オ ー ス ト ラ リ ア 学 会 報
Australian Studies Association of Japan
第９５号
2022 年 4 月 19 日
http://www.australianstudies.jp/

１．オーストラリア学会 2022 年度全国研究大会のご案内
開催日：2022 年 6 月 18 日（土）
・19 日（日）
会場：関西学院大学 上ヶ原キャンパス
〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町１−１５５
会場アクセス：https://www.kwansei.ac.jp/access/
担当：長友淳（関西学院大学）

参加申込ﾌｫｰﾑ

◆ 今年度は対面形式を再開した上で、オンラインでも視聴できる形（ハイブリッド形式）にて実施予定です。
なお、技術面や予算の都合上、同時通訳は来場者のみの対応です。
◆ 参加の出欠確認：対面での参加・オンライン視聴のいずれかの場合も、事前の参加申込をお願いします。下
記 QR コードまたは URL から参加申込フォームにアクセスし、6 月 3 日（金）までに必ずお申込みくださ
い。なお、状況が変わり参加形態を変更する場合、参加登録を再度行って下さい。
https://forms.gle/RmNi4smV5CM5m3Vq9
◆ 昼食・飲食：キャンパス内学生食堂（Big Mama）が 18 日（土）は 11:00-14:30、19 日（日）は 11:00-14:00
に営業予定です（変更可能性もあり）
。また、会場内 103 号室を休憩所として確保しており、持込飲食も可
能です。
◆ 懇親会：懇親会費は 5,000 円（学生会員 2,500）円を予定しておりますが、多少変動することがあるかもし
れませんので、その節はご容赦ください。
◆ 新型コロナウイルス感染防止対策：以下の点にご留意ください。
・来場前に検温を行い、発熱や風邪等の症状がある場合は参加を自粛願います。
・手指の消毒、マスク着用など感染防止対策の徹底をお願いいたします。
・入室時や休憩時間中に「三密」が生じないよう行動してください。
◆ プログラム等は変更される可能性があります。また、本大会開催にあたってオーストラリア大使館・豪日交
流基金および関西学院大学より助成を受けております。
◆ アクセス：阪急甲東園駅より徒歩 15 分ですが、坂道ですので甲東園駅西口からのバス乗車が便利です。徒
歩の場合、坂道が緩やかな阪急仁川駅の利用（徒歩 20 分）をお勧めします。
オンライン視聴の際は次頁プログラム内に記載 QR コードより接続後、大会ホストが接続許可するまで待機室で
お待ちください。オンライン視聴 URL は、後日メーリングリストでもお知らせします。
【6 月 18 日 13:30-17:00 特別講演および AJF 助成シンポジウムⅠ】
https://us02web.zoom.us/j/6267469631?pwd=RThUOXdHRTBwNzc0bXJmd0N2MVJKZz09
Meeting ID: 626 746 9631
Passcode: 128697
【6 月 19 日 10:00-12:00 一般個別研究報告（日中合同企画）
】
https://us02web.zoom.us/j/87426751764?pwd=d1ZkcXIxTnRrSlhUOVlRVEhxRlBydz09
Meeting ID: 874 2675 1764
Passcode: 579243
【6 月 19 日 14:00-16:30 AJF 助成シンポジウムⅡ)】
https://us02web.zoom.us/j/6267469631?pwd=RThUOXdHRTBwNzc0bXJmd0N2MVJKZz09
Meeting ID: 626 746 9631
Passcode: 128697
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２．2022 年度全国研究大会：スケジュール
※開会セレモニー、特別講演、シンポジウムⅠを
□第 1 日目： 6 月 18 日（土）
同じ Zoom ミーティングで連続配信します。イベ
10:00-12:30 理事会【B 号館 104】
ントごとに入室・退出する必要はありません。
受付開始【B 号館１階ロビー】
12:45
開会セレモニー【B 号館 101】
13:30
14:00-14:50 特別講演（オンライン） ＊同時通訳あり【B 号館 101】
Zoom ﾘﾝｸ
ブルース・ミラー 豪日交流基金理事長・元駐日オーストラリア大使
「オーストラリア大使館と日豪関係のあゆみ」
15:00-17:00 豪日交流基金（AJF）助成シンポジウムⅠ ＊同時通訳あり【B 号館 101】
日豪の先住民族研究における「応答」
（Call and Response of Indigenous Studies in Australia and Japan）
司 会： 友永雄吾（龍谷大学）
報告者： サナ・ナカタ（メルボルン大学）
“A Torres Strait Islander’s perspective on non-Indigenous relations”
石原真衣（北海道大学）
「日本における先住民研究の（不）可能性：先住民の｢不可視性｣と入植者の｢不在｣」
ジェフリー・ゲイマン（北海道大学）
“Challenges and prospects of call and response work with the Ainu: Reflections on
efforts at collaborative research of an American scholar based in Hokkaido”
質疑応答・討論
17:30-19:30 懇親会*（トップ珈琲：正門前ラーメン店２階）
*感染状況によって中止の可能性あり
Zoom ﾘﾝｸ

