日本ニュージーランド学会
Newsletter No.99
February 19th, 2017

厳寒の候，会員の皆様におかれましてはご清栄
のことと存じます。
12 月 3 日には，佛教大学にて第 76 回研究会
（合
同研究会）が開催されました。佛教大学の植村先
生，岐阜大学の近藤先生，および NZ 学会の皆様
には大変お世話になりました。4 月 8 日には，早
稲田大学にて日本 NZ 協会との共同研究会が開催
される予定です。是非、ご参加いただければ幸い
です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 報告
１．第 76 回研究会（NZ 学会との合同研究会）
日時：2016 年 12 月 3 日（土）
会場：佛教大学
住所：佛教大学紫野キャンパス（京都市北区紫
野北花ノ坊 96）常照ホール（図書館棟 5 階）
<http://www.bukkyo-u.ac.jp/about/access/>
基調講演
スティーブン・ベイトン（駐日 NZ 大使）
「最近の NZ 事情」
第 1 報告
和田明子（酒田市副市長）
「ヘレン・クラーク論」
第 2 報告
山本英嗣（東京外国語大学）
「NZ における女性参政権の歴史：憲法上の「市
民権」概念との関連において」
第 3 報告
太谷亜由美（関西大学）
「NZ における子供のいる世界への援助政策とワ
ークフェア」
第 4 報告
森島覚（追手門学院大学）
「NZ セックスワーカー法改正の現状と課題」

 お知らせ
1．『日本 NZ 学会誌』第 24 巻原稿募集
『日本 NZ 学会誌』第 24 巻の原稿を募集してお
ります。執筆をご希望される方は，2 月 28 日（火）
までに下記学会誌編集担当理事宛にお申し込み
ください。完成原稿の提出締め切り日は，3 月 14
日（火）必着です。投稿規程の詳細につきまして
は，学会ホームページおよび学会誌の巻末をご参
照ください。
提出先：澤田真一（学会誌編集担当理事）
〒036-8560 青森県弘前市文京町一番地
弘前大学 人文学部 国際社会コース
Mail: ssawada@hirosaki-u.ac.jp
2．第 77 回研究会（日本 NZ 協会との合同研究会）
日時：2017 年 4 月 8 日（土）13: 50‐17:10
会場：早稲田大学大学院アジア太平洋研究科
7 階 713 会議室（〒169-0051 東京都新宿区西
早稲田 1-21-1 早大西早稲田ビル）
プログラム：
受付（13:30 開始）
開会挨拶（13:50－14:00）
渡辺宥泰（法政大学・日本 NZ 学会副会長）
第 1 報告（14:00－14:50）
山岡道男（早稲田大学・日本 NZ 学会会長）
「テアウテ・カレッジについて」
第 2 報告（14:50－15:40）
新里卓（日本外国語専門学校）
「オセアニア言語と沖縄方言における直示
表現の社会言語学的分析」
第 3 報告（16:00－16:50）
小松隆二（白梅学園大学理事長・日本 NZ 学
会顧問）
「日本 NZ 学会の回顧と展望」
閉会挨拶（16:50－17:00）
山崎弘子（日本 NZ 協会会長）

＊理事会を 12 時半より開催いたします。昼食を
準備させていただきますので，理事の皆様には，
3 月 26 日（日）までに下記事務局まで出欠をご
連絡ください。
＊研究会開催後に，小松隆二先生の叙勲祝賀会を
開催いたします（会費：5000 円（当日支払い））
。
会場設営の都合上，ご参加を希望される方は，
3 月 26 日（日）までに，事務局まで下記メール
ないしは会員動向調査票にてご連絡下さい。
〈jsnzs_jimukyoku@jsnzs.sakura.ne.jp〉
場所：欧風料理キッチン Bistro Atton
（〒169-0051 新宿区西早稲田 1-22-2）
電話：03-3205-8267
3．新入会員紹介（2017 年度入会）
新里卓氏（日本外国語専門学校）
＊なお，2015 年度，および 2016 年度にご入会い
ただいた方の中で掲載不備がございました。深
謝いたしますと共に，改めてご紹介させていた
だきます。
2015 年度入会：岩佐孝史氏，苗村晶彦氏，
Sagano DUGGAN 氏，John Anthony DUGGAN 氏
2016 年度入会：大庭由子氏，Sean LEE 氏

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


NZ に関する新刊著書について
会員の皆様により発刊された NZ に関する新刊
著書・論文につきまして，ニューズレターにてご紹
介させていただきます。掲載を希望する方は，著
者名，書名，発行所，発行年月日（英語文献の場
合は，CMS（Chicago Manual of Style に準拠）を事
務局までお知らせください。

＊連絡先：
〈jsnzs_jimukyoku@jsnzs.sakura.ne.jp〉
＊書式例：
（著書）
小松隆二『ニュージーランド社会誌』東京：論
創社，1996 年.
（論文）
斎藤達雄「ニュージーランドに今を生きる」
『ニ
ュージーランド・ノート』（東北公益文科大学
ニュージーランド研究所）第 2 号，2003 年，1-8
頁.
（英語論文）
Watanabe, Yutai. “New Zealand Attitudes towards
Foreign-accented English.” Te Reo 51 (2008) :
99–127.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 既刊学会誌の閲覧
J-Stage への移行に伴い，Cinii からデータの
移動作業中です。本学会誌第 23 号につきまし
ては，下記のサイトより閲覧可能です。
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsnzs/-char/ja/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 学会費納入のお願い
2017 年度（2017 年 4 月 1 日－2018 年 3 月 31
日）分の学会費（4,000 円）の納入をお願いいた
します。納付先は以下の通りです。
郵便振替 00130-3-425301 日本 NZ 学会
お納めいただいた年会費は，研究会や国際シ
ンポジウムの開催，学会誌やニューズレターの
発行，ホームページの運営等の活動事業に使用
しております。学会の健全な財政維持のため，
年会費未納の方は過年度分も含め，上記の口座
にお振込くださいますよう，よろしくお願いい
たします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 会員動向調査票提出の提出のお願い
次号にて，ニューズレターの発行も 100 号を迎
えます。これを機に，ニューズレターの郵送に代
えて，HP 上への掲載に変更させていただきます。
別紙をご覧いただき，3 月末日までに同封の書面
を記入の上，ご返送いただければ幸いです。
日本ニュージーランド学会事務局：
〒169-0051
東京都新宿区西早稲田 1－21－1
早大西早稲田ビル 6 階 616 室
山岡道男研究室内（事務局長：山本英嗣）
Tel: 03-5286-1872
Email: jsnzs_jimukyoku@jsnzs.sakura.ne.jp（事務局）
HP: http://www.japan-nz-academic-society.org/

