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１．2004 年度総会・全国研究大会のご案内 

オーストラリア学会 2004 年度総会・全国研究大会は 6 月 12 日（土）、13 日（日）の両日、

独立行政法人 人間文化機構「国立民族学博物館」で開催されます。第 1日は特別講演｢現代ア

ボリジナル文化｣ (英語、含質疑応答)ジョン・マンデイーン[Djon Mundine]氏、シンポジウム

「オーストラリア史を展望する－『白人』、先住民、そしてアジアからの視点－」、懇親会、2

日目は個別報告、総会が行われますので、ご参集のほどお願い申しあげます。 

                       オーストラリア学会代表理事 谷内 達 

 

２.第６期第３回理事会報告（2003 年 12 月 14 日、東京大学駒場キャンパス開催）  

出席理事  谷内達  関根政美  福嶋輝彦  北村育子   橋本雄太郎 

      有満保江   安藤充  鎌田真弓  小林信一  加賀爪優  遠山嘉博 

(1)  学会報について[学会報担当理事(代読)] 

第 38 号、第 39 号発刊報告。第 40 号、第 41 号発刊予定内容の紹介。 

第 39 号より、朝水宗彦会員と田澤佳昭会員が編集委員に加わった。 

(2) 学会誌『オーストラリア研究』第 16 号（2004 年 3 月発行予定）について[学会誌担当 

理事]  論文審査終了と 4本の論文、第 14 回大会特別講演 1本、文献目録 3本の掲載予定 

の報告があった。 

 (3)  第 15 回全国研究大会準備進捗状況について[大会準備委員]（上記 1参照）  

個別報告の募集を学会報 40 号（本号）で行う。全国大会案内、プログラム、報告要旨等は

学会報 41 号で行う。大会準備委員に、鎌田真弓理事と加賀爪優理事が新たに加わった。 

 (4) 「慶弔に関する申し合わせ事項」について[庶務担当理事] 検討され、承認された。 

(5) 会員名簿発刊について[事務局長]  10 月に発刊。費用 13 万円。 次回は 2年後。 

(6)  学会ホームページについて  今後、原則として、全国研究大会の特別講演の英文原稿を、 

講演者本人の了解のもと、ホームページに掲載することにする。日本語原稿を学会誌に 

掲載する。 

(7)  新入会員承認[事務局長] 今回新入会員はいない。追手門学院大学オーストラリア 

研究所を賛助会員にすることを承認。 

 

３．大会報告者（海外在住者）への交通費助成のお知らせ 

  全国研究大会で報告される会員には海外在住者に限り、交通費助成（一律 5万円）を行って

います。前年 11 月末日までに事務局あて書面にてその旨申し出てください。12 月開催予定の

理事会で申請案件を審議、決定をいたしますので、一般の個別報告の申し込み時期より前にな

ります。ご注意ください。 
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全国大会研究発表の募集 

 

第 14 回大会は、2003 年６月 12 日（土）－13 日（日）に独立行政法人 人間文化機構 
「国立民族学博物館」（〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園 10-1 電話： 
06-6876-2151（代））で開催催されます。発表を希望される会員は、氏名・所属・題目を 

明記の上、３月末日までに、下記にお申し込みください（200 字程度の要旨を添付して 

ください）。なお、今回の研究大会では、国立民族学博物館で開催することの利点を 

出来る限り享受していこうと思います。そのため、一般個別報告の件数・時間等が 

制約されますので、あらかじめご理解ください。 

 

発表申し込み先 

    E－mail   terryf@obirin.ac.jp（福嶋） 

    郵送受付先 〒 194-0294 東京都町田市常盤町 3758 桜美林大学国際学部  

福嶋輝彦研究室気付 オーストラリア学会事務局 

 

  なお、個別報告は 13 日（日）のみとなります。 

 

 

４．Teach Australiaのお知らせ 

学会全国研究大会の前日に、国立民族学博物館から遠くない距離にある、追手門学院大学オー

ストラリア研究所主催（豪日交流基金後援）にて、第２回 Teach Australia が開催される予定で

す。原則として、全国大会と同イベントは別個独立のものとして、各々が、その内容を自由に企

画することにします。後日、追手門学院大学オーストラリア研究所から、ご案内が学会の皆様の

ところに届くと思います。 
追手門学院大学オーストラリア研究所（http://www.otemon.ac.jp/academic_org/cas/） 

〒567-8502 大阪府茨木市西安威 2丁目 1番 15 号 
  E-mail cas@jimu.otemon.ac.jp 
過去の Teach Australia（http://www.ajf.australia.or.jp/arc/seminars/teach.html） 

