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支部長挨拶 

遠藤 健一 

 

 ２年間の任期を全うするにあたり、皆様のご協力とご支援に感謝申し上げます。 

 公益法人法改正に伴う「一般財団法人」申請のための新体制への移行が平成 23 年度と定められたこと

を承け、この２年間様々な改革を迫られてきました。先の支部評議員会、さらには、支部理事会準備会な

どを通して、懸案の事案はほぼ解決をみたものと考えております。 

 日本英文学会が全国７支部からなる組織として整備され、役員も７支部代表から構成され、会員の意思

が平等に反映される組織体になりました。勿論、過渡期ということもあって多少の混乱はなお続くものと

思います。 

 14 名からなる東北支部の新理事会も４月に正式に発足することになります。会員の直接選挙で選出され

た 10 名の理事予定者にお集まり頂いた支部理事会準備会で、支部長には大河内昌氏（兼 本部理事）、副

支部長には箭川修氏（兼 本部評議員）が選出されました。また、地域、専門分野を考慮して、４名の理事

を補充することも決定され、４名の方々には理事就任をご快諾頂きました。その結果、東北６県にもれな

く理事を配することことができましたし、専門分野のバランスもある程度担保できました。ちなみに、14

名の専門分野の内訳は、英文学分野８名、アメリカ文学分野３名、英語学・英語教育学分野３名です。 

 （１）本部機能の強化による支部事務量の圧縮、（２）全国７支部間の連携、（３）支部内部の専門分

野間の連携などが見込める組織改編になったのではないかと思っております。 

（１）については、一般会員の会費 8,000 円(内、支部会費 1,000 円)の徴収を本部事務局が担うとともに、

支部には一律運営資金として 60 万円が交付されることになります。従って、支部の運営資金は、60 万円+

支部会費ということになります。 
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（２）については、各支部発刊の学術誌を『英文学研究支部統合号』として合本し、各支部年次大会のプ

ログラムも統合化され、経費はほぼ本部予算で賄われることになります。各支部年次大会への参加も基本

的にはフリーになる見込みです。 

（３）東北支部ではこれまでも支部大会開催にあたっては、日本アメリカ文学会東北支部との共催という

かたちをとってきましたが、今後は、英語学・英語教育学分野とのさらなる連携・協力も見込まれるもの

と思います。 

 専門の別はあっても、本組織の会員はほぼ「英語教員」であることに違いはありません。大学での英語

教育ポストの削減、大学院修了生の就職難と共通の悩みを私たちは抱えています。こういった状況にあっ

て、日本英文学会の組織改編が一定の役割を果たすことも、あるいは、見込めるかもしれません。学位を

有し研究を持続させている高校教員も少なからず現れています。本部の会員規約改正にはこうした現実も

反映されるはずです。 

 体制が整ったとはいえ、具体的な活動はこれからです。世代交代なった新執行部に一層のお働きをお願

いしたいと思います。 

 ２年間、支えて頂いた会員の皆様、事務局の皆様、ありがとうございました。 

 

 

大会報告 

 

 去る平成 22 年 9 月 25 日（土）・26 日（日）の両日、仙台白百合女子大学において、日本英文学会東北

支部／東北英文学会第 65 回大会が開催されました（大会プログラムは学会ホームページから閲覧できま

す）。お陰さまをもちまして、両日ともに盛況でした。25 日の午後 6 時 30 分からは、会場をホテル仙台

プラザに移して懇親会を持ちました。 

また、25 日の午前中には、大会に先立ち、日本英文学会東北支部理事選挙の開票作業が行われ、続いて

評議員会が開催されました。以下、その結果を簡単にご報告いたします。 

 

 

日本英文学会東北支部理事選挙 

 