□第 2 日目：6 月 19 日（日）
※総会とシンポジウムⅡを同じ Zoom
受付開始【B 号館１階ロビー】
09:30
ミーティングで連続配信します。総会
【B 号館 101】
10:00-12:30 一般個別研究報告（日中合同企画）
後に一旦退出する必要はありません。
12:30-13:30 理事会【B 号館 104】
Zoom ﾘﾝｸ
昼食休憩【休憩室：B 号館 103】
総会【B
号館
101】
13:30-13:45
14:00-16:30 豪日交流基金（AJF）助成シンポジウムⅡ ＊同時通訳あり【B 号館 101】
越境する人と文化：コロナ禍における観光と移動をめぐる諸問題
(Transnational Flows of People and Culture: Issues of Australian Tourism in Covid-19 crisis)
司 会： 吉田道代（和歌山大学）
報告者： 永井隼人（和歌山大学）
“Trends and the current state of international tourism: A focus on tourism
between Australia and Japan”
ポール・サマーズ（クイーンズランド州政府観光局）
“Rebuilding Japanese travel demand to Australia: A State Tourism Organisation
(STO) perspective”
モニカ・チェン（クイーンズランド大学）
“Passing the baton – From the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games to
Queensland 2032: Big impacts, small footprints”
討論者： 川嶋久美子（立教大学）
柏木翔（神奈川大学）
質疑応答・討論
閉会挨拶
16:30
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３．2022 年度全国研究大会：特別講演・特別企画概要
特別講演（6 月 18 日 14:00-14:50）
【B 号館 101】
「オーストラリア大使館と日豪関係のあゆみ」
ブルース・ミラー豪日交流基金理事長・元駐日オーストラリア大使

Zoom ﾘﾝｸ

略歴
オーストラリア政府に 32 年間奉職した後、2018 年 4 月第一生命ホールディングス顧問、および同社のオー
ストラリア子会社である TAL Dai-ichi Life の社外取締役に就任。また、2018 年 9 月にはオーストラリア国立
大学の上級政策フェローに任命された。政府在職中 2011 年 8 月から 2017 年 1 月までは駐日オーストラリア
大使を務めるなど、日本とは 40 年来の繋がりがある。キャリアの大半で日豪の政治経済及び安全保障に取り
組み、更に広くは東アジア関係、地域及び世界の安全保障問題に関わった。オーストラリアでは、外務貿易省、
首相内閣省、内閣調査庁において要職に就き、内閣調査庁長官を務めた後、2017 年 12 月に政府から退いた。
シドニー大学卒業（人文学士と法学士取得）
。日本語が堪能。2018 年にオーストラリア勲章を受章している。
（在日オーストラリア大使館 HP より引用：https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/ajf_board.html）
Zoom ﾘﾝｸ