 
５．AJF Sir Neil Currie Awards 豪日交流基金サー･ニール･カリー記念 

オーストラリア研究助成プログラム 2004 年度応募受付中 

オーストラリア政府の文化機関である豪日交流基金が、オーストラリアに対する理解と知的ネ

ットワークを強化するために設立した助成プログラムで、日本のオーストラリア関連の研究者を

対象としています。2004 年度の応募を受け付けています。 
 

大学院生オーストラリア研究助成 

助成額：一人当たり最高限度額 10,000 豪州ドル  

応募締切：2004 年４月 30 日 

日本在住の大学院生を対象として、最短６週間から最長６ヶ月まで助成します。研究内容は
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全般的なオーストラリア研究、あるいはアジア太平洋地域におけるオーストラリアの役割に

焦点をあてた研究、または比較研究が対象です。研究はオーストラリアの大学、または研究

機関において実施されることが条件です。(昨年度の授賞者 3 名) 

 
出版助成プログラム 

助成額：一件当たり最高限度額 20,000 豪州ドル 

応募締切：2004 年 4 月 30 日 

優れた日本語のオーストラリア関連書籍の出版を助成するプログラムです。現代のオースト

ラリア社会、例えば、政治、経済、文学、教育、IT、公共政策、環境、福祉など、あるいは

豪日関係についての知識や理解を日本において一層深めるような内容の著作が対象です。分

野やテーマはこれらに限りませんが、これまで出版されていなかった新たな分野、そして大

学などで教材として活用できるものを優先します。若手研究者からの申請を歓迎します。 

（昨年度の授賞者 2 名） 
 
オーストラリア講座／講義新設・充実プログラム 

助成額：一件当たり最高限度額 20,000 豪州ドル 

応募締切：2004 年 4 月 30 日 

日本の大学や大学院の学生向けのオーストラリア講座を促進・充実するためのプログラムで

す。新たなオーストラリアに関する講座や講義の開設、あるいは既存の講座・講義やゼミの

オーストラリア関連部分の拡充のために、日本人教官による教材開発のための現地調査、資

料収集など、また日本の大学、大学院等での講義のためのオーストラリア人講師の招聘が助

成の対象です。(昨年度の授賞者 2 名) 

 
詳細は：http://www.ajf.australia.or.jp/sirneil/ 豪日交流基金本部事務局 電話：03-5232-4063  
 
６．オーストラリア研究』第 17 号投稿募集 

『オーストラリア研究』第 17 号（2005 年 1 月発行予定）に掲載する論文を募集します。 
締め切りは 2004 年 8 月末日。詳細は最近号掲載の「投稿要領」をご覧ください。 
オーストラリア研究編集委員会  
投稿・連絡先 〒252-8510 藤沢市亀井野 1866 日本大学生物資源科学部 小林 信一 
℡: 0466-84-3656  Fax: 0466-80-1178 E-mail: kobayashi@brs.nihon-u.ac.jp 

 

７．『オーストラリア研究』研究文献目録掲載のお知らせ 

第 12 号以降会員の研究文献目録を継続して掲載しております。引き続き会員の協力をお願いし

ます。発表された著書、論文、報告書、翻訳などのなかから、オーストラリア学会の趣旨に関係

する目録未掲載の研究文献を選び、お知らせください。 

※編集作業の都合上、電子メール(またはテキストファイルを含んだ FD)をご利用ください。 

［記入例］は第 15 号（2003.3）を参照し、掲載書式に必ず準じる形でお送りください。 

締切：2004 年 10 月 30 日（期日厳守） 

連絡先：オーストラリア研究編集委員会  
〒252-8510 藤沢市亀井野 1866 日本大学生物資源科学部 小林 信一 
℡: 0466-84-3656  Fax: 0466-80-1178 E-mail: kobayashi@brs.nihon-u.ac.jp 
なお、受信の確認メールが必ず返信されますので、ご注意ください。 
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８．『オーストラリア研究』バックナンバー（第 4号～第 10 号）半額セールのお知らせ 

在庫処分のため、『オーストラリア研究』バックナンバーのうち第 4 号から第 10 号までに限り、

定価の半額（１部 1,000 円）にて会員の皆様方に頒布いたします。この機会にどうぞお求め 
ください。バックナンバーのタイトルについては、学会ホームページをご参照ください。 
 

 

 

 

 

〒194-0294 東京都町田市常盤町 3758 桜美林大学国際学部 福嶋輝彦研究室気付 

オーストラリア学会事務局 ℡：042-797-2661(代)／042-797-9467（直） 

 FAX：042-797-2743 

E-mail:terryf@obirin.ac.jp 2002 年より事務局住所が変わりましたので、ご注意ください 
会費振込先：００１９０－３－１５７０６３ 加入口座名：オーストラリア学会 

※本会報は学会記録以外に、会員のご意見やご要望を掲載します。意見、著書、新刊、訳書、

投稿など、事務局または会報担当理事（鈴木、HAF00025@nifty.ne.jp）までお送りください。

［編集担当：朝水宗彦（立命館アジア太平洋大学）・田澤佳昭（道都大学）］
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