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援補助制度」
、
「小規模 MICE 開催支援助成金」の支援を受
けたことを申し添えます。

目次
1. 日本イェイツ協会第 54 回大会、合同国際大会報告
2. 2019 年度第 55 回大会について
3. 新委員改選結果、新会長の就任について
4. 新会長 挨拶
5. 訃報
6. 寄贈図書
7. 会費納入のお願いとお知らせ(重要)
8. 『イェイツ研究』原稿募集
9. メーリングリストご登録お願い、会員の住所・所属
等の変更について

2. 2019 年第 55 回大会について
第 55 回大会は愛知学院大学（日進キャンパス、また
は名城公園キャンパス）において 11 月 16 日(土)、17 日
(日)の開催を予定しております。開催校を快くお引き受
けくださり、ただいま開催に向け準備を進めてくださっ
ている西谷茉莉子氏には深く感謝いたします。
本大会の基調講演でお迎えするのは協会員の中尾まさ
み氏です。シンポジウムは「19 世紀末のイェイツ作品群」
のテーマのもと司会・構成を小堀隆司氏が担当し、ワー
クショップ「イェイツとお金」は司会・構成を伊東裕起
氏が務められます。
第 55 回大会もぜひご期待くださいま
せ。
研究発表をされる方を募集しております。発表をご希
望の方は、6 月 20 日までに仮のタイトルと概要を添え事
務局の諏訪(tomoaki.suwa@gmail.com)へご応募願います。
また、シンポジウム、ワークショップの発表に参加を希
望される方も諏訪までお知らせ願います。
司会の小堀氏、
伊東氏へ取り次がせていただきます。

1.日本イェイツ協会第 54 回大会、合同大会報告
2018 年度大会を 12 月 14 日(土)、
15 日(日)に京都大学
百周年時計台記念館において開催しました。大会は日本
イェイツ協会としては初めての試みとなる、国際イェイ
ツ協会との合同国際大会でした。予算の規模も大きく、
予測の難しい運営の連続ではございましたが、皆様のご
協力のもと無事に大会を終えることができました。大会
の開催にご尽力くださいました真鍋晶子氏、会場の調整
を多方面でしていただきました池田寛子氏、プログラム
等の作成にご協力くださいました西谷茉莉子氏、また、
奥田良二前会長をはじめとする大会実行委員会の皆様、
司会をお引き受けくださった委員の皆様、当日ご参加い
ただいた会員の皆様には心より御礼申し上げます。お手
伝いくださった京都大学の学生の皆様にもたいへんお世
話になりました。ありがとうございました。
初日は、基調講演 2 本、研究発表 9 本、イベント 2 本、
2 日目は、研究発表 10 本、基調講演 3 本というプログラ
ムでした。ほぼすべての研究発表が 2 部屋同時に進行し
たため、例年こちらに掲載している詳細な大会報告は控
えさせていただきますが、発表者は「イェイツと笑い」
のテーマを中心に、複数のカテゴリーに分かれ発表いた
しました。特に基調講演などは用意していた席では足り
ず、部屋の両脇に設置した椅子も埋まるほどの盛況で、
合計 10 カ国以上から集った参加者が、活発な議論、充実
した意見の交換を行いました。
協会ホームページ「Kyoto Symposium 2018」に当日の
プログラムと発表要旨を掲載しております。そちらも併
せてご覧いただければと存じます。最後に、合同国際大
会を開催するにあたり、公益財団法人京都文化交流コン
ベンションピューローより「京都らしいＭＩＣＥ開催支

3. 新委員改選結果、新会長の就任について
2018 年前期をもって委員の任期が終了したことに伴
い、新委員の改選を郵送により行いました。2018 年 11
月 24 日(土)に青山学院大学において、海老澤邦江氏、三
好みゆき氏、
諏訪の３名で構成された選挙管理委員会に、
立会人の柿原妙子氏を加え、厳正なる開票作業が行われ
ました。その結果、25 名の方々が 12 月 14 日(金)の委員
会で選出され、翌日の大会総会において承認を受けまし
た。新委員は以下の通りです。
浅井雅志（以下、敬称略）
、池田寛子、石川隆士、伊東裕
起、岩田美喜、海老澤邦江、奥田良二、柿原妙子、木原
誠、小堀隆司、佐藤容子、諏訪友亮、高橋優季、伊達恵
理、伊達直之、谷川冬二、栩木伸明、中尾まさみ、中村
麻衣子、西谷茉莉子、松村賢一、真鍋晶子、三神弘子、
三好みゆき、山崎弘行
また、14 日の委員会では、任期を終える奥田良二前会
長の後任として新委員より佐藤容子新会長が選出され、
同じく大会総会にて承認されました。事務局長と会計は
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諏訪友亮と三好みゆき氏が引き続き務めます。新体制の
もと、協会の発展に尽力して参ります。今後とも会員の
皆様からのご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上
げます。

協会の中心的な人物のお一人でした。
清水博之先生
東京医科大学名誉教授の清水博之先生が2019 年2 月4
日にご逝去されました。
清水博之先生は長年協会員でいらっしゃり、
第 31 回大
会のシンポジウム「"Vacillation"を読む」にパネリスト
としてご登壇され、また佐野哲郎先生編の論文集『豊穣
の風土ーー現代アイルランド文学の群像』にもベケット
論をご寄稿されております。

