
支部長挨拶 

 
新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され、さまざまに制約の多い状況が続いておりま

すが、会員の皆様にはご健勝のことと存じます。 
 
この間、執行部、運営委員会、事務局において、今年度の関西支部の行事をどのように

するか検討を重ねてまいりました。その結果、まことに残念ながら、5月の総会は実地
には開催せず、支部ウェブ上で開催することにいたしました。また、総会では若島正先

生のご講演を予定しておりましたが、来年度に延期させていただくことにしました。会

員各位、また若島先生には大変申し訳ございませんが、何卒ご海容のほどお願い申し上

げます。ウェブ上での総会開催につきましては、別紙「総会の手順について」をご覧い

ただきたく存じます。 
 
新型コロナウイルスの今後の状況が見通せないなかで、6月以降の例会をどうするかも
考えて参りました。一つは多数の人が集まるような場を設定すること自体の社会的責任

（特に大学関係者は感染すると他に甚大な影響を及ぼしてしまいます）、今一つは会場

校から使用を許可されるかどうかの懸念があります。如上の観点から、6月～9月の例
会も実地に開催しないほうがよいのではないかと判断し、運営委員会でもお認めいただ

きました。この時期の支部例会では各種の企画が予定されていましたが、それらにつき

ましても延期とさせていただきました。関係する講師予定の会員にも大変ご迷惑をおか

けし、心苦しく思っております。 
 
しかし、実地での例会開催がなくなると、個人発表の機会が失われてしまいます。若い

会員には博士論文等の関係で業績を積む必要もあるかと存じます。そこで、支部ウェブ

上で例会を開催してはどうかと考えました。大まかには次のような手順です。 
 
１）前月の 20日までに発表受け付け。発表要旨、レジュメ、及び音声もしくはビデ
オによる発表を送付していただき、支部ウェブ上に掲載する（原稿そのものは掲

載しない）。 
２）当月 1 日から 15 日までウェブ掲載。この間に質問を受け付ける。質問は事務
局へお寄せいただく。 
３）当月 20日～末日まで発表者からの応答（音声、ビデオ、書面のいずれでも可）
を掲載する。 
４）以上をもって発表がなされたとみなす。 

 



このような方法で、8月、9月、11月、2月にウェブ例会を実施する予定としました（ま
た、今後の状況次第ですが、12 月大会時に個人発表の機会を設けることも考えており
ます）。詳しくは、追って支部ウェブ上でお知らせいたします。 
 
このような例会中止の判断をするのは現時点では早すぎると思われるかもしれません。

しかし、例会が開催されるのかどうか、あやふやな状態で会員に不安を感じさせるより

も、現時点ではっきり方針を打ち出しておいた方がよいと考えました。６月～９月にコ

ロナウイルスが終息していた場合、実地に例会を開催しなかったことに対してご不満は

出てくるだろうと存じますが、会員が安全な環境で安心して支部活動に参加できるよう

にすることが、執行部、事務局としての責務だと考え、運営委員会にもお諮りし、ご了

承いただいた次第です。会員各位におかれましては何卒ご理解のほどお願いいたします。 
 
一日でも早く、新型コロナウイルスの感染が収束し、平常な状態で学会活動ができる日

が来ることを願っております。会員各位にもさまざまなご不便をおかけすることと存じ

ますが、ご理解、ご協力のほど重ねてお願い申し上げます。末筆ながら、各位におかれ

ましては、ご自愛専一のほどお願いいたします。 
 

2020年 5日 9日 
 

日本アメリカ文学会関西支部長 
西 谷 拓 哉 



日本アメリカ文学会関西支部 2020年度総会 提案趣旨説明 

 
議題 
① 2019年度会計報告（会計担当幹事） 
 資料の通りです。市川先生、鵜野先生による会計監査も受けております。 
 従来からの主な変更点は次の通りです。 
・昨年度は 9月に臨時総会を開催しました。そのため、「印刷費及び印刷関連経費」
において「臨時支部総会出欠葉書印刷」を計上しております。 

