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御礼の言葉 福島大学での全国大会を無事終えて
代表理事 関根政美
2010 年 6 月のオーストラリア学会全国研究大会は盛況のうちに無事終了しました。学会代表理
事として関係者の皆様に御礼申し上げます。とりわけ全国研究大会開催校の大役をお引き受けい
ただいた福島大学村上雄一会員にまず御礼申し上げます。また、村上先生のもとしっかりお手伝
いいただいた皆様にも御礼申し上げます。ありがとうございました。２日目の理事会開催中に大
きな地震に見舞われびっくりしました。しかし、交通が多少乱れたようでしたが、大過なく大会
は終了しました。幸運でした。
今年の大会は、第１日目（6 月 12 日、土曜日）の会場は桜の聖母短期大学にて実施されました。
ご協力いただいた短期大学関係者の皆様にも御礼申し上げます。第１日目では、東京大学アメリ
カ太平洋地域研究センター客員教授 G.Hawkins 先生の基調講演（“The Role of Media in
Multicultural Australia: pluralizing national identity”
）
、
「特別企画：日豪をつなぐ記憶の
渦――第二次世界大戦をめぐって」として、
『豪日に架ける＝愛の鉄道』
（や千葉茂樹日本映画学
校副校長監督作品）の上映と、かつての「特殊敵国人収容所」(現マルグリット･ブールジョワセ
ンター[旧ノートルダム修道院])の見学や講演（紺野滋福島民友新聞社論説委員）などがあり盛り
沢山な内容でした。
第２日目は、場所を福島大学行政政策学類棟に移して、午前中の一般個別研究報告とワークシ
ョップがあり、午後は総会の後、塩原良和（慶應義塾大学）会員を司会としたシンポジウム「オ
ーストラリアにおけるシネリテラシー教育とその日本社会への示唆」がありました。Jane Mills
（チャールズ・スタート大学)先生の基調報告を中心に千葉監督や佐藤憲吉（NPO 法人シャローム
理事）
、青木麻衣子（北海道大学）各氏らによる討論が行われました。これは午前中のワークショ
ップ「多文化社会におけるシネリテラシーの可能性」と連動したものです。多文化社会オースト
ラリアならではの企画だったと思います。
会場には初日・２日目とも一般報告セッションも含めて、会員以外の人も含めて多くの方々が
参加し、盛況でした。コーディネータや登壇者の皆様ご苦労様でした。最後に、AJF 助成による公
開講座等の活動も、昨年の全国大会から今回の大会までの間に活発に行われました。関係者の皆
様ご苦労様でした。また、今大会にも AJF からの助成を活用させていただきました。AJF への感謝
の意を記して表したいと思います。年々大会参加者が増えているようで代表理事としてもうれし
い限りです。
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１．総会報告（2010 年 6 月 13 日開催）
2009 年度総会・全国研究大会が 6 月 12 日(土)に福島市の桜の聖母短期大学、および 13 日(日)に福島
大学で開催されました。多大なご協力をいただきました両大学のスタッフの方々、ならびに関係各位に厚
く御礼を申しあげます。
(1) 2009 年度事業報告・決算報告
下記の事業報告が決算報告及び監査報告（3～4 頁参照）と共に承認されました。また、監事担当の岡
崎一浩会員が退会したことに伴う後任人事に関して、理事会に一任することが前総会で承認されており
ましたが、このたび、谷内達会員が監事に就任した旨、報告がありました。
①第 20 回全国研究大会（2009 年 6 月）を青山学院大学青山キャンパスにて開催
