科技大学）：中国語の「役

割語」を考える─これまでとこれから	 

2003 年に日本語史の角度から大阪大学

教授金水敏先生が提出された「役割語」

の概念は日本語研究に新たな地平をもた

らした。この概念を中国語に応用した「中

国語の役割語」研究の先行例は定延・張

（2007）の「日中キャラ語尾の研究」と

まだ少なく、拙文(2010)では中国テレビ

ドラマの方言使用と人物像の関係を取り

上げた。今回それに加えて、やや「非言

語行動と人物像」という角度から、中国

語の役割語を考えてみたい。今後、言語

のステレオタイプとも「言語資源」とも

呼ばれる「役割語」を探求していくこと

で、中国語と人物像の関係が明らかにな

れば、中国語教育、日中翻訳への応用、

また中国語史などにも新たな発見がある

のではないかと考えている。	 	 

	 

◆北陸支部例会 

◇ 2011 年 2 月 12 日（土）金沢市近江町交流

プラザ 4F集会室 

 

・ 佐々木俊雄（北京大学・高級進修生）：“一

⋯⋯就⋯⋯”句式中的事件衔接及其偏离预

期性	 

“一……就……”句式主要表示前后两

件事紧接着发生的紧随关系。我们发现在

此句式的实际用例中，有些不自然，甚至

不成立，比如“他一去食堂就吃饭”“他

一到食堂就吃饭”“他一到食堂就吃四两

饭”，这三个句子的容忍度就不相同。本

报告通过分析“一……就……”句式里的

前后两项成分和语境的相互关联，讨论两

个事件的偏离预期特征，并探讨“一”在

该句式里的功能与句子的情状特征。在论

述的过程中，我们着眼于人在发话背后的

认知机制，采用概念整合（ conceptual 

blending）的观点来分析句式产生系统，以

及“纸老虎一戳就破”“人一走，茶就凉”

“一眨眼两年就过去了”等俗语或常见的

说法可以被接受的动因。 

	 

・ 陳会林（金沢大学・院）：関連詞「如果」の

使用範囲と使用動機	 ─パラレルコーパスを

用いたインフォーマント調査に基づいて─	 

本発表では，偏正複句の従属節によく

表れる関連詞「如果」を取り上げ、まず、

パラレルコーパスを用いたインフォーマ
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ント調査に基づきその使用範囲と使用動

機を確認した。その結果、仮定複句の下

位種類によって「如果」の使用動機が異

なること、単義複句と多義複句のそれぞ

れに現れる「如果」の使用動機が異なる

ことを結論した。その次に、音響実験を

通して、上記の使用動機の違いがそれぞ

れの種類の文が発話される際の韻律的特

徴に反映しているという裏づけを得た。

最後に「如果」の使用不使用の問題を話

し手の心的態度の観点、すなわちモダリ

ティ論によって解決するべきだと主張

し、その主張の正当性を支持する幾つか

の根拠を提示した。 

 

・ 陸芸娜（金沢大学・院）：中国語受動文の構

文類型─事象構造を介した考察	 

従来の中国語受動文研究の考察方法に

は「(1) 必須意味役割を主語とした受動文

のみを考察対象としたこと (2) 単文の受

動文のみを考察したこと」という不足が

ある。本稿では中国語受動文が単文形式

をとる場合、必須意味役割要素のみなら

ず、道具、時間、場所という非必須意味

役割要素も主語位置に立つことに注目す

る。さらに複文形式の場合、動詞の意味

フレーム外の要素も主語位置にたつこと

を指摘する。本稿の目的は、これら各類

型の受動文が成立するためにそれぞれ異

なる構文条件が存在することを検証する

とともに、その各類型の事象構造を図式

化することにより、構文の成立条件に違

いが生じる原因を解明することにある。 

 

◆関西支部例会 

◇ 2011 年 7 月 24 日（日）大阪産業大学梅田

サテライトキャンパス（大阪駅前第 3 ビル

19階） 

 

・ 吕昭明（松山大学）：论音韵认知与音韵现

象—从明代《重订司马温公等韵图经》“如

声”声调问题说起 

关于明代《重订司马温公等韵图经》的

“如声”声调问题，历来前辈学者们主要

有两个层面的可能问题：其一， 忽略作者

徐孝于〈合并篇韵字学便览引证〉所言及

的“音韵认知”(phonological cognition)，即：

「沈約創為平仄之設，其不知入聲亦有隱

互於平聲者，更兼詩人忽略於長短之別，

雖盡其美而未盡其善也」 的说解。其二，

尚未为入声归并于平上去声的“音韵条件”