豪日交流基金（AJF）助成企画Ⅰ（6 月 18 日 15:00-17:00）
【B 号館 101】
日豪の先住民族研究における「応答」
（Call and Response of Indigenous Studies in Australia and Japan）
本企画では、
「応答（Call and Response）
」という言葉に注目し、日豪における先住民族研究の現在について
考える。このために、日豪から非先住民族の研究者と先住民の研究者を招聘し、各報告者が先住民族研究をめ
ぐる先住民族コミュニティや当事者などの諸利害関係者との共同により、どのような研究を展開してきたかに
ついて考える。先住民族個人やコミュニティ、ひいては非先住民族の個人や社会双方に対して、いかなる有形
無形の、または効果的もしくは非効果的な結果をもたらしたかについて、各報告者の事例から例証する。これ
により、学術界に対し先住民族の研究に関する研究倫理について、一般社会に対しては自らの問題として先住
民族について学ぶ、そうした「応答」の機会を本企画は提供する。
（企画担当者：友永雄吾会員）
司会 友永雄吾（龍谷大学）
（報告１）“Call and response: A Torres Strait Islander’s perspective on non-Indigenous relations”
Assoc. Prof. Sana Nakata (The University of Melbourne)
Abstract：In this presentation, I critically explore the binary of “Indigenous” and “settler” through sharing
some of my own family history – as a Torres Strait Islander, with British and Japanese grandparents. I will
offer reflections on how my lived experience is often in tension with the conceptual frameworks that I
encounter in scholarship about Indigenous peoples, and also in scholarship about so-called ‘Australia’. By
identifying the risks and possibilities that such a binary enables, I aim to illuminate the challenges of call
and response in the relationship between Indigenous and non-Indigenous peoples, including scholars. I
caution against ideal relations, encourage an openness to failure, and – following Prof. Audra Simpson’s
politics of refusal – emphasize the right of Indigenous peoples’ to refuse to participate in practices of Call
and Response. Indeed, the right of Indigenous peoples’ to refuse Indigenous-settlers relations altogether.
（報告２）
「日本における先住民研究の（不）可能性：先住民の｢不可視性｣と入植者の｢不在｣」
石原真衣（北海道大学）
要旨：2005 年中村睦男北海道大学総長（当時）は、北海道大学とアイヌ民族との歴史的経緯を踏まえ全国的・
国際的な研究教育を実施することが「責務」であると宣言し、2007 年 4 月にはアイヌ・先住民研究センターが
設置された。設置から 15 年が経過した現在において、これまでのアイヌ民族に関する先住民研究を振り返り、
その可能性と不可能性について検討したい。現在同センターで展開されている先住民フェミニズムでは、日本
人の白人性について検討が行われている。本発表では、非先住民側の研究者が自己の人種的特権性に無自覚な
状況について指摘し、これらの経緯が先住民の不可視性と入植者／非先住民側の不在をもたらしていることを
明らかにする。その上で、今後日本において先住民研究をいかに発展しうるかについて述べたい。
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（報告３）“Challenges and prospects of call and response work with the Ainu: Reflections on efforts at
collaborative research of an American scholar based in Hokkaido”
Prof. Jeffry Gayman (Hokkaido University)
Abstract: Obviously, anyone engaged in field research will recognize the need to “Respond” to local needs
and aspirations by collaborating with the people who are the targets of one’s research activity, to centralize
their voice in all aspects of the research, and to honor local social dynamics. To not do so would be to leave
in place pre-existing structural and discursive power imbalances which have ramifications on multiple
dimensions. Yet, at the same time we are faced with the ethical dilemma in “Responding” of being privy to
knowledge of standards from elsewhere which could shape local conditions for the better if only local actors
knew about them. Sharp skills of distinction are needed in order to strike a balance between respect and
the need to take chances and be assertive to open up the possibility of discussion of alternative possibilities.
Additionally, there is the issue of what constitutes a “Call”: how can we balance multiple demands from the
local, national, and international levels, and to what extent should the efforts of other non-local “supporters”
be taken into account? In this presentation, the author, a professor at Hokkaido University, examines these
issues through several case studies of his work with local Ainu communities in Hokkaido.

豪日交流基金（AJF）助成企画Ⅱ（6 月 19 日 14:00-16:30）
【B 号館 101】
越境する人と文化：コロナ禍における観光と移動をめぐる諸問題
(Transnational flows of people and culture: Issues of Australian tourism in Covid-19 crisis)

