
Ⅱ 平成 24 年度 事業報告 

 

Ⅰ.事業の概況 

 

１．研究発表、討論、共同研究会等の開催 

 

（１）第 54回大会を以下のように開催した。 

実行委員会 委員長 ：金原保夫 

副委員長：春田晴郎  

委 員 ：莵原卓、惠多谷雅弘、禿仁志、千本真生、 

     都甲裕文、平野智洋、松本奈穂子、山花京子 

日 時  11月 24日（土）14:00～20:00 

 11月 25日（日）10:00～16:30 

会 場  東海大学湘南キャンパス 

参加者  201名 

公開講演 第 303回公開講演会（別項目参照） 

研究発表 6部会、計 56発表、ポスターセッション 9グループ 9発表 

 

（２）公開講演会を以下のように開催した。 

第 302回公開講演会 

講 師  鈴木 董（前東京大学東洋文化研究所教授） 

演 題  「オスマン帝国―六世紀半の興亡の歴史」 

日 時  平成 24年 5月 19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  44名 

 

第 303回公開講演会 

講 師  小松 久男（東京外国語大学大学院総合国際学研究院特任教授） 

演 題  「韃靼の志士イブラヒムと明治日本」 

講 師  禿 仁志（東海大学文学部・教授） 

演 題  「ブルガリアを掘る─東海大学によるテル・デャドヴォの発掘

調査とその周辺」 

日 時  平成 24年 11月 24日（土）14:00～16:50 

会 場  東海大学湘南キャンパス松前記念館講堂 

参加者  93名 
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第 304回公開講演会（関西地区公開講演会：同志社大学一神教学際研究セ

ンターとの共催） 

講 師  近藤 二郎（早稲田大学文学学術院教授） 

演 題  「『アマルナ』前夜のエジプト―アメンヘテプ 3世治世末期のテーベ」 

日 時  平成 25年 2月 9日（土）13:00～15:00 

会 場  同志社大学今出川キャンパス神学館 3階礼拝堂 

参加者  50名 

 

（３）セミナーを以下のように開催した。 

①栃木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 38回栃木県オリエントセミナー 

講 師  小林 登志子（NHK学園講師） 

演 題  「両河の賜物―ユーフラテス河とティグリス河」 

日 時  平成 24年 5月 19日（土）14:00～16:00 

会 場  栃木県立博物館 1階講堂 

参加者  50名 

講 師  近藤 二郎（早稲田大学文学学術院教授） 

演 題  「エジプトはナイルの賜物」 

日 時  平成 24年 5月 26日（土）14:00～16:00 

会 場  栃木県立博物館 1階講堂 

参加者  53名 

 

②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。 

講 師  真道 洋子（イスラーム考古学研究所主任研究員） 

演 題  「ガラスに描かれたイスラームの世界―ガラスの意匠から文化

を読み起こす」 

日 時  平成 25年 3月 23日（土）14:00～16:00 

会 場  中津万象園丸亀美術館 

参加者  53名 

 

２. 研究に必要な文献、遺物、標本等の収集、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『オリエント』及び Orient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。 
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３．機関誌、その他研究に必要な資料、文献の公刊 

 

（１）機関誌『オリエント』  年 2回発行 

第 55巻第 1号 平成 24年 9月 30日発行、122頁、1,000部発行。 

論文 1点、研究ノート 2点、学界動向 1点、短報 1点、書評 1点、新刊紹

介 1点、学会だより 

第 55巻第 2号 平成 25年 3月 31日発行、145頁、1,000部発行。 

論文 3点、研究ノート 2点、書評 2点、学会だより 

（２）機関誌 Orient  年 1回発行 

Vol. 48（2013） 平成 25年 3月 31日発行、164頁、350部発行。 

特集論文 7編、一般投稿論文 1編 

 

４．実地調査 

 

エジプト、スーダン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 34回日本オリエント学会奨励賞を下記 2名に授与し、研究を助成・奨励

した。 

小野塚 拓造 "Keeping Up with the Demand for Oil?: Reconsidering the 

Unique Oil Press from Late Bronze Age IIB to Iron Age IIA in 

the Southern Levant," Orient Vol. 47掲載 

貝原 哲生 「6-7世紀中部エジプトにおける宗教的対立―地域社会の視

点から」『オリエント』第 54巻第 1号掲載 

（２）第 54回日本オリエント学会大会に際し、4名に成果発表支援を行った。 

（３）第 2回三笠宮オリエント学術賞の受賞者を下記 4名に決定した。 

後藤 明、医王 秀行、高田 康一、高野 太輔 

『預言者ムハンマド伝』（イブン・イスハーク著、イブン・ヒシャーム編註、

後藤明・医王秀行・高田康一・高野太輔訳、岩波書店、2010-2012年) 

 

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. 48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 54巻第 2号及び第 55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。 
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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 24年 11月 24日（土）17:40～20:00 

場 所  東海大学湘南キャンパス 14号館地階カフェラウンジ 

参加者  52名 

 

８．その他、定款で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 2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 2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 25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 

理 事 

理 事 

理 事 

 