②地域研究会は、関東例会（第 2 回：2010 年 3 月）
、関西例会（第 9 回：2009 年 11 月、第 10 回：2010
年 3 月）を追手門学院大学において開催
③AJF 助成大学院プログラムとして 2009 年度秋学期は国立民族学博物館で、2010 年度春学期に上智
大学で特別講義を開催
④『オーストラリア研究』第 23 号（2010 年 3 月）を発行
⑤『オーストラリア学会報』第 57 号、第 58 号、第 59 号を発行
⑥学会メールマガジンを随時発行
⑦第 7 期第 5 回および第 6 回理事会を開催
(2) 2010 年度事業計画・予算案
下記の事業計画が予算案（5 頁参照）と共に承認されました。
①『オーストラリア研究』第 24 号（2011 年 3 月）を発行する。
（会報 59 号参照）
②『オーストラリア学会報』
（年 3 回程度）を発行する。
③第 22 回全国研究大会（2011 年 6 月）の担当校を募集する。
④地域研究会関東例会を秋季に、関西例会を 11 月と 3 月に開催する。
(3) AJF 助成大学院プログラム
公募の結果、大学院公開講座は加藤会員（明星大学）
、永野会員（独協大学）
、三宅会員（関西医科大
学）の担当で行われる予定になりました。なお、関東例会（塩原会員担当）
、全国研究大会シンポジウ
ム（担当者未定）
、および、カナダ学会との合同シンポジウム（飯笹会員担当）も AJF 助成事業として
予定されています。また、今後の担当希望者(校)の募集告知がされました。
(4）第 8 期（2010 年 12 月‐2013 年 12 月）役員案について、
原則、第 7 期理事を再任とするが、総会で立候補および推薦を募った結果、福嶋会員が推薦され、理
事候補に加えることになりました。
２．第 ７期 第 6 回 理事会報告（2010 年 6 月 12 日、13 日）
総会議事以外に、下記の事項につき承認されました。
(1) 新規学会 Web ページがほぼ完成し、2010 年 1 月より国立情報学研究所へリンクが張られ、当面は現状
維持とすること
(2) 会費滞納者の扱いについて、3 年未納の場合は退会とみなす内規が再確認され、未納 3 年目の会員に
対して ACNet からの会報は発送するが、紀要発送は差し止めとし、従来どおり会費納入の督促を続ける
こと
(3) ACNet から全国大会への受付員派遣を可能とし、そのための予算措置を行うこと
(4) 追手門学院大学オーストラリア研究所の「オーストラリア研究のためのリファレンスサイト」
（仮称）
構築に、学会としても積極的に協力すること
(5) 新規入会 9 名、退会会員 9 名を承認する。
出席者＝関根政美（代表理事）
、有満保江、飯笹佐代子、加賀爪優、鎌田真弓、川口章、小林信一、
塩原良和、鈴木雄雅、田澤佳昭、永野隆行、橋本雄太郎、藤川隆男、松繁寿和、南出眞助、
村上雄一、安田純子（以上理事、50 音順）
、谷内達（以上監事）
※3 月 7 日および 6 月 11 日に運営委員会が開催され、2010 年全国大会、学会活動に係る AJF の助成金、な
らびに、ACNet への業務委託等について検討されました。
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2008 年度財務諸表
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2009 年度財務諸表
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2008 年度＆2009 年度収支予算書