 ・『関西アメリカ文学』関連経費は、従来、「印刷費及び印刷関連経費」に組み入れ

ていましたが、これを独立させ、より明確に把握できるようにしました。 
・従来、「事務局運営費」の中に「さくらインターネット契約更新」に係る費用を組

み込んでいましたが、これを「ホームページ管理費」として独立させ、より明瞭

に把握できるようにしました。 
 
② 2020年度予算案（会計担当幹事） 
 資料の通りです。概ね昨年度実績に基づいて作成しておりますが、主なポイントをご

説明いたします。 
  ・「会議費・例会補助」は、今年度は実地での開催が減るため、昨年度実績より減

額しました。 
  ・印刷費及び印刷関連経費」は、今年度、評議員選挙が実施されますので、投票用

紙等の印刷の必要があり、昨年度実績より増額しております。 
  ・『関西アメリカ文学』関係は、昨年度並みとしております。 
  ・「事務局運営費」は、支部運営（電話連絡等）に係る補助として、事務局幹事（2

名）、会計幹事、ウェブ担当幹事に支給するものです。 
  ・「全国大会発表者旅費補助」は、全国大会が金沢大学で開催されるため、今年度

は計上しておりません。 
  ・「予備費」は、支部会員以外の講師招聘が増えた場合に備えて計上しております。 
 
③ 2020年度役員（支部長） 
 資料の通りです。昨年度から、一部、所属先が変更となっております。 
 
④ 2020年度行事予定（支部長） 
 新型コロナウイルスの感染拡大により、従来とは大幅に変更しております。詳しくは

「支部長挨拶」でご説明した通りです。 
 
⑤ その他（議長） 
 特に用意したものはございません。会員各位から何かご提案がございましたら、事務

局までお知らせください。 
 
以上の提案に関して、ご質問、ご意見等がございましたら、5月 19日（火）～5月 22
日（金）23：59 の間、総会のページで受け付けております。事務局へ直接お送りいた
だいてもけっこうです。 
 
以上、よろしくお願いいたします。 







日本アメリカ文学会関西支部  

2020年度予算書（案）  

自 2020年 4月  1日  

至 2021年 3月 31日  

 収入の部 (円)  支出の部  (円)  
前年度繰越金  3,268,582  

本部への会費納入※4  1,150,000  
一般会費※1  

8,000×218=1,744,000  
3,000×69= 207,000  
5,000×2=10,000  

1,961,000  

本部終身会員費※2  

10,000×5=50,000  
50,000  会議費・例会補助  30,000  

特別賛助会員費  

10,000×9=90,000  
90,000  講演関係費  50,000  

雑収入※3  4,050  郵送費  200,000  

  

印刷費及び印刷関連経費  150,000  
『関西アメリカ文学』  350,000  
人件費  30,000  
事務用品費  10,000  
事務局運営費  40,000  
振替・振込関連経費  20,000  
全国大会発表者旅費補助  0  
奨励賞  60,000  
予備費  30,000  
支出小計  2,120,000  

次年度繰越金  3,253,632  

合計 5,373,632 合計 5,373,632  
 ※1 一般会費は会費納入率を 85％として計算（小数点以下四捨五入） 

＊本部会員会費収入推定口数 256×0.85 = 218  〔290（本部会員）－2（本部終身会員ではない顧問）－27（顧問 4名を

含む本部終身会員）－5（新たに本部終身会員となる見込み数）= 256〕  

＊支部会員会費収入推定口数 81×0.85 = 69 〔53（支部会員）＋23（顧問を除く、2年目以降の本部終身会員）＋5（新

たに本部終身会員となる見込み数）= 81〕  

＊本部終身会員でない顧問の先生方（本部会費のみ）2 

※2 本部終身会員会費収入推定口数 5     

※3 会誌売上予想（1部 2,000円×2）＋利子  

※4 [本部への会費納入額の算出方法]  本部会員会費収入推定口数 218＋2（本部終身会員ではない顧問）= 220  5,000

×220 = 1,100,000 本部終身会員会費収入推定口数 5    10,000×5 = 50,000  



日本アメリカ文学会関西支部役員(2020年度) 

 
 