監 事 

監 事 

鎌田  繁 

赤堀 雅幸 

近藤 二郎 

池田  潤 

江川ひかり 

岡田 保良 

私市 正年 

小林 春夫 

巽  善信 

月本 昭男 

東長  靖 

西秋 良宏 

春田 晴郎 

深見奈緒子 

堀川  徹 

桝屋 友子 

山田 重郎 

 

飯塚 正人 

中田 一郎 

平成 8年5月24日 

平成16年5月24日 

平成 8年5月24日 

平成20年5月24日 

平成22年5月24日 

平成14年5月24日 

平成24年5月24日 

平成16年5月24日 

平成24年5月24日 

平成 6年5月24日 

平成24年5月24日 

平成18年5月24日 

平成22年5月24日 

平成22年5月24日 

平成18年5月24日 

平成22年5月24日 

平成20年5月24日 

 

平成24年5月24日 

平成18年5月24日 

会長 

常務理事 

常務理事 

編集 

総務 

広報 

総務 

総務 

事業 

総務 

編集 

事業 

広報 

事業 

事業 

総務 

編集 

 

監査 

監査 

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 

なし 

なし 

なし 

 

なし 

なし 

東京大学教授 

上智大学教授 

早稲田大学教授 

筑波大学教授 

明治大学教授 

国士舘大学教授 

上智大学教授 

東京学芸大学教授 

天理大学附属天理参考館学芸員 

立教大学教授 

京都大学教授 

東京大学教授 

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 

東京大学教授 

筑波大学教授 

 

東京外国語大学教授 

古代オリエント博物館館長 
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２．職員に関する事項 

平成 25年 3月 31日現在 

事務局長 赤堀 雅幸  平成 24年 5月 24日就任 手当なし 常務理事兼務 

非常勤職員 2名（1名/週 4日、1名/週 3日）  

 

３．役員会などに関する事項 

 

（１）理事会 

  第 519回理事会議事録  平成 24年 4月 17日 

 （1）会員の移動  入会：正会員 2名 

     退会：正会員 2名    

     削除：正会員 8名     承認 

 （2）平成 24年 3月分収支実績       承認 

 （3）第 54回大会について        承認 

 （4）第 49回会員通常総会について       承認 

 （5）新法人ワーキンググループより       承認 

 （6）次期理事/監事候補者の決定について      承認 

  第 520回理事会議事録  平成 24年 5月 15日 

 （1）会員の移動  入会：正会員 1名 

     退会：正会員 5名、維持会員 1名   承認 

 （2）平成 24年 4月分収支実績       承認 

 （3）第 54回大会について        承認 

 （4）第 49回会員通常総会について       承認 

 （5）新法人ワーキンググループより       承認 

 （6）次期理事/監事候補者の決定について      承認 

  第 521回理事会議事録  平成 24年 6月 12日 

 （1）会員の移動  入会：正会員 4名 

     復会：正会員 1名 

     退会：正会員 1名     承認 

 （2）平成 24年 5月分収支実績       承認 

 （3）第 54回大会について        承認 

 （4）第 49回会員通常総会について       承認 

 （5）新法人ワーキンググループより       承認 

 （6）次期理事会の体制について       決定 

 （7）編集委員会より         承認 

 （8）その他          承認 

  ・奨励賞について 

  ・作文コンクールについて 

  ・三笠宮オリエント学術賞について 
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  第 522回理事会議事録  平成 24年 7月 24日 

 （1）会員の移動  入会：正会員 5名 

     退会：正会員 1名、維持会員 2名   承認 

 （2）平成 24年 6月分収支実績       承認 

 （3）第 54回大会について        承認 

 （4）第 55回大会について        承認 

 （5）新法人ワーキンググループより       承認 

 （6）第 6回作文コンクールについて       報告 

 （7）奨励賞について         確認 

 （8）三笠宮オリエント学術賞について      確認 

 （9）夏期休暇閉室期間について       承認 

 （10）編集委員の退任および副編集委員長の交代について    承認 

（11）英文校閲費の補助について       承認 

（12）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 

（13）第 2回三島海雲学術賞の推薦について      審議 

（14）理事、編集委員、広報委員の委嘱について     承認 

（15）創立 60周年記念事業        審議 

（16）次回理事会について        決定 

  第 523回理事会議事録  平成 24年 9月 18日 

 （1）会員の移動  入会：正会員 3名 

     退会：正会員 1名     承認 

     逝去：正会員 1名     報告 

 （2）第 34回奨励賞について        承認 

 （3）平成 24年 7月分、8月分収支実績      承認 

 （4）第 54回大会について        承認 

 （5）第 55回大会について        承認 

 （6）第 56回大会について        承認 

 （7）新法人ワーキンググループより       承認 

 （8）第 6回作文コンクールについて       承認 

 （9）第 2回三笠宮オリエント学術賞について      承認 

（10）編集委員会より         承認 

（11）第 2回三島海雲学術賞の推薦について      承認 

（12）同志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 

（13）次回理事会について        決定 

  第 524回理事会議事録  平成 24年 10月 9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 24年 9月分収支実績       承認 