Zoom ﾘﾝｸ

過去 2 年のコロナ禍は日豪関係においても観光や留学、
物流やビジネスなど、
大きな影響を与え続けている。
これらを踏まえ、本企画では日豪関係において重要な位置を占める観光を中心とした人の移動に焦点をあて、
オーストラリアの観光の現在と未来に関する議論を行う。初めに和歌山大学の永井隼人准教授が現代の観光に
関する動向や各発表者の議論の柱を示した後に、クイーンズランド州政府観光局のポール・サマーズ氏が今後
のクイーンズランド州への日本人訪問をコロナ禍以前の水準にいかに戻すかという観点について考察する。次
にクイーンズランド大学のモニカ・チェン上級講師が 2021 年の東京オリンピック開催および 2032 年のブリ
スベンでのオリンピック・パラリンピック開催決定を踏まえホスト都市が取り組む課題について考察する。
（企
画担当者：永井隼人会員、長友淳会員）
（報告１）“Trends and the current state of international tourism: A focus on tourism between Australia and
Japan”
Hayato Nagai (Wakayama University)
Abstract: The volume of international tourists has grown considerably for the past two decades, with Asia
and the Pacific showing steady growth. However, the COVID-19 pandemic has significantly affected global
tourism. The impact of the current pandemic on this sector is much larger than that of previous crises and
disasters, such as the 2003 SARS outbreak and the global financial crisis of 2008–2009. In this first
presentation of the symposium, the trends and current state of international tourism will be discussed first
in order to provide a broader picture of global tourism. The presentation will then focus on tourism between
Australia and Japan, with special attention given to Japan’s inbound markets. Although, prior to the
pandemic, tourists from Asian countries and regions represented major source markets for Japan,
Australian tourists had also greatly contributed to Japan’s tourism sectors and destinations, including
regional destinations; therefore, their return to Japan is awaited. As global tourism is now expected to enter
a phase of recovery, this presentation aims to encourage active discussion about the recovery and future of
tourism between Australia and Japan among the symposium participants.
（報告２）“Rebuilding Japanese travel demand to Australia: A State Tourism Organisation (STO)
perspective”
Paul Summers (Tourism and Events Queensland)
Abstract: Prior to the advent of COVID-19, the state of Queensland in Australia welcomed 219,000 visitors
from Japan (International Visitor Survey, YE Dec 2019). In 2022, now that Australia has re-opened its
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borders to Japan and the world, it is forecast that global leisure travel to Australia will not recover to 2019
levels until at least 2025 (Tourism Economics, 11 Oct 2021). For Queensland, which depended on 78% of its
Japan arrivals from the leisure sector (IVS, YE Dec 2019), this represents a challenge on how to rebuild
Japanese inbound flows into Queensland to a pre-pandemic level at a much faster rate. The role of Tourism
and Events Queensland (TEQ), as the official STO, in meeting this challenge to grow the Japanese visitor
economy is examined through four areas of aviation, distribution, industry engagement and marketing.
Importantly, TEQ’s recent digital transformation will redefine the organisation role in connecting with
Japanese travellers in a more proactive way at every point of their customer journey online. This, combined
with heightened awareness of the state in the build-up to the 2032 Brisbane Olympics, should see
Queensland track its recovery in the Japan market to a pre-COVID mark earlier than projected.
（報告３）“Passing the baton - From the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games to Queensland 2032:
Big impacts, small footprints”
Dr Monica Chien (The University of Queensland)
Abstract: As the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games drew the curtains, no doubt pride was felt by
everyone connected to the Games that was safely and successfully held amid a global pandemic. It was an
Olympiad like no other. The tensions in holding the world’s largest sporting mega-event were evident at
various stages, manifesting in a multitude of issues – athlete wellbeing, gender parity, social inclusion and
diversity, and environmental sustainability. Positive social impacts remain controversial and will be a
matter for debate for years to come. Passing the baton to the next Olympic host cities, Tokyo offered a wakeup call to some latent social issues. As the 2032 Olympic and Paralympic Games host, Queensland will have
10 “golden years” for legacy planning and addressing pointed questions with respect to the values of hosting
the Games. Simultaneously, it will have a challenging task of identifying and balancing numerous, even
conflicting, interests and objectives of diverse stakeholder groups across community, business and
government. This session provides a perfect forum for unpacking some of the key issues and discussing
what small footprints host cities need to make, particularly from the governance, trust and ethics
perspective, in order to create big impacts.