提出整体性的解释。在这两个因素的影响

之下，本文将依据徐孝所观察到的“音韵

现象”，并参酌《河北方言概况》（1961）

的调查内容，展开可能的论述。 

 

・ 太田斎（神戸市外国語大学）：韻図におけ

る唇音小韻の扱い	 

唇音小韻には開合の対立が無いが、韻

図は一韻中に開合の対立が含まれる場合

には転図を開合で分けるから、どちらか

の転図に配されることになる。通常はラ

ンダムに配することはなく、どちらかに

纏めて収められる。その所属の決定は窠

字の反切下字の開合の別に基づく。この

ことは江戸期の韻鏡改訂の作業において

も既に知られていた。今回の発表では『韻

鏡』及び『七音略』を対象に、「改竄」

と言われることの多い江戸期の韻学の改

訂作業についても適宜触れ、このような
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発想が早期韻図編纂の時点から一貫して

働いていることを具体的事実に即して述

べたい。 

 

・ 张黎（大阪産業大学）：汉语语态的认知类

型学解释—兼论汉语的句式系统 

本文从汉语的语态问题谈起，结合英语

和日语的语态问题的研究，具体讨论了汉

语的语态定义，语态与句式、句式群、句

式系统的关系。并在此基础上，基于汉语

的认知类型学的特征，对汉语的句式系统

作了具体的划分。我们认为汉语句式系统

有如下六个子系统：1. 现象句式群 2. 活

动句式群  3. 变化句式群  4. 属性句式群 

5. 状态句式群 6. 心态句式群。文章认为：

语态和句式，似乎属于两个不同的语法范

畴。但通过我们以上的分析可以看出，语

态和句式是一个连续统。如果把语态定义

为表达同一事象的不同的句子视点的话，

那么语态就可以被理解是围绕同一认知图

式所产生的一组句式群。而一种语言中的

不同的句式群就构成了该语言的句式系

统。 

 

◆中国支部例会 

◇ 2011 年 5 月 15 日（日）広島大学東千田キ

ャンパス 207講義室 

 

・ 柯惟惟（広島大学・院）：台湾と中国の用

語差異	 ─日系外来語を中心に─	 

台湾と中国は政治上の理由で一時期交

流が禁止されたため、この時期に流入し、

定着した語彙にも違いが見られる。最近

になって、インターネットの普及や政治

的な開放に伴い、情報の交流は盛んにな

っている。台湾にいても、台湾と中国の

日常生活用語の違いを常に感じる。台湾

と中国との用語差異は、今まで多く研究

されてきたが、日本語由来の語彙を中心

とした研究は管見の限りまだ多くない。

ここでは、台湾の日系外来語を残存外来

語、新日系外来語に分け、台湾と中国で

の使用状況の差異について考察する。 

 

・ 侯仁鋒（県立広島大学）：浅试析汉语检定

考试 3级笔试试题 

本文根据相关的语言测试理论及其实践

经验，参考我校同学做过的结果，并依据

公布的考试结果数据，对 2007 年和 2008

年 2年 6次的笔试试卷，主要从“考什么”

和“怎么考”的角度做了探讨。我们认为

该考试有三大特色：一是测试语言知识和

语言应用能力兼顾，体现了语言知识和语

言技能都是语言能力的一部分的语言教学

观和语言测试观；二是既测试语音和声调、

语法和词序，又测试阅读理解、日译汉，

应该说测试内容全面，考试应该有良好的

效度；三是以客观试题为主，并搭配了部

分主观试题，在确保了考试的信度的基础

上，也提高了考试的效度。但似乎也有几

点值得商榷之处：题量不足、分项间内容

重复、部分题型欠严密、阅读理解的填空

试题认知层次低、回数间的难易度欠稳定、

项目顺序编排欠佳等。 

 

◇ 2011 年 7 月 10 日（日）広島大学東千田キ

ャンパス第 8演習室 

 

・ 滕小春（広島大学・非）：日本人学習者の

中国語の理解力と表現力の特徴再考 

日本人の学習者は漢字の知識を持って
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いるので、中国語の単語や文などを学習

するとき、インプットした言語情報にお

いて、取り込み、統合或いは文法体系の

発達などの認知処理が不十分にしても、

中国語に対する理解力が高いと思われる

（たとえば、滕 2011）。しかし、本当に

そうであるのか。これについてはまだ科

学的に解明されていない。本研究では広

島大学の 1 年生の期末試験の解答を統計

学に基づいて科学的に分析し考察した。 

 

◆九州支部例会 

◇ 2011（平成 23）年 7月 9日（土）西南学院

大学 1号館 610教室 

 

