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１．2006 年度（第 56 回）定例総会・研究発表会 ２．2006 年度（第
56 回）研究発表募集要項 ３．5 月理事会関連事項 ４．会員異動

ゴリーのうち希望のものを明記してください。

1. 2006 年度（第 56 回）
定例総会・研究発表会

A：文学関係
B：語学関係
C：その他（思想史など）

第 56 回定例総会・研究発表会は、きたる 10 月 21

3. 発表の持ち時間は、例年通り 1 人 25 分、質疑

日（土）、22 日（日）の両日、京都大学で開催され

応答は 5 分とします（時間厳守。およその目安は、

ます。また、10 月 20 日（金）にはプレシンポジウ

400 字詰め原稿用紙 1 枚の口頭発表が 1 分強です。

ムが開催されます。

4.

詳しい日程・会場案内は、会報第 30 号に掲載しま

発表にさいして機器（ビデオ、OHP、パワー

ポイント等）の使用を希望される方は、申し込みの

す。

さい、その旨を明記してください。申し込み後に機
器使用の必要性が生じた場合は、すみやかに事務局

2. 2006 年度（第 56 回）
研究発表募集要項

までご連絡ください。会場施設を確認の上、希望さ
れる機器を使用することが可能かどうかお答えしま
す。なお、会場の関係で、ご要望に応じることがで

（この項の内容をロシア語に訳したものを 2～3 ペ

きない場合もあります。また、例年、発表の直前に

ージに掲載しています）

機器使用の希望を申し出られる方がありますが、7
月理事会（7 月 22 日）でプログラムが決定しますの

研究発表の希望者は、題目と要旨を 7 月 15 日（土）

で、この日までに申し出られるようお願いします。

までに（必着）事務局宛に送付（郵送）してくださ

5.

い（要旨は題目をのぞいて本文 400 字―ロシア語

研究発表の採否、発表に関する約束事につい

ては、7 月下旬ないし 8 月上旬に発表予定者に連絡

の場合 150 word―以内とします）。書式は自由で

します。発表に関する約束事をお守りいただけなか

すが、用紙は A4 を使用してください。郵送以外の
申し込みは受け付けません。また、締め切り後の申

った場合、発表ができなくなる場合もありますので、

し込みは受け付けません。申し込みを受け付けなか

ご注意ください。なお、昨年度より、プレプリント

った旨のご連絡はいたしませんので、余裕をもって

提出が義務となりました（提出されたプレプリント

お申し込み下さい。

は、日本ロシア文学会のホームページに事前に掲載
されます。詳しくは次号の会報〈30 号〉をご覧下さ
い）。

（事務簡略化のため、郵送と同時に e-mail でも要旨

6.

をご送付下さるようにお願いいたします―宛先は

現時点でロシア文学会に加入していない方で、

研究発表を希望される方は、研究発表の申し込みを

jimukyoku-jars@list.waseda.jp です。なお、この場合

する以前に、入会申込書をお送りください。入会申

も、郵送は必須ですのでご了解下さい）
。

込書を送られていない方からの研究発表申し込みは、
原則として受理しません。

また、次の点をあらかじめご了承ください。

7.

ークショップ、ポスターセッション等）の発表を希

1. 報告・発表の採否は、7 月 22 日に開催される

望される方は、発表の趣旨、形式・時間の希望を詳

理事会で決定します。
2.

分科会への割り当ても理事会で決定しますが、

なるべく発表者の希望に応じるために、以下のカテ

また、研究発表会当日に上記以外の形式（ワ

しく記述して、同じく上記期日までに事務局宛に送
付して下さい（書式自由）
。発表の採否、時間・場所
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については理事会が開催校と相談の上決定します。