2007 年 12 月‐2010 年 12 月役員一覧
［代表理事］関根政美
［副代表理事（企画）
］鎌田真弓
［全国研究大会担当理事］藤川隆男、南出眞助
［プロジェクト担当理事］関根政美、有満保江
加賀爪 優、永野隆行
［関東例会担当理事］
関根政美、塩原良和
永野隆行
［関西例会担当理事］ 南出眞助、藤川隆男
松繁寿和
［副代表理事（総務）
］ 橋本雄太郎
［庶務担当理事］
村上雄一、塩原良和
［会計担当理事］
田澤佳昭
［広報担当理事］
橋本雄太郎

［副代表理事（編集）
］小林信一
［学会誌担当理事］ 加藤めぐみ、有満保江
安藤 充、飯笹佐代子
川口 章、安田純子
［会報担当理事］ 田澤佳昭、塩原良和
［HP 担当理事］
安藤 充、鈴木雄雅
［監事］谷内達（2009 年 1 月より）
岡崎一浩、有満保江（2009 年 5 月まで）
［運営委員会］代表理事・副代表理事・会計担当理
事・庶務担当理事にて構成

３．豪日交流基金助成 追手門学院大学オーストラリア研究所(CAS)主催・東京大学アメリカ太平洋
研究センター(CPAS)共催公開シンポジウム「オーストラリアの映像メディアにみる多文化主義」報告
南出眞助
標記のシンポジウムが 2010 年 7 月 17 日（土）に追手門学院大学で行われた。前半は TV 放送を題材と
し、座長は香取淳子氏（長崎県立大学シーボルト校）
。冒頭は SBS 研究で著名なゲイ・ホーキンス氏（NSW
大学、東京大学客員教授）の基調講演「スクリーンにみる多文化主義―オーストラリアのメディアと文化
多様性―」
。オーストラリア版「料理の鉄人」の分析は大変興味深いものであった。有吉宏之氏（追手門学
院大学）のコメント「ウェスタンオーストラリア州のメディアにみる多文化主義」では、東海岸と異なる
パースの社会的特性が指摘された。質問では「字幕」のありかたに対する議論が深まった。後半は映画「ジ
ャパニーズ･ストーリー」
（2003 年作品）を題材とし、座長は有満保江氏（同志社大学）
。フェリシティ・
コリンズ氏（ラ・トローブ大学准教授）の基調講演「ジャパニーズ・ストーリーにおける文化相違の描写」
では、あらすじに沿った精緻な映像分析が行われた。森島覚氏（追手門学院大学）によるコメント「ジャ
パニーズ・ストーリーにみる日豪の恋愛観」では、既婚者の恋愛についての社会的な意味が問われ、エリ
ス俊子氏（東京大学）のコメント「国民的表象とジェンダー、権力、ステレオタイプ」では、主人公にみ
るオーストラリア人女性の表象性が論じられた。質問は多岐にわたり、さまざまな「恋愛論」
「男女論」で
盛り上がった。参加者 80 名。なお追手門学院大学ではシンポジウム開催に先立ち、同日午前中の公開授
業「オーストラリアを学ぶ」の一環として、DVD 版「ジャパニーズ・ストーリー」を観た。
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４．豪日交流基金助成 2010 年春学期公開講座シンポジウム
「グローバリゼーションとメディア：オーストラリアとアジア」報告

鈴木雄雅

5 月 29 日に上智大学にて開催された講座には、学内外から 60 名以上の参加者があった。基調報告の Hawkins
教授「SBS とオーストラリア社会の多文化社会」（概要前号参照）に続き、ティフェン・シドニー大学名誉教授
からはこの半世紀におけるオーストラリア・メディアの政治的、経済的側面を中心にその変容と多文化社会に
おけるメディアの役割について報告があった。また、白水繁彦・駒澤大学教授の「エスニック・メディアの新し
い展開」は日本社会におけるエスニック・メディアの発達と現状を明らかにし、今後と展望を示した。
討論のなかで、とくに外国番組の字幕についての議論（現在予算削減中である）やオーストラリア、日本社会
のなかでのエスニック・メディアの抱える問題について有益な意見交換があり、今後メディアが社会に果たす
べき役割などについて意見交換が行われた。

５．追手門学院大学主催 教育シンポジウム「オーストラリアをどう教えるか」のお知らせ
日 時：2010 年 11 月 27 日（土）13:00～17:15
（入場無料・同時通訳付き）
会 場：追手門学院大学 ５号館（アクセス・会場等の詳細は追手門学院大学ホームページをご参照
ください）URL：http://www.otemon.ac.jp/
◆9：20～12：20 映画「オーストラリア」鑑賞 〔5606 教室〕 解説：森島覚（追手門学院大学）
◆13：00～17：15 教育シンポジウム「オーストラリアをどう教えるか」
13：10～13：50 基調講演「日本におけるオーストラリア教育の現状」
ケイト・ダリアンスミス（メルボルン大学、国際オーストラリア研究学会 InASA 役員、豪日交流
基金理事会役員）
14：00～16：00 部会別報告および質疑
【大学部会】座長：関根政美（慶應義塾大学）〔5301 教室〕
・先住民をどう教えるか：窪田幸子（神戸大学大学院）
・多文化主義をどう教えるか：松田陽子（兵庫県立大学）
・経済・社会をどう教えるか：森島覚（追手門学院大学）
・資源・環境をどう教えるか：加賀爪優（京都大学大学院）
【高校部会】座長：南出眞助（追手門学院大学）〔5303 教室〕
・授業「地理」でどう教えるか：田中清隆（大阪府立今宮高等学校）
・総合学習で何を学ばせるか－高大連携を中心に－：的場由樹（私立羽衣学園高等学校）
・修学旅行で何を体験させるか：藤川誠（私立追手門学院大手前中・高等学校）
・姉妹校の生徒をどう受け入れるか：柳田優（大阪府立旭高等学校）
16：20～17：10 総合討論 座長：関根政美・南出眞助〔5301 教室〕
◆17：30～19：00 懇親会〔学生食堂２Ｆ〕
後 援：豪日交流基金、オーストラリア学会、オセアニア教育学会ほか
申し込み：11 月 22 日（月）までに、氏名・所属・連絡先、および懇親会（1,000 円）
参加希望の有無を明記のうえ、下記宛てにお申し込みください。
追手門学院大学国際交流教育センター「教育シンポジウム」係
〒567-8502 大阪府茨木市西安威 2-1-15 TEL：072-641-9631 FAX：072-643-5651
E-mail：kokusai@office.otemon.ac.jp
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６．第３回地域研究会（関東）のお知らせ