・ 佐藤昭（北九州市立大学名誉教授）：「中国

語音声学」の講義用テキストの作成について	 

いまの日本で「中国語音声学」という

授業科目を開設している大学はあまり多

くないと思われる。しかし今後はその必

要性が認識され開設する大学が増えてい

くと考えられる。私は大学で中国学科の

学生を対象にこの授業科目を担当してき

たが、今日、英語音声学や日本語音声学

についてのテキストはいくつも出版され

ているのに、中国語音声学についてはい

まだ適当なテキストがないというのが私

の率直な感想である。そこで、私はこれ

まで講義用レジュメとして授業中に配布

してきたものをもとにあらたに授業用テ

キストを作成してみたので、今回それを

紹介しご意見をいただきたいと思う。 

	 

・ 山口要（熊本学園大学・院）：ウィリアムズ

の『漢英韻府』から見た 19 世紀の北京語音	 

本発表では音韻論の観点からウィリア

ムズの『漢英韻府』の北京語音を取り上

げる。『漢英韻府』の声母の面で注目さ

れることは、いわゆる「尖音」「団音」

の区別が保たれているということであ

る。üeと並んで ioという韻母が行われる

のは『漢英韻府』の特徴で、この種の異

読を有するのは、中古音の宕摂薬韻字、

江摂覚韻字に限られる。『漢英韻府』で

は舌上音字及び正歯音字の両方におい

て、文言音は歯音声母を持ち、白話音が

捲舌音声母を持っている。中古音の音韻

分類を基準にして、音韻史的な観点から

見た『漢英韻府』の特色は、声母、韻母、

声調のいずれの点においても中古音に対

応している点が多いことである。 

	 

・ 李智麗（熊本大学・院）：現代中国語の副詞

“也”の意味解釈にかかわる音調について	 

取り立て機能を持つ“也”によって取

り立てられる要素は単なる語の並びから

は確定できない。コンテキストが不明な

場合や音調の情報がなければ“也”を含

む文の意味は曖昧である。本稿は実験音

声学の手法を用い、実際の発話の中で

“也”を含む曖昧な文が、音響的な面、

特にアクセントの置き方からどのように

特定されうるのかを明らかにする。さら

に、前方スコープを取る“也”文の場合、

“也”の後の繰り返しの部分のピッチ上

限が下がり、ピッチレンジが縮小する弱

化現象が見られること、その一方で内包

スコープの場合は、必ずしも“也”の後

の部分に弱化が起こらないことを音声調

査と分析によって示す。 
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会議報告	 

■2011年度第 2回（『中国語学』第 258号）編

集委員会 

日時：2011年 3月 20日（日）13時～17時 30分 

場所：東京大学文学部赤門総合研究棟 701号室 

出席者：大西克也（委員長）、石村広、朱春躍、

中川裕三、中西裕樹、三宅登之、楊凱栄（以

上委員） 

【議事】 

1. 『中国語学』258号投稿論文について 

	 投稿総数 29本のうち、28本を受理、重大な

執筆要領違反が認められた 1 本を不受理とし

た。各論文につき 3 名の査読者を決定した。

査読報告書の提出期限を 5月 6日（土）とし、

5 月 14 日（土）の第 3 回編集委員会にて採

否決定を行うこととした。 

2. 『中国語学』257 号学会奨励賞について 

	 学会奨励賞受賞者として 3 名の候補者を選

出し、第 3 回編集委員会に於いて最終候補者

を決定、理事会に推薦することとした。 

3. 奨励賞に関する内規について 

	 内規の制定に向け、奨励賞候補者の資格等

について検討し、会長に報告することとした。 

4. その他 

	 現在個別に依頼をしている査読者を委員制

にすることの可否について検討したが、結論

は得られず、引き続き検討することとした。 

 