 平成 22 年 9 月 25 日（土）午前 10 時から、仙台白百合女子大学会議室 3 において、支部長、副支部長、

及び事務局員から構成される選挙管理委員により、開票作業が行われました。その結果、有効投票 51、白

票 2 で、得票数に応じて 1 位から 10 位までの支部理事候補者を選出することができました。選出された

のは、順不同で、石幡直樹先生、岩田美喜先生、遠藤健一先生、大河内昌先生、金子義明先生、齋藤博次

先生、佐々木和貴先生、鈴木雅之先生、村上東先生、箭川修先生です。選挙管理委員としては、この 10

名に平成 23 年度からの支部理事就任を依頼することにし、後日全ての候補者から承諾を頂きました。 
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平成 22 年度評議員会 

 

 引き続き、平成 22 年 9 月 25 日（土）午前 11 時 30 分からは、評議員会が開催されました。以下にそ

の議事録を掲載します。 

 

平成 22 年度日本英文学会東北支部／東北英文学会評議員会議事録 

 

日 時 平成 22 年 9 月 25 日（土） 11：30～12：30 

場 所 仙台白百合女子大学会議室 3 

出席者（敬称略） 

    支部長 遠藤健一   副支部長 大河内昌   事務局員 横内一雄 相田明子 尾坂純子 

    評議員 10 名 

 

議 題 

１．平成 22 年度事業報告 

 大河内副支部長から、平成 22 年度事業報告が以下の 8 件についてなされた。 

 （１）平成 22 年度第 1 回大会準備委員会 

（２）日本英文学会東北支部／東北英文学会ニュースレター4 月号発行 

（３）平成 22 年度『東北英文学研究』編集委員会 

（４）平成 22 年度第 2 回大会準備委員会 

（５）日本英文学会東北支部／東北英文学会ニュースレター9 月号発行 

（６）日本英文学会東北支部理事選挙の実施 

（７）日本英文学会東北支部／東北英文学会第 65 回大会の開催 

（８）『東北英文学研究』第 1 号の発行 

 

２．平成 21 年度決算の件 

 相田事務局員から、平成 21 年度決算についての報告がなされた。 

 

３．平成 21 年度監査報告 

 箭川修会計監査委員から、平成 21 年度決算報告の監査結果が報告された。 

 

４．平成 22 年度予算執行状況報告 

 相田事務局員から、平成 22 年度予算執行状況報告がなされた。一部数字に誤りがあったため、その場

で修正され、了承された。 
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５．平成 23 年度予算（案）の件 

 相田事務局員から、平成 23 年度予算（案）が提示された。一部数字に誤りがあったため、その場で修

正され、了承された。 

 

６．「日本英文学会東北支部規約」改正の件 

 大河内副支部長から、「日本英文学会東北支部規約」改正案が提示され、了承された。 

 

７．「東北英文学会会則」廃止の件 

 大河内副支部長から、「東北英文学会会則」廃止案が提示され、了承された。 

 

８．次年度開催校の件 

 遠藤支部長から、次年度の大会を福島大学で開催する方向で調整中であるとの報告がなされた。 

以上 

 

この評議員会で認められた日本英文学会東北支部規約の改正により、平成 23 年度の東北支部会費は、

一般会員・学生会員ともに一律千円となります。4 月以降に、日本英文学会本部会費（一般会員七千円、

学生会費五千円）とともに、日本英文学会事務局にお支払い下さい。 

 

 

 

平成 23 年度理事会準備会報告 

 

 第 65 回大会当日に行われた支部理事選挙の結果、平成 23 年 4 月に就任する支部理事 10 名が決定しま

した。この理事会の正式発足は平成 23 年 4 月ですが、それに先立ちいくつか予備的な調整を行う必要が

生じたため、平成 12 月 4 日（土）に理事会準備会を招集しました。以下にその議事録を掲載します。 

 

 

日本英文学会東北支部・平成 23 年度理事会準備会・議事録 

 

日 時   平成 22 年 12 月 4 日（土） 14：40～16：10 

場 所   東北学院大学・ゲルハード室 

出席者（敬称略） 

平成 22 年度 支 部 長  遠藤健一（平成 23 年度理事） 

平成 22 年度 副支部長  大河内昌（平成 23 年度理事） 
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平成 23 年度 理  事  岩田美喜 金子義明 佐々木和貴 鈴木雅之 村上東 箭川修 