４．2022 年度全国研究大会 一般個別研究（日中合同企画）報告者および報告要旨
Zoom ﾘﾝｸ

6 月 19 日（日）10:00-12:30【B 号館 101】
（報告１）“A postcolonial analysis of Scott’s Benang: From the Heart”
LIU Kedong and XUE Rongli XUE (Harbin Institute of Technology, China)
Abstract: This paper aims to analyse the novel Benang: From the Heart which is written by Australian
indigenous novelist Kim Scott from the perspective of postcolonialism. In order to assimilate aborigines in
Australia, white colonists had taken a number of measures, but these measures aroused resistance among
aborigines. Genocide made many aborigines lose their lives and leave their homeland, but these victims
campaigned for armed insurrection to fight against colonists. Whites attempted to assimilate aborigines,
but they can not destroy aboriginal culture completely. White colonists isolated aborigines in every aspect,
but they are also resisted. Kim Scott reveals colonists’ oppression of Australian aborigines and shows
conflicts between white colonists and aborigines.
（報告２）“From the Hulan river to the bush: A comparative study on the autobiographical writings by
Xiao Hong and Miles Franklin”
LI Jingyan (Harbin Institute of Technology, China)
Abstract: Through the comparative analysis of the autobiographical writings by Xiao Hong and Miles
Franklin, a feminist inclination of the two masters can be perceived, along with the national characters of
the two different countries. As narratives for ordinary people, Xiao Hong delineates people’s livelihood at
the bottom of Chinese society; Miles Franklin portraits a bush girl growing up on early Australian farms.
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The motive of the former is not only the passive formation of the grand historical background outside in, but
also the deep personal experience, namely, the choice inside out, showcasing collective memory and national
characters. The choice of the latter mostly originates from personal life experience, that is, the natural
expression inside out, so her works advocate independence, individuality, persistence and rebel. Their works
both have strong local characteristics, as well as vivid national characters there and then.
（報告３）
「オーストラリアで働いた日本人の記録：瀧本庄太郎・藤田健児・村松治郎・榊原しげ乃」
鎌田真弓（名古屋商科大学）
（要旨）明治から昭和初期にかけて豪北部では、真珠貝採取業を中心に多くの日本人が働いていた。本報告で
は、共同研究グループが入手し翻刻・解説を行なった記録（日記・回想記・写真など）を紹介し、市井の人々
の記録を基にしたオーストラリア研究の新たな視座を提起したい。さらに、こうした個人の記録は世代交代と
ともに散逸・消失しつつある。その調査・保存・継承に関わる課題を考える。
（報告４）
「追手門学院大学での「日本人によるオーストラリア関係記録・写真のデジタルアーカイブ」構築」
南出眞助・阿部良子（追手門学院大学）
（要旨）追手門学院大学附属図書館では、主として民間（個人・団体）で所有されているオーストラリア関係
の古記録・古写真を中心に保存・公開する目的でデジタルアーカイブ構築を開始した。2021 年度は、もと兼松
シドニー駐在員家族の戦前期の写真、および鎌田真弓氏の科研の成果である、初期日系移民が残した日記・ス
ケッチ類のスキャンデータ画像のアーカイブ化を行った。このようなプロジェクトの意義を説明し、会員にも
広く協力を呼び掛けたい。
（報告５）
「オーストラリアの「人手不足産業」における新型コロナウイルス感染症の影響」
藤岡伸明（静岡大学）
（要旨）本報告は、鎌田真弓教授（名古屋商科大学）を代表とする共同研究（国境を越えた地縁社会：豪州出
稼ぎ労働者を繋いだ日本人商店主の現地適応戦術）の一環として行われるものである。本報告では、慢性的な
人手不足状況が見られ、移民・外国人労働者への依存度が高いと言われる農業などの人手不足産業において、
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う入国制限や国境管理の厳格化がどのような影響をもたらしているか
を、政府統計、業界刊行物、先行研究などをもとに考察する。