■2011年度第 3回（『中国語学』第 258号）編

集委員会 

日時：2011年 5月 14日（土）13時～17時 

場所：京都テルサ東館 2階研修室 

出席者：大西克也（委員長）、石村広、朱春躍、

中川裕三、中西裕樹、三宅登之、楊凱栄（以

上委員） 

【議事】 

1. 『中国語学』258 号投稿論文の採否決定に

ついて 

	 受理した投稿論文 28本について、査読報告

書に基づき採否の判定を行い、1 本を採用、9

本を要二次審査、18 本を不採用とした。要二

次審査の 9本は、6 月 30 日（木）必着で修正

論文の提出を求め、編集委員会に於いて二次

審査を行い、掲載の可否を最終決定すること

とした。投稿論文 29 本の分野別内訳は以下の

通りである（括弧内は「採用」「要二次審査」

論文数で内数）。 

	 	 	 現代文法  16（5） 

	 	 	 歴史文法   2（1） 

	 	 	 方言文法   1（1） 

	 	 	 日中比較文法  3（0） 

	 	 	 歴史音韻   2（1） 

	 	 	 方言音韻   3（2） 

	 	 	 構語法   2（0） 

2. 『中国語学』257 号学会奨励賞について 

	 慎重に審議を行ったが、本年度は該当者な

しとして、候補者の推薦を見送ることとした。 

3. 奨励賞に関する内規について 

	 会長より付託を受けて内規の原案を作成し、

5月 15日の理事会に提出することとした。 

4. 『中国語学』258号特集記事について 

	 テーマを「認知言語学と現代中国語文法研

究の現在」とし、中川正之会員（立命館大学）、

木村英樹会員（東京大学）、大堀壽夫氏（東京

大学）に執筆を依頼した。 
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■ 大会運営委員会 

委員：遠藤光暁（委員長），岩本真理，遠藤

雅裕，佐々木勲人，石汝傑，竹越孝，張勤，

増野仁，三木夏華，望月圭子，山田眞一	 

［メール会議による審議］ 

Ａ．組織 
(1) 委員会内に審査・会場・渉外・ポスター
セッションをそれぞれ扱う小グループを

設けて役割分担した。 
(2) 中長期的には委員は 2年任期を 2期務め，

2年ごとに半数交代する軌道に乗せるの
が好ましいが，定数が増員されたため，

移行期として部分的に 2年任期を 1年で
満了するという形の運用をする必要がこ

の先 2年は生ずることとなった。 
Ｂ．今年度の大会について 
(1) 個人会員の事前登録制・大会時の業者補
助・参加者名簿の作成をやめることとし

た。また大会ポスターの印刷と役員への

郵送を従来行っていたが，pdfを学会ホ
ームページに掲載して会員すべてがダウ

ンロードして掲示できるようにする。な

お継続してポスター郵送を希望する場合

は 7月末までに大会運営委員会宛に連絡
すれば発行時に郵送する。 

(2) ポスターセッションを大会初日の他のプ
ログラムと重ならない時間帯に 90分設
定し，第一希望・第二希望として口頭発

表と同時に申込可能にして，受け入れ枠

も大幅に増やす。また『実り多いポスタ

ーセッションのために』という電子パン

フレットおよび新年度大会の改訂を織り

込んだ募集要項を 2011年 4月 10日に学
会ホームページに公開した。 

(3) 2011年度の松山大学での大会のシンポ
ジウムとして「漢語北方話的進行持続体」

をテーマに劉勲寧，孟子敏，沈力，竹越

孝，下地早智子，林範彦(司会)の諸氏の講
演会を企画している。大会の 1ヶ月前に
は学会ホームページにシンポジウム講演

原稿を学会ホームページに載せ，事前に

読んできてより深い問題意識に基づく自

由な質疑応答の時間を 30分設定する。ま
たシンポジウムのテーマと関連する一般

発表を歓迎する旨広報した。 
(4) 若手(准教授以上を除く)を対象に希望者
には「講評つき」の口頭発表の形式を松

山大会で試行することとした。講評者に

は基本的には大会運営委員があたる。 
(5) 2011年大会は松山大学総合研究所から
助成金が下りる見込みで，その使途に制

限があるため，前年度に話し合いがなさ

れた学会会計からの負担と開催校負担の

費目の区分けについて一部調整したい。 
Ｃ．今後に関わる諸点 
(1) 全国大会のある時間帯 90分程度につい
て一定テーマに基づく複数の発表からな

る「ワークショップ」を公募する可能性

について議論を開始した。2011年秋季の
全国大会までに細部を詰め，2012年度大
会には試行できるように準備を進めたい。 

(2) 従来 5月ないし 6月には秋の大会の募集
要項を別途郵送していたが，2012年度大
会からは，前年の初冬に発行されるニュ

ーズレターに大会募集要項を掲載するよ

うにしたい。 
(3) 前記 B(5)に関連して，大会運営費用の学
会事務局と開催校の負担費目についてよ

り合理的な処理方法を今後の大会実施状

況を見ながら見直しする必要性が浮き彫

りになった。ただし，2010年 12月発行
のニューズレター12頁所載の「開催校の
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負担軽減と大学間の条件の違いを極力除

去する」という精神は今後も尊重するも

のとする。 
(4) 2012年開催校については、同志社大学の
沈力会員から内諾を得た。日程は、2012
年 10月最終土・日曜を希望しているが、
来年春に決定される同大学学園祭の日程

