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佐藤 容子

事務局⾧ 池田 寛子

１．2021 年度日本エズラ・パウンド協会との合同
大会の予定

事務局運営

中村麻衣子、西谷茉莉子、高橋 優季

会計 伊東 裕起
2021 年 11/13, 14 に日本エズラ・パウンド協会との合同
編集委員⾧ 谷川 冬二
大会を予定しています。
開催方法については 5 月に判断し、メールにてご報告いた
編集委員 岩田 美喜 木原 誠 眞鍋 晶子
します。
何らかの形で学会は開催し、研究発表の募集も行います。 ウェブ委員 伊東 裕起 山内正太郎
詳細につきましては5 月以降のメールをお待ちください。

4．
『イェイツ研究』52 号特別企画・原稿募集
２．2020 年度第 56 回日本イェイツ協会大会・総
会 オンライン開催報告

編集委員会よりお知らせ

総会 14:05-14:45

急募！

司会 高橋優希
議⾧ 真鍋晶子

『イェイツ研究』次号では、特集をふたつ組みます。そ

議題 1. 理事改選結果報告(諏訪友亮)

の原稿を募集します。

2. 2019 年度会計報告(三好みゆき)
監事 吉田文美、伊東裕起

特集のひとつ目は、
「◯◯の研究動向」
。お目に留まった

3. 2020 年度予算案(三好みゆき)

刮目すべき研究をご紹介ください。◯◯には、イェイツ

4. 2021 年度大会予定について

とその関連領域が入ります。アイルランドの詩人、文人
のほか、モダニズム、ナショナリズムなどの文学思潮も

ご歓談 14:45 - (ホスト: 諏訪友亮)

含みます。

３．理事改選結果
特集のふたつ目は、ご自身の文学へのアプローチのしか

日本イェイツ協会役員（2020 年度後期 2022 年度前期）

たに大きな影響を与えた書物のレコメンドです。
「この本
を読もう（仮題）
」として、既刊の好著を、いわゆる文学

（理事 24 名 50 音順 敬称略）

理論の領域にとどまらず広く、文学研究法再検討の観点

浅井 雅志、池田 寛子、伊東 裕起

から、説き明かしてください。

岩田 美喜、海老澤 邦江、奥田 良二
柿原 妙子、木原 誠、小堀 隆司

これらの特集企画にご参加いただける方は、
『イェイツ研
1

究』編集委員会宛てお申し出ください。〆切を 4 月末日

Century Perspectives from Kyoto (Reimagining Ireland Book

とします。どちらの企画も、文字数は 2,000 字程度。そ

97)(2020) で論文として読むことができます。

の性格上、査読は行ないません。よって、原稿そのもの

6．寄贈図書への御礼

の〆切は、7 月末日とします。

水崎野里子著、『家族の肖像』 ([新]詩論・エッセイ文庫

なお、これらの特集と並行して、論文および研究ノート

11)土曜美術社出版販売、2020 年 10 月

の募集を、例年通りに行なっています。後者、研究ノー
トの投稿がしばらく途絶えているのは、もったいないこ

「英文学研究雑誌 Oberon」 第四十三巻

とだと感じています。論文としての要件を一部欠いてい

オベロン会

るとしても、ユニークな着想を研究ノートの形で一度ま

伊達恵理氏による寄贈）

Seán Golden, ed.,Yeats and Asia: Overviews and Case

とめて公表しておくことには、充分な意義があるからで

Studies (Cork: Cork UP, 2020). (佐藤容子・真鍋晶子両氏に

す。そのためのカテゴリーです。ご活用ください。

よる寄贈)

申し込み先：

寄贈くださいました著者のみなさまには重ねて御礼申し

『イェイツ研究』編集委員会

上げます。

<ta2gawa@konan-wu.ac.jp>

7．会費納入のお願い

日本イェイツ協会事務局
<ikeda.hiroko.2v@kyoto-u.ac.jp>

5.

第一号

2020 年度会費納入(一般 7,000 円、学生 3,000 円)をま
だ済まされていない方は納入をお願いいたします。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。すでに会費をお支払いくだ
さいました皆様にはお気遣いに深く感謝いたします。
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

国際イェイツ協会 学会報告

2020 年 12 月 11 日と 12 日の二日間、国際イェイツ協会の年
次大会が Zoom を使用したオンライン形式により Łódź 大学
主催で開催されました。日本からは佐藤容子氏、真鍋晶子氏、
谷川冬二氏、西谷茉莉子氏が参加され、三宅伸枝氏の研究発
表がありました。両日とも日本時間でおよそ午後 6 時から午
前 2 時の間、活発な発表と質疑応答がネット上で展開されま

＊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
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）

した。テーマは Yeats and Popular Culture、分析対象はイェ
イツの作品や関連した文献の他、映画、歌詞、アメコミ、
Internet meme、audio archive など多岐にわたり、イェイツ
を起点とする文化の拡がりを感じさせるものであったという
ことです。参加された方々のご報告は、世界各地をつなぐオ
ンライン学会の潜在的可能性に希望を与えてくれるものでし
た。来年の学会はイギリスのヨーク大学で、Matthew

<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**********

Campbell 氏を中心に開催されます。
国際イェイツ学会の入会
方法などについては URL をご参照ください。
https://internationalyeatssociety.org/

日本イェイツ協会事務局
国際イェイツ学会は活発な活動を続けており、学会に基づく

〒606-8051 京都市左京区吉田二本松町

論文集 Yeats and Asia: Overviews and Case Studies (2020)

京都大学人間・環境学研究科

も出版されました。日本イェイツ協会会員の論文も入ってお

池田寛子研究室内

り、ネット上で目次なども閲覧できますので、ご参照くださ

Email: ikeda.hiroko.2v@kyoto-u.ac.jp

い。京都での国際イェイツ学会 (2018) の研究発表の一部は、

Irish Literature in the British Context and Beyond: 21st

URL: http://the-yeats-society-of-japan.jp
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