⽇本ジェイムズ・ジョイス協会

2018 年ニューズレター秋号（2018 年 9 ⽉ 23 ⽇発⾏）

Newsletter
The James Joyce
Society of
Japan

2018 Oct.
サン・ジュスト城の⾼台から望むトリエステの街（撮影／河原真也）

秋の気配が深まってまいりましたが、会員の皆様におかれまして
は、益々ご活躍のことと存じます。⽇本ジェイムズ・ジョイス協
会、2018 年秋のニューズレターをお届けします。
本年は⽇本ジェイムズ・ジョイス協会の設⽴ 30 周年を記

念して、10 ⽉ 7 ⽇(⽇)と 10 ⽉ 10 ⽇(⽔)にそれぞれ東京
と京都で、イタリア、マチェラータ⼤学教授のジョン・
マッコート⽒をお迎えし、講演会を開催いたします。
講演の詳細は２ページを御覧ください。
さて、今季より新役員と新事務局によるスタートとなります。新役
員については４ページをご参照下さい。またこれまでの事務局の住
所・連絡先が本ページ右記の通り変更となりますので、各位ご確認
を宜しくお願いいたします。

TOPICS

1. 協会設⽴ 30 周年事業
ジョン・マッコート⽒来⽇講演
2. 第 31 回研究⼤会⽇程と会場
3. 第 31 回研究⼤会研究の
発表者募集について
4. Joycean Japan 第 30 号
（30 周年記念号）投稿の案内
5. 会費のお振込について
6. 協会新役員について
7. 事務局の交代
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1.

協会設⽴ 30 周年事業

ジョン・マッコート⽒来⽇講演

⽇本ジェイムズ・ジョイス協会の設⽴ 30 周年を記念して、Joyce in Context (2014), Roll Away the Real

World: James Joyce and Cinema (2010), The Years of Bloom: James Joyce in Trieste, 1904-1920 (2000),
James Joyce a Passionate Exile (1999)等、多数のジョイス研究のご著書をもつ、トリエステ・ジョイス・
スクールの創設者の⼀⼈にして、現在イタリアのマチェラータ⼤学教授であるジョン・マッコート⽒をお迎
えし、東京と京都にて講演会を開催いたします。各開催場所の詳細は下記をご覧ください（協会ホームペー
ジでも同様に案内を⾏っております）。

東京会場
10 ⽉ 7 ⽇(⽇)15:00~18:00 法政⼤学
市ヶ⾕キャンパス ボアソナード・タワー スカイホール（26F）
京都会場
10 ⽉ 10 ⽇(⽔)14:55~16:25 同志社⼤学
今出川キャンパス 徳照館⼀階会議室
ご著書の⼀つ The Years of Bloom については、昨年 2017 年に宮⽥恭⼦⽒による翻訳『ブルームの歳⽉―
トリエステのジェイムズ・ジョイス 1904-1920』が⽔声社より出版されたばかりです。講演⾔語は英語
（通訳なし）で、⼊場無料、事前登録不要となります。お誘いあわせの上、ぜひお越しくださいますよう御
案内申し上げます。

2.

第 31 回研究⼤会⽇程と会場

去る６⽉９⽇に開催された年次総会において、第 31 回⽇本ジェイムズ・ジョイス協会研究⼤会は 2019 年
6 ⽉ 8 ⽇（⼟）、京都・同志社⼤学今出川キャンパスで開催されることが承認されました。⼤会会場をお引
き受け頂きました同⼤学の下楠昌哉先⽣には⼤変お世話になります。この場を借りてお礼を申し上げます。
シンポジウムは、⾦井嘉彦先⽣（⼀橋⼤学）と須川いずみ先⽣（京都ノートルダム⼥⼦⼤学）に企画頂くこ
とになりました。

⽇程：2019 年 6 ⽉ 8 ⽇（⼟）
会場：同志社⼤学

今出川キャンパス
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3.