による変動含み。 
 
■2011年度第 1回ウェブリソース委員会 

日時：2011年 4月 23日（土）16時~18時 

場所：関西大学千里山キャンパス総合研究棟

6F談話室 

出席者：山崎直樹（委員長），中川裕三，石村

広，澤田達也，鈴木慎吾，平田昌司（会長） 

【報告】 

1. 新事務体制への移行 

	 事務局の体制の移行に伴い，メールマガジ

ンの発行等に関しても手続きの変更がある。 

2. Facebookの利用 

	 複数の情報伝達手段の確保という観点と，

日本国内の会員と海外の会員との情報交換の

場の確保という観点から，ソーシャルメディ

アサービスの一種である「Facebook」に日本中

国語学会のページを作り，試験的に活用して

いる。登録者は 30数人。 

【議事】 

1. 業務の引き継ぎと確認 

	 メールマガジンは，手続きに変更があるも

のの，今後も引き続き現在のフォーマットで

発行していくことが確認された。メールマガ

ジンの編集は主に澤田委員が担当し，その他，

ウェブサイトの更新は主に山崎委員長が担当

し，ウェブサイト掲載記事の校閲は主に石村

委員が担当し，JSTによる『中国語学』既刊号

のデジタル化に関しては，鈴木委員が窓口に

なることが確認された。 

2. ソーシャルネットワークメディアの今後の

活用 

	 Facebook の利用は今後も続けていくことが

承認された。なお，同じくソーシャルメディ

アサービスの「Twitter」で情報を発信するこ

とについて，業務負担量が多くなることから，

見送られた。 

3. 「論文検索システム」の今後について 

	 既刊号の総目次を掲載し，検索できるシス

テムを構築する方針が承認された。なお，既

刊号の総目次に関しては，2000 年度発行分ま

では，すでに冊子体の資料があり，これの売

れ行きとも関係するため，この件を理事会に

諮ることが承認された。 

 
■2011年度第 1回理事会 

日時：2011年 5月 15日（日）14時～17時 30分 

場所：キャンパスプラザ京都	 第２演習室 

出席者：平田昌司（会長）；三宅登之（副会長）；

荒川清秀、遠藤光暁、古屋昭弘、依藤醇（以

上理事）；大西克也（編集委員長）；山崎直樹

（ウェブリソース委員長）；池田巧、緑川英樹

（以上幹事） 

欠席者：佐藤晴彦、古川裕（理事） 

【報告事項】 

1. 一般報告 

1.1役員・委員等の異動 

・ 大会運営委員長交代	 岩田	 礼（金沢大） 

→	 遠藤光暁（青山学院大） 

・ 大会運営委員退任 

松村文芳（神奈川大）、石崎博志（琉球大）、

今井敬子（静岡大） 

・ 大会運営委員就任 

遠藤雅裕（中央大）、竹越 孝（神戸市外

国語大）、三木夏華（鹿児島大） 
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・ 編集委員長交代	 木津祐子（京都大） 

