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平成 26 年第 30 回日本中東学会年次大会暫定プログラム
第 30 回記念年次大会実行委員会から、
大会プログラムの大枠をお知らせいたします。
先日は日本中東学会第 30 回年次大会への発表をお申し込みいただき、
誠にありがと
うございました。現在までに発表申込みは、個人発表 48 名と企画セッション 2 組を受
け付けました。申し込まれた全員の発表申し込みを承認いたしました。今後の必要な
手続きにつきまして、発表者のメールアドレスに近日中にレジュメの送付依頼をお送
りいたします。
なお、研究発表要旨提出の締め切りは 2 月 25 日（火）といたします。発表予定の皆
様には、添付ファイルのご案内を熟読して、締切日までに手続きを取っていただきま
すよう、お願い申し上げます。
確定後のプログラムおよび参加費の振込先などの詳細については、今後、郵送いた
します大会案内やニューズレター次号にて、逐一、お知らせする予定です。

日本中東学会第 30 回年次大会日程
1．開催場所：東京国際大学第 1 キャンパス 6 号館
(埼玉県川越市的場北１－１３－１、池袋駅より東武東上線急行で 40 分、霞ヶ関駅下
車徒歩 5 分)
2．日程・時間
第 1 日目：2014 年 5 月 10 日（土曜日）
12:00 開場
13:00 開会宣言、実行委員長挨拶、学会長挨拶
13：15～16：00 公開講演会・公開シンポジウム
「中東学会の 30 年を振り返って」
この 30 年間の中東地域の政治・経済的・文化的変容を考え、日本における中東地域研究の変化・
発展を回顧するとともに、今後の新たな研究の発展へ向けて提言を行う。

13：15～13：55 基調講演：板垣雄三（東大名誉教授）
「学知の建て替えに向けて－－日本中東学会に托された課題」
14：00～17：00 シンポジウム：
（発表：20 分×5 人、討論：40 分、フロアー20 分）
司会（塩尻和子）
赤堀雅幸、私市正年、黒木英充、永田雄三、山岸智子
17:00～17：10 休憩
17:10～18:15 学会総会
18:30～20:30 懇親会(東京国際大学 1 号館食堂)
司会（田村愛理）
開会：学会長挨拶
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東京国際大学、総長挨拶
来賓挨拶（KAMES）
閉会：実行委員長挨拶
第 2 日目：2014 年 5 月 11 日（日曜日）
09：00～16：00 研究発表（全 8 部会を予定）
09：00～16：00 企画セッション
3．参加費などは以下のようにいたします。
参加費は 1000 円、懇親会費は 5000 円(学生は 3000 円)、2 日目の弁当代 1000 円
会費などの振込用紙は、3 月中に郵送するプログラムに同封いたします。
懇親会費及び弁当代は希望者のみです。霞ヶ関駅から大学へ来られる途中にコンビ
ニもあり、周辺にも昼食が取れる店がいくつかあります。
連絡先
日本中東学会第 30 回年次大会実行委員会事務局
〒350-1197 埼玉県川越市的場北 1-13-1
東京国際大学第 1 キャンパス、国際交流研究所；iiet@tiu.ac.jp
塩尻和子研究室；s-kazuko@tiu.ac.jp
＊緊急のご連絡の際のみ、以下の電話をお使いください。
東京国際大学国際交流課；049-277-5951（担当；宮川純子）
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東京国際大学第 1 キャンパス構造図
正門は 07 の図書館棟の左手前にあります。正門から、万国旗が立っている道を入り、
02 の 2 号館の右手を通って、少し奥へはいると 06 の 6 号館があります。

6 号館の配置図（2014 年 3 月に改装予定、改装後は改めてご案内をいたします。
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理事会報告
【2013 年度第 2 回理事会】
日時：2013 年 10 月 19 日（土）午前 9 時 30 分～12 時
場所：上智大学中央図書館 9 階 914 室
出席：栗田禎子、赤堀雅幸、飯塚正人、江川ひかり、粕谷元、酒井啓子、長沢栄治、
林佳世子、保坂修司、松本弘、三浦徹、森本一夫、山口昭彦
欠席：臼杵陽、小杉泰
［議題］
1．2014 年度公開講演会（2014 年 11 月 2 日）開催と科研費申請について（科研費申請
を承認した）
2．WOCMES2014 アンカラ大会（2014 年 8 月 18-22 日）について（助成金申請を承認
した）
3．AFMA 大会（2014 年 12 月 13-14 日）開催と科研費申請について（科研費申請を承
認した）
4．AJAMES 編集状況・2014 年度科研費（国際情報発信強化）申請について（科研費
申請を承認した）
5．
年次大会への理事会の関わり方について
（大会実行委員会との役割分担を確認した）
6．中東研究文献データベース・アルバイト代単価の値上げについて（週 1 回の更新費
を 1,000 円から 2,000 円にあげることを承認した）
7．30 周年企画について（座談会開催等の案が報告された）
（山口 昭彦）