4. 新会長 挨拶
このたび日本イェイツ協会会長に選出されましたこと
は、研究者としての道に進んでより、長きにわたってイ
ェイツ研究に携わってきた身としまして、大変名誉なこ
とと感じております。この機会に、奥田良二前会長なら
びに歴代会長の方々、そして歴代執行部の方々のご貢献
にあらためて深謝申しあげます。
昨年 12 月には、日本イェイツ協会は、国際イェイツ協
会（IYS）との連携のもと、京都シンポジウムを京都大学
で開催し、大成功を収めました。私は、奥田前会長、真
鍋晶子氏と共に、2015 年にリムリックで開催された国際
イェイツ協会第一回大会において「イェイツと日本」と
いうテーマでパネルを組ませていただきましたが、その
折に、2018 年にはぜひ京都でシンポジウムを開催してほ
しいという要望が大会参加者から寄せられました。それ
が、素晴らしいかたちで実現の運びとなりましたのも、
日本イェイツ協会の会員の皆様方のご尽力の賜物です。
このような国際イェイツ協会との連携をはじめとする
海外の研究者との交流を含め、様々な広い文脈のなかに
イェイツ研究を開いていくことが、研究の深化のために
は今後ますます重要になっていくと存じます。その活動
拠点としての役割を本協会が果たすべく、新執行部なら
びに委員の皆様そして協会員の皆様方のご支援を得なが
ら、共に歩んでいきたいと存じます。
最後になりましたが、昨年の 12 月には、日本イェイツ
協会会長を務められた神戸親和女子大学名誉教授の松田
誠思氏がお亡くなりになり、協会員はみな深い悲しみに
沈みました。松田先生は、常に温かい目配りをもって協
会の活動を精力的に支え続けてこられました。そのご遺
志を少しでも継ぐことができますよう、微力ではござい
ますが、協会発展のために、私の最善を尽くす所存でご
ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

先生方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

6．寄贈図書
・福田敬子、上野直子、松井優子編 『憑依する英語圏
テクスト――亡霊・血・まぼろし』音羽書房鶴見書店、
2018 年 8 月。ISBN：978-4755304125。協会員三好みゆき
氏が「憑依するスウィフト――W・B・イェイツの『窓ガ
ラスに刻まれた言葉』についての覚え書き」をご寄稿。
・木原誠『イェイツ・コード: 詩魂の源流/面影の技法』
小鳥遊書房、2019 年 1 月。ISBN：978-4909812032
寄贈くださいました著者の方々に厚く御礼申し上げます。

7．会費納入のお願いとお知らせ（重要）
別紙「会費納入状況のお知らせ」をご覧のうえ、一般
7000 円、学生 3000 円（2017 年度以降）を下記協会口座
へお振込み願います。2016 年度以前の会費（一般 5,000
円、学生 2,000 円）をまだ納入されていない方は、お振
込の際に振込人名の前後に年度の数字を入力していただ
ければ幸いです。 2016 年度以降 3 年分の会費納入が確
認されない場合、協会からの発送物をお届けできなくな
る恐れがございます。また、2017 年度委員会において、
未納のつづく方が 1 年度分をお振り込みになった場合は、
2 年度前の会費に充当することが承認されました。協会
は、会員の皆様方の会費で運営されております。ご協力
のほどよろしくお願い申し上げます。詳しくは同封の納
入に関する書類をご覧ください。

会長 佐藤容子

5．訃報
松田誠思先生
2018 年 12 月 25 日に松田誠思先生が永眠されました。
松田先生は国際イェイツ協会との合同大会開催にもご尽
力され、ご参加は叶いませんでしたが、間もなく復帰さ
れるだろうと思っていた矢先の悲報でした。心よりお悔
やみ申し上げます。
先生は 2000 年代初めに日本イェイツ協会会長に就任、
近年もシンポジウム・ワークショップの主催、研究発表
のご司会など精力的に活動され、文字通り日本イェイツ

振込先：ゆうちょ銀行
＊ゆうちょ口座からお振込
総合口座 ニホンイェイツキョウカイ
口座記号 １０１００
口座番号 ５１７１２８７１
＊他の金融機関からお振込
普通預金：ニホンイェイツキョウカイ
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店名：〇一八（ゼロイチハチ、セ〜でご検索）
店番：０１８
口座番号：５１７１２８７
（振込できない場合は 51712871）

8．
『イェイツ研究』原稿募集
『イェイツ研究』49 号の原稿を募集しております。締
切は 2019 年 5 月末日です。詳細につきましては、同封の
『イェイツ研究』49 号投稿規定をご覧ください。
皆さまの積極的な投稿をお待ちしております。
石川隆士編集委員長が退任され、新たに谷川冬二氏が
編集委員長として選出されました。石川先生、お疲れ様
でございました。新編集委員は以下の体制となっており
ます。
編集委員長 谷川冬二
編集委員
池田寛子、岩田美喜、真鍋晶子

9．メーリングリストご登録お願い
会員の住所・所属等の変更について
2019 年 1 月の委員会におきまして、会員の皆さまにお
届けするニューズレター「Unicorn」を、紙媒体からメー
リングリストによる PDF 配信に切り替えることが決定い
たしました。配信後は、協会ホームページの過去ニュー
ズレターのページにもアップロードされます。
つきましては、まだ協会メーリングリストへの登録が
お 済 み で な い 方 は 、 事 務 局 の 諏 訪
(tomoaki.suwa@gmail.com)までメールアドレスをご連絡
くださいますよう、何卒お願いいたします。該当される
方には別紙でもご依頼する所存です。
住所・メールアドレス・所属等の変更がございました
ら、お手数をおかけし恐縮ですが、メールもしくは郵便
等で下記の事務局までお知らせください。
ご協力のほど、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

<日本イェイツ協会は、
日本学術会議協力団体の登録団体
です＞
*****The Yeats Society of Japan**********
※事務局住所が変わりました
日本イェイツ協会事務局
〒150-8538 東京都渋谷区東１−１−４９
実践女子大学 英文学科 諏訪研究室内
Email: tomoaki.suwa@gmail.com
URL: the-yeats-society-japan.jp
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