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１．2009 年度（第 59 回）大会（定例総会・研究発表会）報告 ２．シンポジウム報告
３．10 月・12 月理事会関連事項 ４．会員異動 ５．2010 年度（第 60 回）日本ロシ
ア文学会創立 60 周年記念大会について

1. 2009 年度（第 59 回）大会
回）大会
（定例総会・研究発表会）
定例総会・研究発表会）報告
第 59 回定例総会・研究発表会は、さる 2009 年 10 月

改正について経緯の説明があり原案通り承認された。
（9）次期役員・各種委員会委員・顧問について
次期役員・各種委員についての案が示され承認された。

24 日（土）
、25 日（日）の両日、筑波大学筑波キャン

また、関東支部より川端香男里氏が顧問に推薦され承

パスで開催されました。また、10 月 23 日（金）には

認された。

プレシンポジウムが開催されました（後記）
。

（10）トルストイ没後
10）トルストイ没後 100 年事業および日本ロシア文

10 月 24 日（土）の午後に開催された定例総会の主
な内容は以下の通りです。

学会創立 60 周年事業について
トルストイ没後 100 年事業について日本トルストイ協
会と合同開催を企画検討中であると発表された。また

（1）第６
）第６回日本ロシア文学会学会賞表彰

次年度（2010 年度）に開催予定の大会および刊行予定

井桁会長より秋草俊一郎氏と八木君人氏の 2 名に学会

の学会誌については創立 60 周年の名称を冠する旨提

賞、また、酒井英子氏に審査員特別賞の授賞が決定し

案がなされ承認された。

た旨紹介された。

2.

（2）2009 年度会長選挙

シンポジウム報告

2009 年 10 月 23 日（金）
、定例総会・研究発表会開催

選挙管理委員会（井上幸義委員長）により郵送投票の

の前日夕に、筑波大学大学会館において、プレシンポ

開票結果が発表された。有権者総数の過半数を得たも

ジウム「ロシア文学と日本

のがいなかったので、役員選出規程に基づき有効投票

ました。内容は以下の通りです：

数 76 票の内上位 3 名（安藤厚氏、沼野充義氏、望月哲

平岡敏夫 筑波大学名誉教授（日本近代文学）

男氏〔50 音順〕
）による決選投票が行われ、沼野充義

「明治の文学者とロシア文学」

氏が会長に選出された。

阿部軍治 筑波大学名誉教授（ロシア文学）

（3）会務報告

縦横に語る」が開催され

「白樺派とトルストイ」

事務局長より会員異動について報告があり、新入会員

沼野充義 東京大学教授（スラヴ文学）

の紹介が行なわれた。

「村上春樹とチェーホフ」

（4）2009 年度決算・2010
年度決算・2010 年度予算について

（司会）加藤百合（筑波大学）

事務局から 2009 年度決算案・2010 年度予算案につい

3.

て説明があり原案どおり承認された。

10 月の理事会は、10 月 24 日（土）に筑波大学つくば

（5）会誌規程の改正案について

キャンパスで、12 月の理事会は 12 月 13 日（日）に東

改正に至る経緯説明があり原案どおり承認された。

京大学本郷キャンパスで開催されました。主な報告事

（6）大会（総会・研究発表会）の運営に関する内規の

項および審議事項は以下の通りです。

改正について

10 月理事会

改正に至る経緯の説明があり原案どおり承認された。

■会員異動（入会 4 名、退会 3 名、逝去 1 名）―「会

（7）日本ロシア文学会倫理綱領および「倫理委員会」
）日本ロシア文学会倫理綱領および「倫理委員会」

員異動」の項参照。

に関する内規について

■各種委員会報告

制定について経緯説明があり原案どおり承認された。

■2009 年度決算・2010
年度予算について
年度決算・

（8
8）日本ロシア文学会会則の改正について

10 月・12
月・ 月理事会関連事項

省略

原案の通り了承された。
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■次期理事、各種委員会委員について
次期理事、各種委員会委員について

早勇一氏、西野常夫氏、中村唯史の人選が承認された。

会長・副会長を除く、次期理事・各種委員について案

大会組織委員長に諫早勇一氏、同委員会委員に、望月

が示され、承認された。関東支部から川端香男里氏が

哲男氏、太田丈太郎氏、西野常夫氏、寒河江光徳氏の

顧問として推薦され、承認された。

人選案が示され承認された。

■会誌規程の改正案について

■倫理委員について
倫理委員について

原案のまま総会に審議にゆだねる旨承認された。

倫理委員会委員長に佐藤昭裕氏、同委員会委員に井桁

■大会（総会・研究発表会）の運営に関する内規の改

貞義氏、金田一真澄氏、イリーナ・メーリニコヴァ氏、
黒岩幸子氏の人選案が示され承認された。

正について
経緯の説明があり原案のまま総会に審議を委ねる旨承

■事務局整理担当ＷＧ報告
事務局整理担当ＷＧ報告

認された。

事務局整理担当についてＷＧで検討されてきた内容に

■日本ロシア文学会倫理綱領および「倫理委員会」に

ついて報告がなされた。なお、当ＷＧの活動は本報告

関する内規について

をもって終えるものとするとの報告があった。審議に

経緯説明の後原案のまま総会に審議を委ねる旨承認さ

ついては会長・副会長・事務局長により引き続き継続

れた。

し、事務局長経験者の意見を聞きながらまとめたもの

■日本ロシア文学会会則の改正について

を、随時報告することとなった。

改正案に一部修正が加えられ総会に審議をかける旨承

■トルストイ没後
トルストイ没後 100 年記念シンポジウムについて

認された。

2010 の大会次開催校の熊本でロシア語でのシンポジウ
ム、さらに東京でトルストイ協会と合同開催を検討し

12 月理事会

ている旨報告があった。

■新会長
新会長選出に伴う役員の補充について
新会長選出に伴う役員の補充について

4.