＊学会員以外の方も参加できます。事前申込不要

日 時：2010 年 12 月 11 日（土）14：00～17：00
場 所：慶應義塾大学三田キャンパス 第 1 校舎 101 教室
〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45 http://www.keio.ac.jp/ja/access/mita.html
連絡先：塩原良和（慶應義塾大学）shiobara@law.keio.ac.jp
報 告：
(1) 「女性化」する在豪日系コミュニティ：日本人婚姻移住者の「居場所」探しから見える、エスニシ
ティとジェンダーの交差点
濱野健（西シドニー大学大学院博士課程）
【要旨】オーストラリアの在留邦人は世界でも有数の規模で成長しているが、その主たる要因は現
地男性との婚姻により永住者となった日本人女性である。本報告では、この「女性化」する在豪日
系コミュニティが現地社会にどのように定住しょうとしているのかを検討する。特に、現地配偶者
との「婚姻移住」という移住形式が、地元日本人コミュニティの運営にどのように影響を与えるか
に注目する。また、こうした女性たちが、移民として自らを語る際に現在の社会的・文化的背景を
どのように再文脈化するのかについても（その限界も含めて）多面的に考察する。
(2) 北海道ニセコ地域におけるオーストラリア人向け観光と多文化共生

塩原良和（慶應義塾大学）

【要旨】北海道ニセコ地域では 2000 年代初めからオーストラリア人観光客が急増し、オーストラ
リア系観光・不動産業者の影響力が強まった。またオーストラリア人住民や国際結婚者も増加した。
その結果、観光産業にとどまらず行政の施策や地域社会のあり方に大きな変化が生じている。本報
告では、塩原が 2009 年より継続的に実施してきたニセコ地域での現地調査の中間報告を行う。外
国人観光客・住民が増加し、外資による土地買収・開発が進んだニセコ地域の変化を分析すること
で、訪日外国人観光の発展による地域社会の変化に対応可能な多文化共生施策のあり方を模索する。
コメンテータ：川嶋久美子（オーストラリア国立大学大学院博士課程）
※第３回地域研究会（関東）は豪日交流基金からの助成を受けて実施いたします。
ふるってご参加ください。