支部長 西谷拓哉（神戸大） 木原善彦  
副支部長  里内克巳（大阪大）       里内克巳 
幹事 杉澤伶維子（関西外国語大）        辻 和彦（近畿大） 
 池末陽子（龍谷大）            中 良子（京都産業大） 

荘中孝之（京都女子大）             中川優子（立命館大） 
木原善彦（大阪大）                     中村善雄（京都女子大） 
古賀哲男（大阪市立大）            難波江仁美（神戸市外国語大） 
浅井千晶（千里金蘭大）     新関芳生（関西学院大） 

 顧問  大井浩二                                 西谷拓哉 
 岩山太次郎              西山けい子（関西学院大） 
 別府惠子       橋本安央（関西学院大） 
 伊藤貞基       藤井 光（同志社大） 
 風呂本惇子       古木圭子（京都先端科学大） 
 馬場美奈子              三杉圭子（神戸女学院大） 
評議員 秋元孝文（甲南大）         水野尚之 
 石塚則子（同志社大）                    山本秀行（神戸大） 
 石割隆喜（大阪大）             吉野成美（近畿大） 
 金澤 哲（京都女子大）     渡邉克昭（大阪大） 
 貴志雅之（大阪大）             監査員     市川美香子 
                        鵜野ひろ子  
              
     
 
地区委員 
（京都）  森 慎一郎（京都大）      ウェブ担当    新関芳生 
 白川恵子（同志社大）  
  出口菜摘（京都府立大） （本部関係） 
  荘中孝之 代議員       水野尚之 
  大川 淳（京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大）  渡邉克昭 
（大阪） 古賀哲男 西谷拓哉 
  浅井千晶 里内克巳 
  天野貴史（摂南大） 大会運営委員 石割隆喜 
  李 春喜（関西大） 本部編集委員    
  中川千帆（奈良女子大） （支部選出） 辻 和彦 
（神戸） 高村峰生（関西学院大） 本部編集委員 
      松原陽子（武庫川女子大）       （代議員会選出） 里内克巳 
  坂根隆広（関西学院大） 西谷拓哉 

松永京子（神戸市外国語大）            渡邉克昭 
  浜本隆三（甲南大学）   本部事務局幹事   山本秀行 
編集委員 中 良子 塚田幸光（関西学院大）

 新関芳生 高村峰生 
 吉野成美                                          石塚則子  
 白川恵子 （HP 担当）    坂本季詩雄（京都外国語大） 
 古村敏明（神戸女学院大） 
 



2020年度行事日程と開催会場 

（日程、例会開催校等は変更になる場合がある。運営委員会、評議会は随時開催する）。 

日時 行事 会場 

4月 15日（水） 『関西アメリカ文学』論文応募締切  

4月 25日（土） 『アメリカ文学研究』論文応募締切  

5月 19日（火）～29日（金） 2020年度総会 ウェブ開催 

5月 23日（土） 編集委員会 オンライン会議 

7月 11日（土） 
 
編集委員会 関西学院大学（梅田） 

8月 1日（土）～31日（月） 
 
例会（個人研究発表） ウェブ開催 

9月１日（火）～30日（水） 例会（個人研究発表） ウェブ開催 

10月 24日（土） 例会（ミニ・シンポジウム） 会場未定 

11月 1日（日）～30日（月） 例会（個人研究発表） ウェブ開催 

12月 5日（土） 第 64回支部大会 神戸大学（人文） 

1月 9日（土） 臨時総会 大阪市立大学（梅田） 

2月 1日（月）～28日（日） 例会（個人研究発表） ウェブ開催 

3月 31日（水） 全国大会研究発表申し込み締切  

備考 ◎2020 年度日本英文学会大会 ウェブカン

ファレンス 

◎2020年度アメリカ学会年次大会 中止 

◎2020 年度日本アメリカ文学会全国大会 

10月 3日（土）、4日（日） 於 金沢大学 

◎2020 年度日本英文学会関西支部大会 12
月 20日（日） 於 近畿大学 

◎2021 年度大学入学共通テスト 1 月 16 日
（土）、17日（日） 

 

 

 