→	 大西克也（東京大） 

・ 編集委員退任 

太田 斎（神戸市外国語大）、小野秀樹（東

京大） 

・ 編集委員就任 

石村 広（中央大）、朱 春躍（神戸大）、

中川裕三（天理大）、中西裕樹（同志社大） 

・ ウェブリソース委員退任 

中川裕三（天理大） 

・ ウェブリソース委員就任 

澤田達也（大阪大） 

1.2 会員動向（2011年 3月 31日現在） 

・会員数： 

  増減 

総会員数（賛助除く） 1205名 -16 

顧問 6名 0 

名誉会員 26名 +1 

通常会員 1099名 -21 

（ネット） 270名  

 （内訳） 

海外会員 74名 +4 

賛助会員 28社 0 

※増減は全国大会後の確定数（2010年 11月

14日）を基準とする 

1.3 事務局の所在地について 

［本部所在地および会計関係］	 

〒606-8501	 京都市左京区吉田本町 

京都大学文学研究科中国語学中国文学研究室内 

［会員関係］ 

〒602-8048	 京都市上京区下立売通小川東入	 

中西印刷株式会社 	 学会部内 

担当：河合 真須美 

Tel：075-415-3661	 Fax：075-415-3662 

E-mail：chilin@nacos.com 

1.4 会員データベースのウェブ入力システム

について 

1.5 会員管理の移行日程と必要経費について 

	 オンライン会員情報管理システム（e-naf）

の試行を経て、正式に導入される運びとなり、

事務局よりその移行日程と費用についての説

明があった。 

2. 支部例会関連 

2.1 例会の中止について 

	 2011年３月 19日（土）に予定されていた関

東支部拡大例会は、東日本震災のため中止。 

2.2 今年度の例会開催予定 

・北海道（松江崇支部代表）：1回 

・関東（山下輝彦支部代表）：5回（うち拡大 1） 

・北陸（大滝幸子支部代表）：1回 

・東海（丸尾誠会員）：	 	 	 1回 

・関西（岩本真理支部代表）：2回 

・中国（小川泰生会員）：	 	 3回 

・九州（秦耕司支部代表）：	 2回 

3. 大会運営委員会報告 

	 遠藤委員長より以下の諸点について報告が

あった． 

a. 定員数が増えたため，2年の任期ごとに半
数交代という軌道に乗せるまでの移行期

には部分的に 1 年で任期満了という運用
をする必要が生じた。 

b. 2011 年大会は松山大学総合研究所から助
成金が下りる見込みで，その使途に制限が

あるため，前年度に話し合いがなされた学

会会計からの負担と開催校負担の費目の

区分けについて一部調整したい。 
c. ［個人会員については］事前登録制をやめ，

ポスターセッションの枠を拡げ，また今大

会での試みとして講評付きの発表を若手

対象に行う。変更後の要項と『実り多いポ

スターセッションのために』を 2011年 4
月 10 日に学会ホームページにアップした。 

d. 2012 年の大会開催校については、同志社
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大学文化情報学部(京田辺キャンパス) の
沈力会員から内諾を得た。 

e. 全国大会のある時間帯 90 分程度について
一定テーマに基づく複数の発表からなる

「ワークショップ」を公募できないか議論

を開始した。2011 年秋季の全国大会まで
に細部を詰め，2012 年度大会には試行で
きるように準備を進めたい。 

4. 編集委員会報告 

大西委員長より以下の諸点についての報告

があった。 

a. 『中国語学』258号査読結果 
受理した投稿論文 28 本について、査読報
告書に基づき採否の判定を行い、1本を採
用、9本を要二次審査、18本を不採用とし
た。あわせて執筆要領に違反する投稿が多