『日本中東学会年報（AJAMES）
』編集委員会報告
『日本中東学会年報（AJAMES）
』編集委員会よりご報告いたします。
1．29-2 号刊行のお知らせ
29-2 号は例年と比較して編集作業が若干遅れておりましたが、現在印刷作業に入っ
ております。近いうちにお手元に届くと思います。論文 2 作（＋特集）
、研究ノート 1
作、
書評 1 作が掲載されています。
会員の方で冊子がお手元に届いていない場合には、
事務局にご一報ください。
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2．30-1 号編集中
現在、30-1 号は昨年 12 月 1 日に締め切り、現在審査・編集作業中です。2014 年 7
月の刊行予定です。
3．30-2 号 投稿募集中
30-2 号は 6 月 1 日締め切り予定です。
また、AJAMES は常時、博士論文要旨の投稿を受けつけております。博士論文を執
筆したかたはぜひ投稿をご検討いただければと思います。また、身近に博士論文を執
筆したかたがいらっしゃれば、ぜひ投稿を呼びかけてください。
なお、AJAMES では、会員のみなさまの研究成果の幅広い広報を考慮し、欧文によ
る投稿を推奨しております。論文・研究ノート・書評など、欧文による投稿をお待ち
しております。その他、英文による特集の企画がありましたら、ぜひご投稿ください。
4．本誌に関するお問い合わせ
本誌に関するお問い合わせ先、原稿投稿先は以下のとおりです。
〒104-0054 東京都中央区勝どき 1-13-1 イヌイビル・カチドキ
日本エネルギー経済研究所中東研究センター 保坂修司
『日本中東学会年報』編集委員会気付
E-mail: ajames-editor @james1985.org あるいは ajames-editor@tufs.ac.jp
（
『日本中東学会年報』編集委員長 保坂 修司）

寄贈図書
【単行本】
加藤博・岩崎えり奈著『現代アラブ社会：
「アラブの春」とエジプト革命』東洋経済新
報社、2013 年。
厳網林・田島英一編『アジアの持続可能な発展に向けて：環境・経済・社会の視点か
ら』慶應義塾大学出版会、2013 年。
日本大学生物資源科学部国際地域研究所編『国際的な動物園ネットワークを用いた野
生動物感染症の早期警報システム』龍渓書舎、2014 年。
日本西アジア考古学会西アジア考古学講義ノート編集委員会編『西アジア考古学講義
ノート』日本西アジア考古学会、2013 年。
水谷周著『イスラームの精神世界：信仰の日々』日本サウディアラビア協会、2013 年。
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【逐次刊行物】
『アラブ・イスラム研究』第 11 号、関西アラブ研究会、2013 年。
『オリエント・ゼミ報告』第 VII 号、岡山市立オリエント美術館オリエント・ゼミ、2013
年。
『季刊アラブ』No. 147、日本アラブ協会、2014 年。
『地域研究コンソーシアムニューズレター』No.15、地域研究コンソーシアム、2103 年。
『dimensions international: サウジアラムコ季刊誌』サウジアラムコ、2013 年夏号。
Bulletin of the American Research Center in Egypt. No. 203 (Fall 2013). American Research
Center in Egypt, 2013.
Perceptions: Journal of International Affairs. Vol. XVIII, No. 2 (Summer 2013). The Center for
Strategic Research of the Ministry of Foreign Affairs (SAM), Turkey, 2013.

会員の異動
【新入会員】
河野 敦史
武田 祥英
中島 悠介
萩原 優
Saleh A. Almani

事務局より
年度末が近づき、会員の皆様もお忙しい毎日をお過ごしのことと思います。
事務局が移転して早 1 年が経とうとしています。不慣れな仕事に相変わらず右往左
往していますが、幸い大きなミスをすることなく、何とかここまでやってきました。
今年は、年次大会が 30 回という記念すべきものになるだけでなく、夏にトルコのア
ンカラで WOCMES（第 4 回中東研究世界大会）があり、秋には京都大学で AFMA（ア
ジア中東学会連盟）の大会が開かれます。まさにイベントづくしの一年になりそうで
す。
（山口 昭彦）
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編集後記
今年の年次大会は、30 回目の記念大会です。実行委員会の方々が、企画や構成に一
生懸命取り組んでくれています。特に初日の公開イベントは、興味深い内容になるこ
とと思います。どうか、ご期待ください。
ニューズレター編集担当になって、4 回目の発行です。ようやく 1 年で、一回りし
ました。執筆者の方も、読者の方も、今後とも、よろしくお願い申し上げます。
（松本弘）
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会費納入のお願い
本会は会費前納制をとっております。会費に未納がある方は､本号のニューズレターに
郵便振替払込用紙が同封されておりますのでご利用ください。納入済の年度がお分かり
にならない場合は、事務局まで気軽にお尋ねください。AJAMES に未送付分がある場
合は､2012 年度以前の未納分会費の払込確認後お送りいたします。会費納入率は低い状
態が続いており、学会事務局の運営にも支障を来しかねない状況です。是非ともご協力
いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

日本中東学会ニューズレター 第134 号
発行日 2014 年 2 月 13 日
発行所 日本中東学会事務局

日本中東学会事務局
〒150-8938
東京都渋谷区広尾 4-3-1
聖心女子大学
山口昭彦研究室内
日本中東学会事務局
電話：03-3407-5685（直通）
電話・ファックス：03-3407-5613（史学研究室）
E メール: james@james1985.org
http://www.james1985.org
郵便振替口座：00140-0-161096（日本中東学会）
銀行口座：三井住友銀行渋谷支店（普）5346808
（日本中東学会 代表 栗田 禎子）
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