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Ⅱ 平成２３年度 事業報告 

Ⅰ.事業の概況 

 

 １.研究発表、討議、共同研究等 

 

（１） 第５３回大会を以下のように開催した。 

 

    実行委員会 紺谷 亮一（委員長）、谷一 尚（副委員長）    

    実行委員 ２名 

    日 時  平成２３年１１月 １９日（土）１３：００～２０：００ 

           １１月 ２０日（日）１０：３０～１６：３０ 

    会 場  ノートルダム清心女子大学 

    参加者  １７３名 

      公開講演（第３０１回公開講演会）  

    古瀬 清秀（広島大学大学院文学研究科、教授） 

     「広島大学のイラン考古学調査と２５年目の邂逅」 

    新納 泉（岡山大学大学院社会文化科学研究科、教授） 

     「空間情報科学で描く岡山県の古墳時代」 

      研究発表 ６部会で計４７発表、ポスターセッション１１グループで１１発表 

 

（２） 公開講演会を以下のように開催した。 

 

    第３００回公開講演会 

  講 師  大村 幸弘（(財)中近東文化センター附属アナトリア研究所所長） 

  演 題  「カマン・カレホユック発掘調査２５年」 

  日 時  平成２３年５月２１日（土）１３：００～１４：４５ 

  会 場  東京都千代田区神田錦町１－９ 東京天理教館９階ホール 

  参加者  ６７名 

    

 

（３） セミナーを以下のように開催した。 

 

① 香川オリエント協会と共催で、下記のようにセミナーを企画・開催した。 

     第２３回香川オリエント・セミナー        会場  中津万象園・丸亀美術館 

    日時・講演者・演題・参加人数 

   平成２４年３月１０日（土） 

       谷一 尚（日本オリエント学会会員、岡山市立オリエント美術館館長） 

     「正倉院白瑠璃碗の新知見」 

                        参加者６７名 



 ３ 

 

  ２．研究に必要な文献、遺物、標本などの収集、保存、公開 

 

（１） 海外から専門学術雑誌８１タイトル、国内から専門学術雑誌８０タイトル、内外の専門

書３０点を、主として寄贈・交換により収集した。 

（２） 学会事務局に資料室を設け、収集した文献等は会員等に公開した。 

（３） 機関誌 Orient 及び『オリエント』バックナンバーのデーターベース化と公開を独立行

政法人科学技術振興機構（JST）の電子アーカイブを通して進めた。 また、従来の

Journal@rchiveから J-STAGEへのシステム変更を行った。 

 

３．学会誌の刊行 

 

  （１）機関誌『オリエント』  年２回発行  

    第５４巻第１号 平成２３年９月３０日発行、２３３頁、１０００部発行。 

     論文７点、研究ノート２点、短報１点、追悼、新刊紹介１点、学会だより 

    第５４巻第２号 平成２４年３月３１日発行、２００頁、１０００部発行。     

 論文２点、研究ノート４点、学界動向１点、短報１点、新刊紹介２点、学会だより 

 

  （２）機関誌 Orient  年１回発行  

     Volume ＸＬⅦ  （２０１２） 平成２４年３月３１日発行、２２８頁、４００部発行 

      特輯論文６編、一般投稿論文２編 

 

  ４．実地調査 

 

  （１）エジプト・イスラエルなどオリエント地域で実施された日本人による実地調査を後援し

た。 

 

５． 専門研究者の育成 

 

（１）第３３回日本オリエント学会奨励賞を下記１名に授与し、研究を助成・奨励した。 

  杉江 拓磨  「前７世紀のアッシュルにおける『マルドゥク予言』の受容」 

       （『オリエント』第５３巻第２号掲載） 

 

（２） 第５３回日本オリエント学会大会に際し、１０名に成果発表支援を行った。 

 

（３）第１回日本オリエント学会三笠宮オリエント学術賞を下記 1名に授与し、その業績を顕

彰するとともに、当該分野の研究を助成・奨励した。 

      大村 幸弘   受賞業績「長年にわたるカマン・カレホユック遺跡の考古学発掘調

査並びにその定期的調査報告書 Anatolian Archaeological Studies：KAMAN 
KALEHÖYÜK, Vols. 9-16 (2000-2007)の刊行 



 ４ 

 

６．国内及び国外の他の学術団体との連絡、協力 

 

（１） 機関誌 Orient Vol. ⅩⅬⅦ を、国内の学術団体６０、国外の学術団体１５０に送付した。 

（２） 機関誌『オリエント』第５３巻第２号及び第５４巻第１号を、国外学術団体２０、 

        国内学術団体１５０に送付した。 

（３）東洋学・アジア研究連絡協議会に参加し、情報を収集した。  

  

７．会員の親睦協力を促進するための事業 

 

   懇親会を下記のように実施した。 

  日 時  平成２３年１１月１９日（土）１８：００～２０：００ 

 場 所  ノートルダム清心女子大学・カリタスホール     

         参加者６０名 

 