く見られたという指摘があった。 
b. 『中国語学』258号「特集」及び「依頼論
文」について 
テーマを「認知言語学と現代中国語文法研

究の現在」とし、中川正之会員（立命館大

学）、木村英樹会員（東京大学）、大堀壽夫

氏（東京大学）に執筆を依頼。 
c. 学会奨励賞候補者推薦について 
本年度は該当者なし。その審査の経緯と結

論について説明があった。 
5. ウェブリソース委員会報告 

山崎委員長より以下の諸点についての報告

があった。 

a. 会員情報管理体制変更後のメールマガジ

ンの配信形態について 
オンライン会員情報管理システム(e-naf)
の導入後は，このシステム上からメールマ

ガジンの発行を行う。これまでのメールマ

ガジン発行経費は不要になる。 
 

b. ソーシャルネットワークメディアの利用

について 
会長の主導により、SNS（ソーシャルネッ
トワークサービス）の一種である

「Facebook」に、日本中国語学会のペー
ジを作った。会員相互（特に海外会員と）

の交流の場、サブチャンネル的な情報伝達 
の手段として、今後も継続して利用してい

く。 
6. その他 

・第１回言語系学会連合意見交換会について

（2011年 2月 20日、国立国語研究所） 
	 会長より参加報告があった。 
・選挙管理委員の委嘱について 
開催校のスタッフが少ないこと、また前回

の選挙の経験に鑑み、事務局より１名、前

回の選挙時の事務局より１名、また開催校

近隣の会員１名を選挙管理委員として委

嘱する。 
・ ニューズレター（本号）に、名誉会員授与

に関する記事を掲載する。 
 

【審議事項】 

1. 次期大会関連 

・ ２年の任期ごとに半数交代が可能になるま
での移行期には、部分的に１年で任期満了

となる委員を含む委嘱案を承認。 

・ 全国大会では、個人会員の事前登録制をや
め，ポスターセッションの枠を拡げること，

また今大会での試みとして若手対象に講評

付の発表を行うことを承認。 

・ 2012年の大会開催校については、内諾のあ

った同志社大学文化情報学部（京田辺キャ

ンパス）に依頼することを承認。日程は調

整中。 
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2. 学会奨励賞と内規について 

・ 本年度は学会奨励賞候補に該当者がいな
いことを承認。 

・ 編集委員長より新たに「日本中国語学会奨

励選考に関する内規」の提案があり、検

討を経て承認、評議会に提案することと

なった。 

3. 『中国語学』既刊号目次のウェブ公開に

ついて 

・2000年発行の『中国語学』247号までの総

目次は、冊子体にして販売している。この

冊子の売れ行きを考慮して、これまでは既

刊号の目次をウェブサイトに掲載すること

を控えていたが、刊行後10年を経ているの

で、既刊号の目次を中国語学会のウェブサ

イトに掲載することが承認された。 

4. 名誉会員の推挙について 

・有資格者を検討した。 

5. 学会からの発送物について 

・ 会長より６月１日付で「日本中国語学会

会員のみなさまへ」と題する業務委託先

の変更に伴う諸連絡およびオンライン会

員情報管理システムに関する案内を全会

員に郵送する旨の提案があり、文案資料

にもとづき了承された。 

・ 会長より今年度の会員への送付物につい

て、発送予定と単価等の説明があり、承

認を得た。 

6. 事務支局の管理口座について 

・ 会長より「会員のみなさまへのお知ら

せ・第61回全国大会発表応募のご案内」

を5月25日付で会員に送付して会費納入

専用振替口座の新設について連絡する旨

の説明があり、承認を得た。 

・ 「2011年度会費納入のお願い」に郵便振

込用紙（青）を附載し、用紙上に会員番

号と未納分と請求合算額を印字して各会

員に郵送する。 

7. 会員の区別について 

・ 団体会員という区分を新設すること、そ

の定義・資格・権利に関する申し合わせ

が承認された。 

8. ネット会員制度の継続について 

・ オンライン会員管理システムが導入され

たことで、従来の会員カテゴリーの見直

しが必要となった。 

・ ネット会員というカテゴリーを無くすの

であれば、会費を通常会員と同額に値上

げし、一律に郵便物を送付することにな

るが、予算の再編などの実務的問題があ

って、すぐに結論を出すのは難しいため、

今後も引き続き議論を続けるとした。 

9. 情報管理規定についての申し合わせ 

・ ウェブ管理システムで入会希望者・会

員・管理者がそれぞれアクセス可能な情

報の範囲について検討し、合意と承認を

得た。 

10. 創立70周年記念事業について 

・ 会長より創立70周年にふさわしい記念事

業として『中国語学辞典』（仮称）の編

纂についての提案があり、原案について

検討した。学界全体で取り組む意義ある

事業として承認された。さらに具体的な

内容と編集体制および出版については、

事務局を中心に骨子を固めていくことと

なった。 
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例会および全国大会開催のお知らせ	 

第 61回全国大会開催のお知らせ 

すでにご案内しておりますとおり、今年度

の大会は松山大学にて 10 月 29 日（土）~30

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。 

（事務局） 

今年度の例会実施予定 

各支部の今後の例会実施予定は次のように

なっております。 

北海道支部：3月 

関東支部： 9月 24日（土）、12月 3日（土）、

3月 [拡大] 

	 北陸支部：3月 

	 東海支部：11月 19日（土） 

	 関西支部：12月 

	 中国支部：11月 

	 九州支部：12月 

支部例会への積極的な発表、参会ともに歓

迎いたします。ただし、開催時期および回数

は変更になることもございますので、開催予

定、申込締切日、連絡方法などにつきまして

は学会ウェブサイトでご確認ください。 

発表者の方には発表要旨（300字以内）の事

前提出をお願いしておりますので、よろしく

お願いいたします。この要旨は本会ウェブサ

イト上の例会案内のページでご紹介するとと

もに、年に 2 回発行のニューズレターにも掲

載しております。 

なお、開催に関する詳細は、各支部例会担

当者までお問い合わせ下さい。 

（事務局） 

 

選挙公示	 	 	 

2011年 10月 29日（土）、第 61回全国大会

会場（松山大学）において、日本中国語学会

「会長及び理事選出方法に関する内規（会則第

10条関連）」に基づき理事の選挙を行ないます。 

選挙は専用の投票用紙によって４名連記で

投票し、即日開票の上、得票数上位８名を候

補者とし、そのうち最高得票者を会長、その

他の７名を理事の当選者とするものです。被

選挙人名簿は、10 月初旬までに学会ウェブサ

イトに掲示するとともに、当日、大会会場受

付にて、投票用紙とともに配布いたします。 

 

 

 

 

 

選挙管理委員会委員	 

佐藤晴彦（委員長）、秋谷裕幸、鈴木慎吾、 

池田 巧 
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名誉会員の推挙について	 	 	 

名誉会員のご推挙は、10月 20日までに、推

薦文を添えて事務局宛にお願いいたします。

なお、名誉会員号授与の条件は、年齢満 70歳

以上で継続して 20年以上本会会員であった方

のうち、本会の発展に功労のあった方となっ

ており、評議会の審議を経た上で会員総会に

おいて決定されます。 

（事務局） 

 