５．オーストラリア学会 第 30 回地域研究会（関西例会）のお知らせ
＊会員以外の方も参加できます。入場無料。
＊原則として事前申込みをお願いします。
＊状況により延期になる可能性があります。
◆日 時：2022 年 4 月 23 日（土）14:00～17:00
◆場 所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町 1－1
追手門学院大学 茨木総持寺キャンパス 5 階 A542 教室（予定）
◆事前申込み先：追手門学院大学国際学部 南出眞助 minamide@otemon.ac.jp
◆交 通：JR 京都線「総持寺」駅から北へ徒歩 15 分、または路線バス 5 分
◆研究発表：「2022 年連邦総選挙：カギを握るのは女性か？」
杉田弘也（神奈川大学）
2019 年の連邦総選挙からほぼ 3 年が経過し、5 月 14 日ないし 21 日にオーストラリアの第 47 回連邦総選挙
が行われると予測されている。3 期 9 年続いた自由党・国民党連合政権は、各種世論調査から判断すると劣勢
にあり、労働党に政権が移りアンソニー・アルバネイズィ（愛称アルボ）が首相となる可能性もかなりあるよ
うに思われる。本報告では、オーストラリアの選挙制度を概観したのち、ここ 3 年間（第 46 議会）の政治動
向を踏まえたうえで、今回の選挙の争点を考察したい。特に今回注目を集めていえるのは女性候補者と女性有
権者の動向であり、争点や結果に大きな影響を及ぼすものと考えられる。特にその点に注目しつつ選挙の行方
を展望したい。
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◆話題提供：
「追手門学院大学＜日本人によるオーストラリア関係記録・写真のデジタルアーカイブ＞の構築」
南出眞助（追手門学院大学）
これまで追手門学院大学附属図書館オーストラリア・ライブラリーでは、「オーストラリア論文データベー
ス」や、オーストラリア学会会員の協同による「オーストラリア研究のためのリファレンスサイト」を立ち上
げ、情報発信を行ってきた。今回のアーカイブは、かつてオーストラリアに滞在した日本人による記録や写真
をデジタル化して保存・公開する目的で、2021 年度豪日交流基金の助成金を得て開始した。そのうち「藤田健
治スケッチブック―戦前期真珠貝採取出稼ぎ者の追想―」は、鎌田真弓氏を代表者とする科研調査によるスキャ
ンデータの移管を受けたものである。今後は個人の記録だけでなく、日系コミュニティの記録なども収集した
いので、オーストラリア学会会員の協力を仰ぎたい。

６．
「日本学術振興会育志賞」の学会推薦について
本学会に「日本学術振興会育志賞」の推薦依頼が来ています。応募条件等の詳細は日本学術振興会ホームペ
ージでご確認ください。本学会からの推薦を希望される方は、4 月 25 日（月）までに事務局宛てに「推薦希望
書」（書式自由、A４判１枚程度）をご提出ください。
「推薦希望書」に基づき本学会理事会で審議し、学術振興会への推薦可否を判断いたします。学術振興会へ
の推薦が決定した場合には、種々の必要書類の記入・作成をお願いすることになります。
なお、2021 年度の受賞者のリストはこちらです。
https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/data/ichiran/12th_ikushi_list_jp.pdf
※「推薦希望書」提出先：オーストラリア学会事務局 asaj-post@bunken.co.jp

７．会費納入のお願い
年会費の請求は年度の始まり 4 月に行いますが、年会費が納入されると、納入時期にかかわらず未払い年度
がある場合そこへ充当されます。たとえば 2022 年 5 月に年会費を納入しても、2021 年度未払いの場合、それ
は 2021 年度の会費となります。すなわち、2022 年度は未納ということになります。また 2020、2021 年度未
払いの場合、2020 年度分の会費納入になります。
＜会費が未納となっている会員の皆様へ＞
会費が未納の皆様へは、請求を別便にて送付します。未納年度分（2021 年度を含め最多 3 か年）を速やかに
振込票にて納入願います。未着の方はアカデミーセンター「オーストラリア学会」担当宛てまでお知らせ願い
ます。なお、会費振込票に会員名の記載がない場合、振込会員を特定できないため、必ず会員名をお書きくだ
さい。また原則領収書は発行しておりません。郵便振替票の受領書などをご利用願います。
会費未納の会員の皆様には、当該年度の会費納入が確認され次第、学会誌『オーストラリア研究』
（現在 2022
年 3 月発行、第 35 号）までをお送りしております。事務局では 3 か年分の在庫を保管しておりますので、順
次発送しておりますが、お手元に届くまで若干時間がかかる場合もあります。会費納入にもかかわらず未着の
学会誌がありましたら、恐縮ですが、学会事務局（アカデミーセンター）にご連絡ください。

