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1.

2007 年度（第 57 回）
定例総会・研究発表会

また、次の点をあらかじめご了承ください。

第 57 回定例総会・研究発表会は、きたる 10 月 27

1. 採否： 報告・発表の採否は、7 月 21 日に開催さ

日（土）、28 日（日）の両日、千葉大学で開催され

れる理事会で決定し、７月下旬ないし８月上旬に発

ます。また、10 月 26 日（金）にはプレシンポジウ

表予定者に連絡します。

ムが開催されます。

2. 分科会：

詳しい日程・会場案内は、会報第 33 号に掲載しま

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

す。

下のカテゴリーのうち希望のものを明記してくださ
い。

2.

2007 年度（第 57 回）
研究発表募集要項

A：文学関係
B：語学関係
C：その他（文化、芸術、思想など）

（この項の内容をロシア語に訳したものを 2～3 ペ

3. 持ち時間： 発表の持ち時間は、例年通り 1 人 25

ージに掲載しています）

分、質疑応答は 5 分とします（時間厳守。およその
目安は、400 字詰め原稿用紙 1 枚の口頭発表が 1 分

研究発表の希望者は、題目と要旨を 7 月６日（金）
までに（必着）事務局宛に送付（郵送）してくださ

強です。

い（要旨は題目をのぞいて本文 1,000 字―欧文の

4. 使用機器：

場合 300 word―以内とします）。書式は自由です

カメラ、プロジェクタ等）の使用を希望される方は、

が、用紙は A4 を使用してください。発表要旨は、

申し込みのさい、その旨を明記してください。会場

本年度より、会報掲載のプログラムに利用し、
「プレ

施設を確認の上、希望される機器を使用することが

プリント」は廃止の予定です。
（発表者確定後、要旨

可能かどうかお答えします。なお、会場の関係でご

原稿の手直しを受け付け、９月に会報発行。）発表要

要望に応じることができない場合もあります。また、

旨には、欧文（英語あるいはロシア語）による「発

申し込みの時点で機器の使用を明記していない方は

表題目」及び「執筆者氏名」を必ず付記してくださ

機器の使用ができません。

発表にさいして機器（ビデオ、書画

5. 未入会者の研究発表：

い。

現時点でロシア文学会に

郵送以外の申し込みは受け付けません。また、締

加入していない方で、研究発表を希望される方は、

め切り後の申し込みは受け付けません。申し込みを

研究発表の申し込みをする以前に、入会申込書をお

受け付けなかった旨のご連絡はいたしませんので、

送りください。入会申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。

余裕をもってお申し込み下さい。

7. ワークショップ、ポスターセッション等： また、研究
（事務簡略化のため、e-mail をお使いの方は郵送と

発表会当日に上記以外の形式（ワークショップ、ポ

同時に e-mail でも要旨をご送付下さい―宛先は

スターセッション等）の発表を希望される方は、発

hikita@tufs.ac.jp です。なお、この場合も、郵送は必

表の趣旨、形式・時間の希望を詳しく記述して、同

須ですのでご了解下さい）
。

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・場所については理事会
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が開催校と相談の上決定します。その他上記各項目

逝去

の規定をお守り下さい。

3.

藤田 和良

5 月理事会関連事項

5.

5 月の理事会は、5 月 26 日（土）に東京外国語大

お知らせ

■「工藤正廣さんの会」からのお知らせ

学府中キャンパス総合文化研究所で開催されました。

今春北大を退職された工藤正廣先生（北海道支部）

主な報告事項および審議事項は以下の通りです。

のお宅が四月末、火事で全焼しました。先生は外に
いてご無事でしたが、室内にいた奥様は煙を吸われ

■逝去 1 名が報告され、退会希望 1 名、入会希望

現在も入院加療中です。当面の生活必需品はすでに

1 名（「会員異動」の項参照）が承認された。

友人諸兄より提供があり不足はありません。住居に

■米重文樹ロシア語教育委員長より、札幌大学の

ついては、知人の提供してくださった春香山山中（小

ロシア語弁論コンクールに対し賞状と賞品代補助を

樽市）のお宅に仮住まいし、そこから奥様の病院に

学会として提供することが提案され、承認された。

通う毎日だそうです。札幌ではかつての同僚有志に

■望月哲男学会誌編集委員長より第 39 号の編集

より「工藤先生を励ます会」(発起人：山田吉二郎ほ

状況が報告された。

か)を結成し、五月半ばにお見舞金を受け付ける振替

■諫早勇一会計（剰余金）ワーキンググループ座

口座を開設しました。文学会につきましては、井桁

長から７月開催の理事会に答申案を提出する予定で

会長のご助言もあり、理事会にお諮りしたところ、

あることが報告された。

ニューズレターの紙面をお借りして会の結成につい

■安藤厚倫理規定策定ワーキンググループ座長か

て会員の皆様にお知らせすることをご承諾いただき

ら他学会などの倫理規定が紹介され、同グループの

ました。口座名、口座番号は下記の通りです。

今後の活動方針が報告された。

郵便振替：口座名：工藤正廣さんの会／口座番号：
０２７９０－２－９６８５８

4.

会員異動

「工藤正廣さんの会」宇佐見森吉（世話人）

（2007 年 5 月理事会）
入会
〔氏名（所属／支部）専攻分野［推薦者］〕

連絡先：札幌市北区北１７条西８丁目

北海道大

学メディア・コミュニケーション研究院

宇佐見森

吉 研 究 室 内

ケキゼ、タチアナ（名古屋大学〈非常勤〉／中部）

（ 電 話

011-716-2111 ／

usami@ilcs.hokudai.ac.jp）

認知言語学［安村仁志 中條直樹］
退会
田中 継根

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 6-го июля (пятница).
При этом, основной текст, за исключением заглавия, должен быть в пределах 1.000 знаков, а для
русского (или английского) языка — в пределах 300 слов. Форма написания свободная, но формат бумаги
должен быть размером А4. Текст будет напечатан в программе конференции. (После отбора докладчиков
программа будет опубликована в сентябре.) Заявка должна включать ФИО автора и название доклада не
только на японском языке, но и на русском (или английском). 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
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отправке с соблюдением срока.
Кроме того, просим принять во внимание следующие моменты:
1. Вопрос принятия публикаций к докладу решается на июльском заседании совета Общества (21 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 культуры, 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).
4. Лиц, желающих при выступлении пользоваться приборами и аппаратурой (видео, проектор и так
далее), просим указать это при подаче заявки. 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. Если об использовании приборов не укажете при падаче
заявки, использование будет невозможно.
5. 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.
6. 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 6-го июля (пятница) (и тогда просим соблюсти пункты 1, 4, 5).
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