８．その他、定款に定められた目的を達成するために必要と認めた事業 

 

  「作文コンクール」を実施し、応募作品のうち入選者８名に賞状と副賞を贈り、入選者の在籍

する中学校・高等学校（前年度寄贈校除く）４校に『古代オリエント事典』を寄贈した。 

 

 

Ⅱ.処務の概要 

 １．役員などに関する事項        平成２４年３月３１日現在 

役名 氏 名 理事・監事就任年月日 担当職務 手当 現  職 

 会  長 

常務理事 

常務理事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

 

月本 昭男 

近藤 二郎 

小林 春夫 

赤堀 雅幸 

池田  潤 

井谷 鋼造 

江川ひかり 

岡田 保良 

鎌田  繁 

金原 保夫 

坂本  勉 

澤井 義則 

西秋 良宏 

長谷川 奏 

 

平成 6年5月24日 

平成 8年5月24日 

平成16年5月24日 

平成16年5月24日 

平成20年5月24日 

平成22年5月22日 

平成22年5月22日 

平成14年5月24日 

平成 8年5月24日 

平成22年5月22日 

平成22年5月22日 

平成22年5月22日 

平成18年5月24日 

平成22年5月22日 

 

会長 

常務理事 

常務理事 

広報／総務 

編集 

総務 

総務 

事業 

総務 

総務 

総務 

事業 

事業 

総務 

 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

 

立教大学教授 

早稲田大学教授 

東京学芸大学教授 

上智大学教授 

筑波大学教授 

京都大学教授 

明治大学教授 

国士舘大学教授 

東京大学教授 

東海大学教授 

 

天理大学教授 

東京大学教授 

日本学術振興会カイロ研究連絡
センター長 

 



 ５ 

 

 ２．職員に関する事項 

                           平成２４年３月３１日現在 

    事務局長 近藤 二郎  平成２２年５月２２日就任 手当なし  常務理事兼務 

  常勤職員 ２名（１名／週４日、１名／週３日） 非常勤職員 １名（週２日） 

 ３．役員会などに関する事項 

  

（１）理事会 

   第５１０回 理事会議事録   平成２３年４月１２日     

１） 会員の移動   入会：正会員 １名 

          退会：正会員 ３名 承認 

     ２）平成２３年３月分収支実績       了承 

     ３）平成２２年度事業報告書、決算報告書について       確認 

     ４）平成２４年度暫定予算           了承 

     ５）平成２３年度理事会開催日程について 了承 

     ６）平成２３年度科学研究費補助金の交付について 報告 

     ７）学会ホームページの管理運営について 申し合わせ 

     ８）編集印より抜き刷りの PDF化について 承認 

     ９）新法人移行について 検討 

   第５１１回 理事会議事録     平成２３年５月１７日 

     １)会員の移動 入会：正会員 ２名 

 退会：正会員 ８名      承認 

     ２）平成２３年４月分収支実績          了承 

     ３）三笠宮オリエント学術賞授与式手順       確認 

     ４）総会進行手順                  確認 

     ５）新法人移行ワーキンググループより         決定 

     ６）作文コンクールについて             承認 

     ７）同志社大学との共催講演会について      承認 

     ８）来年度大会開催校について                     承認 

     ９）「オリエント」刷新ワーキンググループより      承認 

      

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

 

監 事 

監 事 

春田 晴郎 

深見奈緒子 

堀川  徹 

前川 和也 

桝屋 友子 

山田 重郎 

 

後藤  明 

中田 一郎 

平成22年5月22日 

平成22年5月22日 

平成18年5月24日 

平成16年5月24日 

平成22年5月22日 

平成20年5月24日 

 

平成22年5月22日 

平成18年5月24日 

編集 

  事業 

事業 

総務 

総務 

編集 

 

監査 

監査 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

なし 

 

なし 

なし 

東海大学教授 

早稲田大学客員准教授 

京都外国語大学教授 

国士舘大学教授 

東京大学教授 

筑波大学教授 

 

東洋大学教授 

古代オリエント博物館館長 



 ６ 

   第５１２回 理事会議事録     平成２３年６月１４日 

     １）会員の移動 入会：正会員 ５名 

 退会：正会員 ２名、維持会員 ２名     承認 

     ２）平成２３年５月分収支実積                    了承 

     ３）第４８回会員通常総会議事録確認         承認 

     ４）第５回作文コンクールについて                   了承 

     ５）第３０回奨励賞受賞者の銓衡手続及び日程            了承 

     ６）第５３大会について                        承認 

     ７）第５４回大会について           説明 

     ８）新法人移行ワーキンググループより                 審議   

９）編集委員から                          承認 

     10）同志社大学一神教学際研究センターとの共催講演会について    説明/協議 

     11）会費納入について                      申し合わせ 

     12）9月理事会日程の変更について                   了承  

 