沼野充義氏の会長選出に伴い、諫早勇一氏・望月哲男

［2009 年 10 月理事会

氏の副会長就任が承認され、（会長が理事定数枠外の

入会：〔氏名（所属/支部）専攻分野（推薦者）〕

ため）中島由美氏の理事追加について承認された。ま

鈴木佑也（外大・院/関東）ソヴィエト美術史

た、諫早氏の副会長就任に伴う井上幸義氏の監事就任

（亀山郁夫・高橋清治）

について説明があり了承された（中島氏・井上氏とも

伊藤愉 （東大・院/関東）ロシア演劇（浦雅春・坂内

正式には次年度の総会で承認をえるものとし、それま

徳明）

では代行として任ずるものとする）。

北井聡子（東大・院/関東）ロシア思想史・ジェンダー

■会長所信表明

（浦雅春・安岡治子）

沼野新会長による所信表明があり、①「開かれた学会」

松本隆志（早稲田・院/関東）20 世紀ロシア文学（大

（①国際的②対社会に③組織的に）、②「さわやかな

石雅彦・貝澤哉）

学会」（役員レベルの若返りと女性の増加）、③「中

退会： 藤井（新形）悦子（関東）、森田稔（東北）、タ

味のある学会」（若手の業績作りの場としてのみでな

チヤーナ・オルリャンスカヤ（北海道）

く学問的刺激を提供する場として）を目指していくと

逝去： 水野 忠夫

の話があった。

５. 2010 年度（第 60 回）創立
回）創立 60 周年
記念日本ロシア文学会大会について
記念日本ロシア文学会大会について

■会員異動 なし

会員異動
12 月理事会］

■2009 年度総会・研究発表会収支報告

2010 年度（第 60 回）創立 60 周年記念日本ロシア文学

10 月の総会・研究発表会、プレシンポジウムの収支に

会大会(総会・研究発表会)は、11 月 6 日（土）7 日（日）

ついて、事務局長より（開催校からの報告を受けて）
説明された。
■各種委員会報告

に熊本学園大学 14 号館で開催されることとなりまし
た（太田丈太郎 大会実行委員長）
。大会ではトルスト

省略

イ没後 100 年記念のロシア語によるシンポジウムを、

■2010 年度総会・研究発表会について
年度総会・研究発表会について

さらに前日の 11 月 5 日（金）には「いまあえて問うロ

2010 年度の大会開催校として熊本学園大学での開催が

シア文学」と題されたプレシンポジウムを予定してい

承認された。また、開催校を代表し太田丈太郎氏の大
会実行委員長への就任、および、大会実行委員には諫

ます。プレシンポジウムには、地元熊本出身の著名人
をゲストに招き、会外の参加をも呼びかけた企画が検
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討されています。研究発表、ワークショップについて
は 5 月に郵送および日本ロシア文学会のＨＰで募集を
開始する予定です。ワークショップは斬新な企画を求
めておりますので早めにご準備の程、よろしくお願い
いたします。

役員・委員一覧（2009 年 12 月現在、★は委員長）
北海道

東北

関東

中部

会長

関西

沼野充義

副会長

諫早勇一 望月哲男

顧問

佐藤純一 米川哲夫 川端香男里

監事

井上幸義 西中村浩

理事

西日本

望月哲男

黒岩幸子

山田隆

井桁貞義

郡伸哉

佐藤昭裕

伊東一郎

安村仁志

楯岡求美

貝澤哉

林田理恵

亀山郁夫

松本賢一

西野常夫

金田一真澄
鴻野わか菜
中島由美
沼野恭子
野中進
長谷見一雄
匹田剛
村田真一
米重文樹
渡辺雅司
会誌編集委員

宇佐見森吉

（以下委員長

☆

長谷川章

坂庭淳史

中澤敦夫

佐藤千登勢

松本賢一

佐藤正則

服部文昭

野中進

に☆印）

長谷見一雄
宮沢淳一
学会賞選考委

大西郁夫

中村唯史

伊東一郎

員

貝澤哉

（委員長は会

金田一真澄

長が兼任）

野中進

杉本一直

近藤昌夫

芳之内雄二

林田理恵

支部長

望月哲男

黒岩幸子

金田一真澄

安村仁志

佐藤昭裕

西野常夫

支部事務局

越野剛

柳田賢二

鳥山佑介

杉本一直

青木正博

西野常夫

ロシア語教育

米重文樹☆ 伊藤美和子 太田丈太郎 金田一真澄 小林潔 佐藤規祥 堤正典 山田隆 柳田賢二

委員
国際交流委員

木村崇☆ 岩本和久 貝澤哉 ｸﾞﾚﾁｺ・ﾜﾚﾘｰ越野剛 楯岡求美 中村唯史 望月哲男

広報委員

草野慶子☆ 岩本和久（HP
岩本和久（HP 担当） 大西郁夫 古賀義顕 高橋健一郎 番場俊 安村仁志

2010 大会組織

諫早勇一☆

望月哲男 太田丈太郎 西野常夫 寒河江光徳

委員
-3-

2010 大会実行

太田丈太郎☆ 諫早勇一 西野常夫 中村唯史

委員
倫理委員会

佐藤昭裕☆

事務局長

寒河江光徳

井桁貞義 金田一真澄 イリーナ・メーリニコヴァ

黒岩幸子
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