会報発送の時期に合わせて発行することとなった

その他上記各項目の規定をお守り下さい。

（別記「会員名簿最新版の作成について」参照）。

3. 5 月理事会関連事項

4. 会員異動
（2005 年 12 月～2006 年 5 月理事会）

5 月の理事会は、5 月 20 日（土）に早稲田大学戸
山キャンパス第 7 会議室で開催されました。主な報

入会

告事項および審議事項は以下の通りです。

〔氏名（所属／支部）専攻分野［推薦者］
〕

山口 涼子（神戸市外国語大学〈院生〉／関西）
■入会者 3 名（「会員異動」の項参照）の入会が承

フォークロア［エルマコーワ、リュド

認された。

ミーラ 岡本崇男］

■貝澤哉国際交流委員長より、委員会の活動につ

柚木 かおり（関西外国語大学／関西）ロシア民

いて、日本ロシア文学会のホームページ上の活動報

俗・民族音楽［森田 稔 梅津紀雄］

告が随時更新されているので参照して欲しいとの報

大武 由紀子（北海道大学〈院生〉／北海道）ソ
連芸術（プロパガンダポスター）［望

告があった。

月哲男 毛利久美］

■米重文樹ロシア語教育委員長より、ロシア語教
育委員会の活動方針について報告があり、ロシア語

退会

教育に関する書誌情報等の収集作業を行なう必要か

加藤（渡邉）恵子

ら、新たに堤正典氏を委員に加えることが提案され、

村山 敦子

承認された。

大廣 料子
黒澤 峯夫

■望月哲男学会誌編集委員長より第 38 号の編集

糸川 紘一

状況が報告された。
■会員名簿については、会員からの回答率が悪い

逝去
東 一夫

ことから、あらためて回答を促したうえで、次号の

Основные положения
по приему научно-исследовательских публикаций
Лица, желающие представить публикацию, посылают по почте ее заглавие и основные моменты содержания
на адрес секретариата с обязательным получением до 15-го июля (суббота).
При этом, основной текст, за исключением заглавия, должен быть в пределах 400 знаков, а для русского
языка — в пределах 150 слов. Форма написания свободная, но формат бумаги должен быть размером А4.
Заявки, отправленные не по почте, к рассмотрению не принимаются. Также не принимаются заявки,
поступившие после указанного срока. Об отказе рассмотрения таких заявок уведомляться не будет,
поэтому просим позаботиться о своевременной отправке с соблюдением срока.
Кроме того, просим принять во внимание следующие моменты:
1. Вопрос принятия публикаций к докладу решается на июльском заседании совета Общества (22 июля).
2. Распределение докладов по секциям также решается на заседании. Чтобы по возможности учесть
пожелания выступающих, просим четко обозначить в заявке нижеуказанный раздел:
Раздел А: вопросы литературы
Раздел В: вопросы лингвистики
Раздел С: прочее (вопросы философии и так далее)
3. Время выступления с докладом, как обычно, 25 минут на каждого докладчика и 5 минут на вопросы.
(Время строго соблюдается. Ориентировочно, для устного прочтения одного листа с текстом из 400 знаков
требуется одна минута с лишним).
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4. Лиц, желающих при выступлении пользоваться приборами и аппаратурой (видео, проектор ОНР,
“Microsoft Power Point” и так далее), просим указать это при подаче заявки. При возникновении
необходимости в аппаратуре после подачи заявки просим немедленно сообщить об этом в секретариат.
Ответ о возможности использования аппаратуры будет дан после консультации с местом проведения. Кроме
того, в зависимости от места проведения, пожелания выступающих могут быть не удовлетворены. Ранее
бывали случаи заявок на пользование аппаратурой непосредственно перед выступлением, но после
утверждения программы выступлений на июльском заседании совета (22 июля) такие заявки приниматься
не будут.
5. Извещение о принятии доклада, о соблюдении обещаний, связанных с выступлением, будет объявлено
выступающим в период с третьей декады июля по первую декаду августа. Просим принять во внимание,
что при несоблюдении обещаний выступление может не состояться. С прошлого года стало обязательным
послать препринты к секретариату (все препринты будут опубликованы на сайте Общества).
6. Лица, не являющиеся на данный момент членами Общества и желающие выступить с докладом,
посылают заявку на выступление после отправки документов с заявлением о приеме в члены Общества.
Заявки на выступление, поступившие до отправки заявления о приеме в члены Общества, рассматриваться
не будут.
7. Лица, желающие вести workshop (симпозиум с участием слушателей), выставить научные материалы
или сделать доклады другим путём, посылают по почте заглавие и план выступления на адрес секретариата
с обязательным получения до 15-го июля (суббота) (и тогда просим соблюсти пункты 1, 4—6).
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露文専修室内

jimukyoku-jars@list.waseda.jp
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日本ロシア文学会

会員名簿最新版の作成について（お願い）
（まだご回答をいただいていない方へ）
前号の会報（第 28 号）に同封しました「日本ロシア文学会会員名簿の作成について」において、会員名簿
最新版作成のため、
「会員連絡先のお問い合わせ」を行ないました。
その際、回答締切を 5 月 15 日とさせていただきましたが、残念ながら回答いただいた会員の方は現時点で
6 割程度にとどまっています。
問い合わせの形式がやや煩雑であったことも原因かと存じますが、上記文書の文面にもありますように、
個人情報保護への配慮や平成の大合併の関連もあり、一方で会員名簿として十分に役に立つものを作成して
欲しいという会員の方々からのご要望もありますので、5 月 20 日の理事会で協議の結果、まだ回答を寄せて
おられない方にあらためて回答をお願いし、名簿作成を当初の予定より遅らせて、8 月の会報（第 30 号）の
発行に合わせて行なうことといたしました。
ご多忙のところとは存じますが、まだ回答をお送りいただいていない方は、至急、ご返送をお願いいたし
ます［7 月 15 日締切］（問い合わせの用紙を紛失された方は、このページをコピーして記入欄に記入の上、
封書にてお送り下さい）。
なお、上記理事会の協議の結果、今回ご回答いただけない方のうち、この会報が宛先不明で返送されてい
ない（すなわち現在事務局で把握している住所が有効である）場合、前回発行（2004 年 2 月）の名簿のデー
タをそのまま掲載させていただくこととなりましたので、上記文書の趣旨をご理解の上、締切（7 月 15 日）
までにご回答くださいますよう、お願い申し上げます。

項目

名簿掲載

氏名：
漢字にはふりがなをお願いします

住所：

□ 可

1. 自宅 2. 勤務先 該当する方に○*1 （郵便番号：
電話番号：

）
ＦＡＸ：

名簿掲載

□ 可

□ 可
1. 自宅 2. 勤務先 該当する方に○*2

1. 自宅

□不可

□不可

2. 勤務先 該当する方に○

□不可

メールアドレス：

□ 可

（確認のため、お手数ですが別途、jimukyoku-jars@list.waseda.jp までメールでもお知らせください）

□不可

所属支部：
勤務先等：
1. 常勤 2. 非常勤 3. 大学院生等 4. その他（

） 該当するものに○*3

*1

勤務先住所を記入する場合は、郵便物がまちがいなく届くよう、機関・部局名までお願いします。

*2

電話番号は固定電話、携帯電話のいずれでも結構です。

*3

名簿では勤務／院生の区別のみ表示され、常勤／非常勤の別は表示されません。
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