７．オーストラリア関係インターネットサイトに関するアンケートご協力のお願い
メーリングリスト等ですでにご連絡いたしましたが、追手門学院大学附属図書館及び同大学オーストラ
リア研究所から、リファレンスサイトのためのアンケート依頼がきております。このアンケートを実施す
ることについては、2010 年 6 月の理事会及び総会において承認されております。すでにご協力いただいた
会員の皆様にはお礼申し上げますとともに、締め切りが 10 月 30 日（土）まで延長されましたので、お知
らせします。
アンケート用紙は下記 URL よりファイルをダウンロードできます。ご不明な点は依頼文に記載されてい
る連絡先までお願いします。 http://www.canpan.jp/asaj20100816.zip
８．
『オーストラリア研究』投稿募集および研究文献目録掲載のお知らせ
『オーストラリア研究』に掲載する論文を募集しています。投稿はいつでも受け付けておりますが、次
号 24 号に掲載する論文の投稿は 8 月末日で締め切りましたので、掲載は 25 号以降になります。詳細は、
学会 Web サイト、もしくは 24 号掲載予定の「投稿要領」
（2009 年 7 月 12 日一部改定）をご覧ください。
また第 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。締め切りは 2010 年 10 月 30 日（期日厳守）
。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。記入例はバックナンバーを参
照し、掲載書式に必ず準ずる形でお送りください。
投稿先：〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-15-16 海洋船舶ビル 8 階 CANPAN センター内
ACNet オーストラリア学会事務局担当
Tel 03-5251-3967 Fax 03-3504-3909 E-mail ac056-asaj@canpan.org
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全国研究大会 個別報告者募集
オーストラリア学会 2011 年度総会・全国研究大会は、6 月 11 日（土）12 日（日）の両日、早稲田大学
で開催される予定です。
（詳細は会報次号［2 月発行予定］でお知らせいたします。
）
個別報告の発表を希望される会員は、氏名・所属・題目を明記の上、11月末日までに、学会事務局あて書面
（メール可）にて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）
。

新刊書のご案内
※会員等より寄せられた新刊案内をご紹介しております。
◎『クリティーク多文化、異文化：文化の捉え方を超克する』馬渕仁著 東信堂 2010 年 6 月刊行（定価：本体
2,400 円＋税、ISBN978-4-88713-995-4）
出版社 website より： 架橋を阻む文化本質主義を超えて。他国の文化・規範に接しそれを内面化しうる「国際
理解能力」と、自国の伝統的規範を尊重しそれに立脚した「日本人性の確立」──この二つの目標の間に当然
生じうる葛藤・衝突を無視した現在の一般的風潮の下では、多文化共生も異文化理解も、実効を欠いた理念的・
規範的言説にとどまるだろう。諸文化間に侵し難い本質的差異を想定し、結局日本人性固守に帰着する「文化
本質主義」を超えて、新たな異文化間架橋の途を具体的に追求した力作。
◎『オセアニアを知る事典』(新版）小林泉他監修 2010 年 5 月刊行 平凡社（定価：本体 5200 円＋税
ISBN978-4-582-12639-6）※学会会員数名が項目執筆者として参加。
出版社 website より： 太平洋の島々と大陸の多彩な社会と文化がわかる最新の総合事典。新立項 115 項目と
ともに、全体像をとらえる総論、ホットなテーマのコラムを加え、資料編・索引をさらに充実。
◎『変革する多文化主義へ：オーストラリアからの展望』塩原良和著 2010 年 7 月刊行 法政大学出版局（定
価：本体 3000 円＋税 ISBN978-4-588-60312-9 C3336）
出版社 website より：国境を越えて活動する人は増加の一途をたどり、多文化主義／多文化共生という言説は
一定の地位を占めるようになった。一方、新自由主義は経済的に役に立つか立たないかで人間を選別する姿勢
を鮮明にし、外国人労働者の扱いにそれが端的に表れている。著者は、多文化主義政策の先進国オーストラリ
アでボランティアをしながら調査を重ね、より多様な日本社会に向けて提言する。

【諸届出／連絡先】
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-15-16 海洋船舶ビル 8 階 CANPAN センター内
AcNet オーストラリア学会事務局担当

Tel: 03-5251-3967／Fax: 03-3504-3909
E-mail: ac056-asaj@canpan.org

【オーストラリア学会事務局】
〒192-8508 東京都八王子市宮下町 476 杏林大学総合政策学部 橋本雄太郎研究室気付
Tel: 042-691-0011(代)／Fax: 042-691-5899／E-mail: hashimotobunch@mri.biglobe.ne.jp
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、
ACNet 事務局担当までお送りください（紙面の制約上、速やかに掲載できない場合がありますことをご了
承ください）
。なお書評欄に掲載を希望される場合は、学会事務局宛に献本願います。
［編集担当：塩原良和（慶應義塾大学）
］
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