 （3）第 54回大会について        承認 

 （4）第 6回作文コンクールについて       承認 

 （5）第 2回三笠宮オリエント学術賞について      承認 
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 （6）新法人ワーキンググループより       承認 

 （7）次回理事会について        決定 

 （8）科学研究補助金研究成果公開促進費への応募について    承認 

  第 525回理事会議事録  平成 24年 11月 13日 

 （1）会員の移動  入会：正会員 2名     承認 

 （2）平成 24年 10月分収支実績       承認 

 （3）第 54回大会について        承認 

 （4）法人の移行認可について        承認 

 （5）第 6回作文コンクールについて       承認 

 （6）第 2回三笠宮オリエント学術賞について      承認 

（7）文部科学省研究振興局学術研究助成課による業務等の実地検査について  

  承認 

 （8）一般社団法人への移行に伴う理事の減員について    承認 

 （9）編集委員会からの提案について       承認 

 （10）次回理事会について        決定 

  第 526回理事会議事録  平成 24年 12月 11日 

 （1）会員の移動  退会：正会員 3名     承認 

 （2）平成 24年 11月分収支実績       承認 

 （3）第 54回大会について        承認 

 （4）三笠宮オリエント学術賞について      承認 

 （5）理事の減員について          審議 

 （6）旅費規程について        審議 

 （7）校閲費補助について          審議 

 （8）編集手当について        審議 

 （9）機関誌掲載論文利用許諾について      審議 

 （10）編集委員より         報告 

（11）J-STAGEの外部連携について       承認 

（12）日本学術会議からの募集案件について      承認 

（13）関西地区公開講演会について       承認 

（14）香川オリエント協会公開講演会について     承認 

（15）次回理事会について        決定 

  第 527回理事会議事録  平成 25年 2月 19日 

 （1）会員の移動  入会：正会員 2名 

退会：正会員 4名     承認 

 （2）平成 24年 12月分、平成 25年 1月分収支実績     承認 

 （3）第 54回大会について        承認 

 （4）第 55回大会について        承認 

 （5）三笠宮オリエント学術賞について      承認 

 （6）理事の減員について        承認 

 （7）旅費・交通費支給規程（案）について      承認 

 （8）欧文 Orient校閲費助成規程（案）について     審議 
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 （9）編集手当に関する規定（案）について      承認 

 （10）機関誌掲載論文等利用許諾規程（案）について     承認 

 （11）法人の移行登記について       承認 

（12）メーリングリスト、ウェブサイトでの会員への情報提供について  審議 

（13）編集委員会より         承認 

（14）関西地区公開講演会について       承認 

（15）香川オリエントセミナーについて      承認 

（16）栃木県オリエント協会 40周年記念講演会について    承認 

（17）平成 24年度特例民法法人概況調査について     報告 

（18）事務職員の退職について       承認 

  第 528回理事会議事録  平成 25年 3月 19日 

 （1）会員の移動  入会：正会員 2名 

退会：正会員 2名     承認 

逝去：正会員 1名     報告 

 （2）平成 25年 2月分収支実績       承認 

 （3）第 50回会員通常総会の開催について      承認 

 （4）平成 25年度事業計画について       審議 

 （5）平成 25年度予算案について       審議 

 （6）第 54回大会決算について       承認 

 （7）旅費・交通費支給規程（案）について      承認 

 （8）三笠宮オリエント学術賞について      承認 

 （9）理事の減員について        承認 

 （10）電子的手段による会員への情報提供に関する覚え書きについて   承認 

 （11）法人の移行登記について       承認 

（12）J-STAGEの外部連携について       承認 

（13）平成 20年度公会計基準への対応について     承認 

（14）日本学術振興会賞受賞候補者の学会長推薦について    承認 

（15）慶弔規程案について        承認 

（16）編集委員会より         承認 

（17）事務局への光回線導入について       承認 

（18）平成 25年度国際交流基金賞受賞候補者の会長推薦について   承認 

（19）平成 25年度日本学術振興会育志賞受賞候補者の推薦について   承認 

（20）平成 24年度会員名簿の発行について      承認 

（21）栃木県オリエント協会 40周年記念講演会について    承認 

（22）逝去会員への対応について       承認 

 

 （２）総会 

  第 49回会員通常総会  開催年月日:平成 24年 5月 19日 

  議事事項 

 Ⅰ 総務報告          承認 

 Ⅱ 平成 23年度事業報告        承認 
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 Ⅲ 平成 23年度決算報告        承認 

 Ⅳ 平成 24年度事業計画        承認 

 Ⅴ 平成 24年度収支予算        承認 

 Ⅵ 平成 25年度暫定予算        承認 

 Ⅶ 理事及び監事の改選        承認 

 Ⅷ 定款の変更         承認 

 Ⅸ その他                質疑応答 

 

４．許可、認可、承認、証明書に関する事項 

なし 

 

  ５．契約に関する事項 

なし 

 

  ６．寄付金 

なし 

 

  ７．主務官庁指示に関する事項 

なし 

 

  ８．その他重要事項 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の定めるところにより、内閣総理大

臣による一般社団法人への移行の認可を受け、平成 25年 3月 31日をもって、社

団法人日本オリエント学会を解散した。 
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