『中国語学研究会（関西）月報』の電子化について	 	 	 

本学会では 2009年度より科学技術振興機構

（JST）の学術雑誌電子アーカイブ化事業に参

加する形で会誌『中国語学』の電子化作業を

行って参りました。現在、底本の収集は全て

終わり、あとは JST の作業完了を待つのみと

なっております。作業が終わった論文は JST

の主催するウェブサイト“Journal@rchive”上

にて順次公開が進められており、未公開の論

文はすでに数本を残すのみとなっております。 

http://www.journalarchive.jst.go.jp/ 

	 電子化対象誌： 

	 『中国語学』1(1947) - 37(1950) 

	 『中国語学研究会（関西）月報』 

	 	 1(1950) - 10(1950) 

	 『中国語学研究会会報』1(1951) - 33(1954) 

	 『中国語学』34(1955) - 255(2008) 

 ところで、1988年に出版いたしました復刻版

『中国語学』（東城書店・文生書院）では、『中

国語学研究会会報』の第 6、7、8 号が収録か

ら漏れておりました。このことはつとに慶谷

壽信、水谷誠両会員によって指摘されており

ましたが（『中国語学』245号掲載「学会小史」）、

今回はこれもあわせて電子化いたしました。 

	 また、それとは別に、上記復刻版には『中

国語学研究会（関西）月報』が収録されてお

りませんでしたが、今回はこれも電子化の対

象に含めました。これらのうちには底本の収

集が困難なものもありましたが、会員諸氏の

ご協力を得て全ての号を収録することができ

ました。 

なお、今回の電子化事業に関しましては、

特に大阪大学附属外国学図書館様、神戸市外

国語大学学術情報センター様の多大なるご協

力をかたじけなくいたしました。また戸川芳

郎、太田斎、古屋昭弘各会員からは底本の収

集についてお力添えをいただきました。この

ほか多くの会員から様々な面において多大な

るご支援を賜りました。 

特に最後まで欠号でありました『中国語学

研究会（関西）月報』の 2号および 3号（1950

年）につきまして、昨年秋のニューズレター

にて底本のご提供をお願いしておりましたが、

このたび戸川芳郎会員のご協力を得て欠号を

埋めることができました。特にここに記して

感謝申し上げます。 

（ウェブリソース委員会） 
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事務局からのお知らせ	 

■ 会費納入の確認のお願い 

オンライン会員情報管理システム（e-naf）

が導入され、登録情報および未納分の会費が

会員ご自身で確認できるようになりました。

さきに郵送でお知らせ致しました会員番号と

ログイン ID でアクセスしてみてください。

本年度会費（一般会員6,000円、ネット会員

5,000円）が未納のかたは、最寄りの郵便局か

ら至急お振込下さい。事務運営上、毎年８月

末までにご入金くださるよう御協力をお願い

しておりますが、本年はシステム移行の初年

度ですので、９月末までにお願いいたします。

もし請求金額が15,000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

ますのでくれぐれもご注意ください。 

	 郵便振替 加入者名：日本中国語学会 

 口座番号：00980-6-282216	 

	 郵便局に備え付けの振込用紙をお使いくだ

さい。通信欄に会員番号をお書き添えいただ

けると助かります。なお、これまでの会費を

未納の方は、e-nafに表示される請求金額を一

括してご入金下さいますようお願い申し上げ

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56-60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）	 

	 

■ 名誉会員について 

今号では平井勝利先生への名誉会員号の授

与を記念して、広く先生の業績をご紹介する

記事を企画し、丸尾誠会員に原稿をお願いい

たしました。 

 

■ 本会への寄付について	 

故本多浄道会員のご遺族から本会に対し

6,000 円のご寄付をいただきました。上記，感

謝をもって領収いたしました。 

 

■ おわび	 

横山宏名誉会員は 2001年に逝去されていま

すが、2010 年発行の本会名簿に在会者として

おなまえを掲載しておりました。つつしんで

おわび申し上げます。 

 

■ 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。内規により「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」ことになっていますが、

該当する会員が住所不明の場合には、連絡な

しでそのまま除籍となります。除籍者は、無

条件での再入会ができません。ご注意くださ

い。（下線は、不明の場合、９月末日で除籍に

なる者です。） 

武潔婷，王武雲，胡叡，胡世光，杉山一也，

段威，張芸，張英納，張麗娜，陳愛佳，陳会

林，田忠魁，佟利功，法村矩子，馬文莉，万

莉歓，三須祐介，苗芡，吉田慶子，李孟娟，

劉暁晴，廖娟慧，呂仁梅	 （会員番号順） 
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■ 事務局の連絡先 

	 事務局への郵便物は、 

〒602-8048	 京都市上京区下立売通小川東入	 

	 中西印刷株式会社	 	 学会部内	 

	 日本中国語学会事務支局	 宛 

	 （Fax：075-415-3662）へお願いいたします。 

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

ージをご利用ください。 
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