平成 22 年度 事 務 局  横内一雄 相田明子 尾坂純子 

＊石幡直樹理事及び齋藤博次理事は都合により欠席 

 

議 題 

１．平成 23 年度支部長、副支部長、および本部役員（支部理事 1 名、評議員 1 名）の選出について 

 規約第 7 条に基づき、9 月 25 日の理事選挙で選出された理事 10 名のうち欠席者 2 名を除く 8 名の協

議により、次期支部長に大河内昌氏（任期 2 年）が選出された。また、規約第 8 条に基づき、次期副支部

長には箭川修氏（任期 2 年）が支部長から指名された。第 11 条の基づき、次期事務局員（事務局長）に

は岩田美喜氏が支部長から指名された。さらに、東北支部から送り出す日本英文学会本部役員として、支

部理事に大河内昌氏（任期 2 年）、評議員に箭川修氏（任期 4 年）が就任することが提案され、了承され

た。なお、これらの役員について、現在の規約では再任を妨げるものではないことが確認された。 

 

２．補充理事（5 名まで）の選出について 

 規約第 9 条に基づき、地域及び専攻分野を勘案して、田中一隆氏、鈴木亨氏、後藤史子氏、阿部潤氏の

4 名を理事に追加することが決定された。（後日、全員から承諾を頂いた。） 

 

３．平成 23 年度予算案について 

 事務局長より提示された平成 23 年度予算案について、実際の事業展開に合わせて柔軟に変更しうるこ

とを含めた上で了承された。 

 

４．支部活動について 

支部大会、『東北英文学研究』、東北英文学賞、その他の活動について支部長から簡単な説明がなされ、

それを踏まえて意見交換を行った。理事会は基本的に 4 月と大会時の年 2 回開催していくことが提案され

た。 

 

 

 

事務局移転のお知らせ 

 

 平成 23 年度理事会準備会の決定を受け、新年度から事務局も大河内新支部長の所属先である東北大学

に移転する見通しです。これまでの 2 年間、遠藤支部長のもと東北学院大学で事務局を預かってきました

が、その間に大掛かりな体制変更を余儀なくされ、会員の皆様の中にはご不快を与える局面もあっただろ

うと思います。至らない点については、どうかお許しを頂きたいと存じます。 

 以下、新事務局の連絡先（予定）です。追って、新事務局の体制も整い、ホームページの URL も移転す

ることになろうかと思います。詳細は次回のニュースレターをお待ち下さい。 
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新事務局 
 
〒980-8576 仙台市青葉区川内 27-1 東北大学大学院文学研究科 英文学研究室内 

TEL & FAX 022(795)5961  E-mail: tohoku@elsj.org 

 

 

 

『東北英文学研究』第 2 号原稿募集 

 

 『東北英文学研究』第 1 号の発行が大幅に遅れました。これは『支部統合号』の発行が予想以上に手間

取ったためです。どうかご容赦ください。 

 さて、今年度も引き続き『東北英文学研究』を発行する予定です。以下の投稿規程に従い、ぜひ奮って

ご応募ください。 

 

『東北英文学研究』投稿規程 

 

一．投稿資格は日本英文学会東北支部会員が有する。 

二．投稿論文の掲載は、編集委員会が決定する。 

三．投稿論文の送付は、事務局に 3 月 31 日までに必着とする。 

四．投稿論文は、原則として日本英文学会東北支部のホームページからダウンロードしたテンプレートを

用いて作成し、１部を電子メールにより送付すること。郵送で提出する場合には、ワープロもしくは

パソコンで印字したものを５部送付すること。いずれの場合にも原稿は返却しない。 

五．投稿論文の形式は、『英文学研究』投稿規程（和文・英文）に基づく。 

六．掲載された論文の著作権は、日本英文学会東北支部に帰属するものとする。 

七．この規程は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

＊この規程では分かりにくくなっていますが、カバーレターと英文シノプシスも忘れずにお付けください。 

＊提出先は現事務局で結構です。 

 