第 31 回研究⼤会発表者募集のお知らせ

上記第 31 回⼤会への研究発表者を募集いたします。是⾮ふるってご応募ください。発表を希望される会員
は、発表要旨を 800 字程度にまとめ、事務局まで E メールの添付ファイル(Word)で送って下

さい。応募の締め切りは 12 ⽉末⽇です。発表時間は 20 分、質疑応答は 10 分程度を予定しておりま
す。お送り頂いた発表要旨は、2019 年１⽉に⾏われる常任委員会での査読を経て、採⽤が決定されます
（司会もこの常任委員会で確定します）。要旨査読通過者は５⽉中に、司会者宛てに発表原稿をお送りくだ
さい。尚、応募者の⽅への査読内容等の詳細は追ってご連絡いたします。

4.

Joycean Japan 第 30 号 （協会創⽴ 30 周年記念号）投稿のご案内

Joycean Japan 第 30 号への論⽂投稿を募集します。⽇本ジェイムズ・ジョイス協会創⽴ 30 周年記

念号になりますので、多くの会員の投稿をお待ちしております。投稿の締め切りは例年通り 11 ⽉末⽇
となっております。論⽂投稿規程等については以下となります。
1. 投稿資格は、会費を納⼊している会員が有する。投稿論⽂は未発表のものに限る。
2. 字 数・書式については次のように定める。⽇本語の場合、14,000 字以内（タイトル・図
版・註・参考⽂献などを含む）。英語の場合、5,500 語以内（タイトル・図版・註・参考⽂献などを含
む）。⽇本ジェイムズ・ジョイス協会のホームページに掲げる、指定のフォーマットを使⽤し、13 ペ
ージ以内とすること。
＊⽇本語原稿の場合も英語原稿の場合も、半⾓で 2,400 ストローク以内の英⽂サマリーを添付の
こと。註や参考⽂献の書式は、MLA Handbook の最新版に基づくことを原則とする。
3. 11 ⽉末⽇までに、事務局に送付すること。E メールによるファイル添付送信が望ましい。印字
原稿を郵送する場合（当⽇消印有効）も、採⽤された論⽂については、後⽇デジタル情報の提出が求
められる。
4. 著者校正は初校のみとする。

5. 会費のお振込について

会費は、協会の⼝座へのお振込みをお願いいたします。
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振込⽤紙をご利⽤の場合は、郵便局や⾦融機関に備え付けの⽤紙をお使い下さい。恐れ⼊りますが、お振り
込みの⼿数料は会員の皆様にご負担いただいております。ゆうちょ以外の銀⾏からのお振込みの場合、下記
の振込先となりますのでご注意下さい。

⼀般会員・・・5000 円 学⽣会員・・・3500 円
1. ゆうちょ銀⾏からのお振込みの場合

2. ゆうちょ以外の銀⾏からのお振込みの場合

名義：⽇本ジェイムズ・ジョイス協会

名義：⽇本ジェイムズ・ジョイス協会

⼝座番号（記号）：10430

銀⾏名：ゆうちょ銀⾏

番号：1854541

⾦融機関コード：9900 店番号：048
預⾦種⽬：普通
店名：〇四⼋店（ゼロヨンハチ店）
⼝座番号：0185454

6. 協会新役員について（2018 年 6 ⽉より）

2018 年 6 ⽉ 9 ⽇に開催された年次総会で承認され、下記の新役員となりました（五⼗⾳順、敬称略）。
会⻑：結城英雄
常任委員：⾦井嘉彦、河原真也、吉川信、下楠昌哉、須川いずみ、道⽊⼀弘、⼾⽥勉、
結城英雄、横内⼀雄
事務局⻑：道⽊⼀弘
事務局員：⼩林広直、南⾕奉良、⼭⽥幸代
会計：河原真也
会計監査：⽥多良俊樹、桃尾美佳

7. 事務局の交代について

今年６⽉をもって事務局が交代しました。前任者の⼾⽥先⽣には、2014 年６⽉から 2 期４年間にわたり
事務局を切り盛りして頂きました。学会の運営はもとより、総会および懇親会等においても、冷静沈着
かつ偏ることのない⼾⽥先⽣の安定感は定評がありました。この場を借りて厚くお礼を申し上げます。
後任は道⽊になりますが、ジョン・マッコート先⽣講演会をはじめ、創⽴ 30 周年事業にかかわっては、
⼾⽥先⽣に引き続き中⼼的役割を担って頂いております。私⾃⾝不慣れなため、しばらくは会員の皆様
に多々ご不便をお掛けすると思いますが、ご寛恕の程どうぞ宜しくお願いいたします。
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