８．
「マイページ」登録と内容更新のお願い
オーストラリア学会では会報の電子化を進めて参りました。2019 年度まで学会直前号のみ他の配布物と併
せ紙媒体で発行しておりましたが、2020 年度より学会直前号を含むすべての会報を電子化しました。会報電子
版は学会ウェブサイトに掲載されますが、発行のお知らせは「マイページ」に登録された電子メール宛てに送
られます。アドレスの登録・確認・更新をお願いいたします。
マイページ URL：https://www.bunken.org/asaj/mypage/User
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９．
『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
オーストラリア学会では、
『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。投稿要領・投稿申込書・投稿先はウェブサイトをご参照ください。投稿申込書もウェブサイト
からダウンロードしてください。2023 年 3 月刊行予定の第 36 号の投稿は 2022 年 8 月末で締め切ります。不
明な点などがあれば、編集担当理事・塩原良和（shiobara@law.keio.ac.jp）までお問い合わせください。
第 12 号以降、会員の研究文献目録を掲載しております。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、翻訳などの中から、オーストラリア学会の趣旨に関係する研究文献を選び、電子メール
でお知らせください。締め切りは 2022 年 10 月 30 日です。記入例はバックナンバーを参照し、掲載書式に準
ずる形でお送りください。
投稿先：〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5 アカデミーセンター「オーストラリア学会」担当
TEL：03-6824-9372 FAX：03-5227-8631 Email：asaj-post@bunken.co.jp
『オーストラリア研究』ウェブサイト：http://australianstudies.jp/publish/index.html

10．新刊書のご案内
佐竹知彦(著)『日豪の安全保障協力：
「距離の専制」を越えて』勁草書房、
2022 年 3 月刊行、A5 判、232 頁、4,180 円（税込）
中国脅威論が高まる現在、日本とオーストラリアは「準同盟」と言われる
まで関係を強化した。これまでの軌跡をたどり、今後を展望する。
ともに民主主義的価値観を持ち、アメリカと同盟を結ぶ日本とオースト
ラリア。中国に対抗する日米豪印「クアッド」でも注目を浴びる日豪両国
は、どのように「準同盟」と呼ばれるまで関係を深化させてきたのか？
中国への認識ではどんなギャップがあり、どのように収斂していったの
か？ 新進気鋭の安全保障研究者が検証する。
写真と紹介文の出典：勁草書房ウェブサイト
https://www.keisoshobo.co.jp/book/b601018.html
田村恵子(著)『戦争花嫁 ミチ 国境を越えた女の物語り』梨の木舎、
2022 年 3 月刊行、四六判、192 頁、1,700 円＋税
1950 年代前半、約 650 人の日本人戦争花嫁がオーストラリアに到着し
た。この女性たちは、連合軍占領下の日本でオーストラリア人兵士と出
会い、新しい人生を切り開くために、妻としてあるいは婚約者としてオ
ーストラリアに渡った。本書はそのうちの一人、ミチの物語である。
日本人戦争花嫁たちが持っていた冒険心と好奇心、周囲に惑わされない
独立心が、新しい挑戦に向かわせた――。
オーストラリア在住の著者がインタビューを重ねた 1 冊。
写真と紹介文の出典：梨の木舎ウェブサイト
https://nashinokisha.theshop.jp/items/61057392
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【諸届出／連絡先】
〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5 アカデミーセンター「オーストラリア学会」担当
TEL：03-6824-9372 FAX：03-5227-8631 Email：asaj-post@bunken.co.jp
【オーストラリア学会事務局】
〒340-0042 埼玉県草加市学園町 1-1 獨協大学外国語学部 永野隆行研究室気付
TEL：048-943-1242 Email：tnagano@dokkyo.ac.jp
会費振込先：００１９０‐３‐１５７０６３ 加入口座名：オーストラリア学会
※ 本会報は学会記録のほか、会員からのご意見や著書・新刊情報などを掲載します。学会事務局までお送り
ください。なお紙面の制約上、掲載できない場合がありますことをご了承ください。
［編集担当：藤岡伸明（静岡大学）／編集協力：小野塚和人（神田外語大学）
］
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