   第５１３回 理事会議事録     平成２３年７月１２日 

     １)会員の移動 入会：正会員 ３名 

 退会：正会員 １名、維持会員 １名   承認 

     ２）平成２３年６月分収支実績             承認 

     ３）第５４回大会について                     説明/確認 

          ４）第５３回大会について                       承認 

     ５）同志社大学一神教学際研究センターとの共催講演会について      検討 

６）新法人移行ワーキンググループについて               確認 

７）夏期閉室期間について             承認 

     ８）三島海雲記念財団「三島海雲学術賞」候補者推薦について       検討 

     ９）オリエント学会奨励賞について           説明 

     10）オリエント作文コンクールについて            説明 

      

   第５１４回 理事会議事録     平成２３年９月２０日 

     １）会員の移動 入会：正会員 ３名 

 退会：正会員 １名            承認 

     ２）平成２３年 7月分・８月分収支実績        承認 

     ３）理事候補選出に関する内規について              承認 

     ４）休会についての細則                   確認 

     ５）第５４回大会について            報告 

     ６）第５３回大会について           承認 

       ７）同志社大学一神教学際研究センターとの共催講演会について      承認 

     ８）新法人ワーキンググループより                申し合わせ 

     ９）平成２４年度科研費申請の確認                申し合わせ  

     10）欧文オリエントの名称                       承認 



 ７ 

   11）被災歴史史料保全活動への募金                申し合わせ 

12）CrossRef Metadata Services-Mendeley 追加の案内          承認 

13）公益認定等委員会だより                       承認  

 

  

第５１５回 理事会議事録   平成２３年１０月１８日 

     １）会員の移動 入会：正会員 １名 

  退会：正会員 １名           承認 

     ２）平成２３年９月分収支実績         承認 

     ３）情報公開規定について           承認 

     ４）平成２３年度日本オリエント学会奨励賞の銓衡について        承認  

     ５）第５４回大会について                    報告 

     ６）第５３回大会について                    申し合わせ 

     ７）同志社大学一神教学際研究センターとの共催講演会について      報告 

     ８）新法人ワーキンググル―プより                 審議継続   

     ９）科学研究費申請の確認                      了承 

     10）欧文オリエントの名称                       報告 

     11）編集委員会より投稿規定の変更                 審議継続                         

 

   第５１６回 理事会議事録   平成２３年１２月１３日 

     １）会員の移動 入会：正会員 ２名 

    逝去による退会：正会員 １名         承認 

     ２）平成２３年度１０月分、１１月分収支実績      承認 

     ３）作文コンクールについて（応募作品６１点）         

      入選者３名および学校賞２校        決定 

     ４）第５３回大会の報告                        承認 

     ５）第５４回大会について               承認 

     ６）新法人ワーキンググループより                 継続審議 

     ７）理事選挙について                 報告 

     ８）J-Stageとの打ち合わせ           報告 

      

 第５１７回 理事会議事録   平成２４年２月１４日 

         １）会員の移動 入会：正会員 ５名 

 退会：正会員 １名      承認 

 ２）平成２３年１２月分、平成２４年１月分収支実績    承認 

     ３）第５３回大会の報告                 承認 

      ４）第５４回大会について                     報告/了承 

     ５）新法人ワーキンググループより                  追加訂正 

 ６）理事選挙について             了承 

     ７）J-Stageについて         報告/承認 



 ８ 

     ８）編集委員会より投稿規程の改定について               承認 

     

 第５１８回 理事会議事録    平成２４年３月１３日 

  １）会員の移動 入会：正会員 ５名 

 退会：維持会員 １名                     承認    

      ２）平成２４年２月分収支実績              承認 

    ３）平成２４年度予算（案）について         審議/継続 

      ４）第４９回通常総会について         承認 

      ５）第５４回大会について            報告 

      ６）新法人ワーキンググループより        報告 /承認 

    ７）理事選挙開票結果報告                        承認  

    ８）J-Stageとの打ち合わせ                       承認 

    ９）栃木県オリエント協会セミナー講師について      説明 

   

 

 （２）総会 

第４８回会員通常総会        開催年月日：平成２３年５月２１日 

  議事事項 

   Ⅰ 総務報告             承認 

   Ⅱ 平成２２年度事業報告           承認 

   Ⅲ 平成２２年度決算報告             承認 

   Ⅳ 平成２３年度事業計画           承認 

   Ⅴ 平成２３年度収支予算           承認 

   Ⅵ 平成２４年度暫定予算           承認 

   Ⅶ 新法人移行について                承認 

   Ⅷ その他                  質疑応答 
         

      ・ 

４．許可、認可、承認、証明書に関する事項 
 
   特になし 

 

５．契約に関する事項 

 

６． 寄付金 

 

    ノートルダム清心女子大学より第５３回大会補助金として１０万円 

 

７． 主務官庁指示に関する事項 

      特になし 



 ９ 

８．その他重要事項 

 

     特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


