
日本中世英語英文学会 

第 34 回東支部研究発表会・ 

西支部例会（合同開催） 
プログラム 

■ 開催日 2018 年（平成 30 年）6 月 16 日（土） 
■ 会 場 三重県勤労者福祉会館  
 〒514-0004 三重県津市栄町 1 丁目 891 番地 
 連絡先 TEL: 059-231-9312（西村秀夫研究室） 

• 受  付［12:00–15:00］ 6 階エレベーターホール 

• 開会式［12:50–13:05］ 6 階講堂 （司会）同志社大学嘱託講師 森 ユキヱ 
   日本中世英語英文学会会長挨拶 ··················································· 岡山理科大学 地村 彰之 
   日本中世英語英文学会事務局長報告 ··················································· 広島大学 大野 英志 
   会場案内 ······················································································· 三重大学 西村  秀夫 

• 研究発表［13:10–14:40］ 
第一室 6 階講堂 

1.［13:10–13:40］ （司会）愛知教育大学 小塚  良孝 
 四福音書における属格の用法 ················································································· 日本大学 今滝 暢子 

2.［13:40–14:10］ （司会）愛知教育大学 小塚  良孝 
 Relative placement of the name and the title king in apposition: Its possible pathways of change 
    ··································································································· 白鷗大学 新川 清治 

3.［14:10–14:40］ （司会）慶應義塾大学 堀田  隆一 
 英語 R 音をめぐる諸問題 ······················································································ 大阪大学 神山  孝夫 

第二室 6 階研修室 
1.［13:10–13:40］ （司会）日本大学 杉藤 久志 

 The Romaunt of the Rose -A と原典の比較―sachiez, cuidier を中心に― ···················· 広島大学大学院 岩國  智子 

2.［13:40–14:10］ （司会）福山大学 中尾  佳行 
 チョーサーの夢物語詩の「鳥の囀り」と「ハーモニー」と「メロディ」 ········· 明治大学非常勤講師 小倉  美加 

（休憩［14:40–14:55］） 

• 支部総会［14:55–15:10］ 
 ［西支部総会］ 6 階講堂 （司会）大阪大学 三浦あゆみ 

   事務局報告他 ················································································· 三重大学 西村  秀夫 
   会計報告 ······················································································· 三重大学 西村  秀夫 
   会計監査報告 ··········································································· 広島修道大学 吉川 史子 
  ［東支部総会］ 6 階研修室 （司会）明治大学 狩野 晃一 

  事務局報告他 ··········································································· 東京未来大学 宅間  雅哉 
   会計報告 ················································································· 慶應義塾大学 井口 篤 
   会計監査報告 ··········································································· 東京理科大学 市川 誠 

• シンポジウム［15:10–17:40］ 6 階講堂 
中世文献から見える「世界」と「世界の広がり」―WHERE the east meets the west― 

   司会・総論 ·································································· 大阪大学他非常勤講師 藤井  香子 
   講師 ····························································································· 立教大学 唐澤  一友 
   講師 ·························································································· 名古屋大学 小栗栖  等 
   講師 ·································································· 大阪大学・摂南大学名誉教授 今井  光規 

• 閉会の辞［17:40–17:50］ 6 階講堂 ···································································· 東京未来大学 宅間  雅哉 

• 懇 親 会［18:30–20:00］ 会場：ホテルグリーンパーク津 1 階 「ル・ベール」（津駅直結） 

 

 



■ 注意事項 
 1. 会場への交通および建物の配置については、同封の案内図をご覧ください。 
 2. 受付は、6 階エレベーターホールです。 
 3. 支部会費（一般 2,000 円、非常勤講師、退職者、学生・大学院生 1,000 円）の納入につきましては、受付でご確認ください。

会費未納の方は、受付で申し受けます。当日のみ参加の方は、当日会員会費として 500 円を申し受けます。 
 4. 出張証明書を必要とされる方は西支部事務局（jsmeswest2017@gmail.com）にお申し出ください。 
 5. 会員、発表者、司会者は、6 階ロビーを控室としてご利用ください。 
 6. 昼食を済ませてご来場ください。 
 7. 喫煙は喫煙所でお願いいたします。 
 8. 懇親会費（学生・大学院生 4,000 円、それ以外の方は 6,000 円）は、当日受付でお納めください。 
 9. 乗用車での来場はご遠慮ください。 

日本中世英語英文学会西支部 ［事務局］ 

〒514-8507 三重県津市栗真町屋町 1577 三重大学教育学部 西村秀夫研究室内 
Tel/Fax: 059-231-9312 （直通） 

日本中世英語英文学会東支部 ［事務局］ 

〒120-0023 東京都足立区千住曙町 34-12 東京未来大学 宅間雅哉研究室内 
Tel: 03-5813-2540 内線 1414 



会場見取り図 
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全国大会準備委員会会議室（地階 特別会議室） 



交通アクセス 

 
■近鉄・JR 津駅東口より徒歩約 10 分 

 


