第 25 回日本ナイル・エチオピア学会学術大会

第三次サーキュラー
2016 年 3 月 26 日

日本ナイル・エチオピア学会会員 各位
第 25 回日本ナイル・エチオピア学会学術大会、第三次サーキュラーをお送りします。大会の開催に際し、
多くの会員の方々から参加・学術発表の申し込みをいただき、まことにありがとうございます。お申込
みいただいた研究発表については、すべてご希望通り採択いたしました。4 月 16 日（公開講演）と 17
日（研究発表、総会等）のプログラムの詳細、湖西線近江高島駅から会場である白浜荘への交通手段等
についてお知らせしますので、ご確認ください。
❖大会プログラムについて
１）公開講演会のスケジュール
【日時】4 月 16 日（土）[13：30～17：30]
【会場】白浜荘（アネックス・淡海１Ｆ／コンベンションホール）
【使用言語】英語（通訳なし）
【プログラム】
1．開会のあいさつ

[13：30～13：40]

2．講演Ⅰ ［13：40～14：30］
ティム・アレン＆メリッサ・パーカー
‘Humanitarian Impunity, Criminal Justice and Invisible Children: Social Consequences of the
War with the Lord’s Resistance Army’
3．コメント ［14：30-14：50］
川口博子（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科）
米川正子（立教大学 21 世紀社会デザイン研究科）
4．質疑応答［14：50～15：10］
5．休憩

［15：10～15：20］

6．講演Ⅱ ［15：20～16：10］
メリッサ・パーカー＆ティム・アレン
‘Deworming Delusions: Mass Treatment for African Parasites in a Biosocial Perspective’
7．コメント [16：10～16：30]
西真如（京都大学グローバル生存学ユニット）
浜田明範（関西大学）
8．質疑応答 ［16：30～16：50］
9．総合討論 ［16：50～17：30］
司会
栗本英世（大阪大学大学院人間科学研究科）
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＊講演要旨（日本語）は HP に別途掲載。

懇親会（白浜荘）[18：00～20：00]
２）研究発表、総会、高島賞授賞式、最優秀発表賞授賞式のスケジュール
【日時】4 月 17 日（日）[9：45～17：00]
【会場】白浜荘（アネックス・淡海１Ｆ／コンベンションホール）
【プログラム】
時間

発表者/所属

演題

座長

9：45~10:05

Robel Haile

The

大阪大学人間科学

Adaptation and House Form Diversity in Qohaito,

研究科

Eritrea

Correlation

between

Multi-Ecological

エリトリア、コォハイトにおけるさまざまな生態的適
応と家屋形態の多様性との相関性
10:05~10:30

森口岳

Migrants and Their Citizenships in Kampala,

東洋大学／亜細亜

Uganda

大学

ウガンダ、カンパラにおける移民と彼らのシティズン

眞
城
百
華

シップ
10:30~10:35

休憩

10:35~11:00

善積実希

身体障害者が積極的な社会生活を送るために実践し

京都大学アジア・

ている工夫－ケニア・サンブル社会の事例

アフリカ地域研究
研究科
11:00~11:25

川口博子

裁かれるべき者の創出－ウガンダ北部紛争に関する

京都大学アジア・

国際刑事裁判所の捜査を事例に

アフリカ地域研究

波
佐
間
逸
博

研究科
11:25~11:55

乾秀行

バスケト語の空間指示表現

山口大学
11:55~13:00

昼食

13:00~13:50

総会

13:50~14:10

高島賞授賞式

14:10~14:20

休憩

14:20~14:45

今泉奏

アジア主義者がとらえた「黒人」－日本エチオピア交

大阪大学文学研究

流とアメリカ黒人問題を通して
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石
樹 川
博

科
14:45~15:10

大場千景

オロモ諸社会における口承史の差異と類似性に関す

日本学術振興会

る比較考察－エチオピア北部ライヤ及び南東部ライ

PD ／ 大 阪 府 立 大

トゥ社会で収集した口頭伝承を事例として

学
15:10~15:35

川股一城

How are Ethiopian Coffee Beans Transferred into

京都大学アジア・

Your

アフリカ地域研究

Characteristics of the Current Ethiopian Coffee

研究科

Sector

Cup?:

A

Distribution

System

and

エチオピアコーヒー豆がカップに届くまで－現在の
エチオピアコーヒーセクターの流通システムと特徴
15:35~15:45

休憩

15:45~16:10

佐藤美穂

『治療』と『信仰』の両立－タブーを克服し HIV ケ

長崎大学

アを提供するエチオピア聖地の NGO

宮脇幸生

女性のエンパワーメントと原初的 NGO／ソーシャ

大阪府立大学

ル・ビジネスの展開－エチオピア西南部クシ系農牧民

16:10~16:35

藤
本
武

ホールの「女性組合」の事例から
16:35~16:50

最優秀発表賞授賞式

16:50~17:00

閉会のあいさつ

３）運営幹事会・評議員会・総会スケジュール
・運営幹事会
【日時】4 月 15 日（金）[16：30～18：30]、懇親会[19：00～]
【場所】白浜荘（本館１Ｆ／白髭ホール）
・評議員会
【日時】4 月 16 日（土）[11：30～12：30]
【会場】白浜荘（本館１Ｆ／白髭ホール）
・総会
【日時】4 月 17 日（日）[13：00～13：50]
❖研究発表について
１）資料を配布される方は 50 部を持参していただくようにお願いします。なお、会場においても資料の
コピーは可能です。
２）会場には、パソコン（Windows）とプロジェクターを用意します。口頭発表に用いるファイルを USB
メモリーに入れてお持ちください。なお、ご自身のパソコンを接続することも可能です。
❖大会会場へのアクセスと送迎について
・大会会場：びわ湖畔 白浜荘（〒520-1223 滋賀県高島市安曇川町近江白浜）
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電話 (0740)32-0451 Fax (0740)32-0411
会場の最寄り駅は、JR 湖西線近江高島駅です。4 月 15 日（金）
・16 日（土）
・17 日（日）には、送迎
バスのサービスがあります。送迎バスを利用されない場合、駅から白浜荘への交通手段はタクシーしか
ありません。送迎バスは、以下の時間にのみ利用できます。京都方面からいらっしゃる方は下記の電車
の時間を参考にしてください。どの日時の送迎バスを利用されるか、大会事務局までご連絡ください。
なお、スケジュールの都合でお迎えのバスがご利用できない方も、大会事務局までご連絡くださるよう
お願いします。（janes.biwako@gmail.com）。
１）4 月 15 日（金）
近江高島駅発（迎え）： 16：10
（京都駅 15：11 発－近江高島駅 16：01 着）
２）4 月 16 日（土）
近江高島駅発（迎え）：11：10 および 13：10
（京都駅 10：11 発－近江高島駅 11：01 着）
（京都駅 12：11 発－近江高島駅 13：01 着）
３）4 月 17 日（日）
白浜荘発（送り）
：14：15 および 17：30
（近江高島駅 14：38 発－京都駅 15：32 着）
（近江高島駅 17：55 発－京都駅 18：49 着）
❖懇親会、昼食について
宿泊を申し込まれた方は、1 泊 3 食（夜・朝・昼）となります。4 月 15 日（金）運営幹事会後の懇親会
は 19：00 から白浜荘（本館２Ｆ・宴会場）で行います。4 月 16 日（土）公開シンポジウム後の懇親会
は、18：00 時から白浜荘（アネックス・淡海／コンベンションホール）での立食パーティーとなります。
ふたつの懇親会の会費は、通常の夕食との差額です。4 月 16（土）・17 日（日）の昼食は、白浜荘本館
１Ｆの食堂をご利用いただけます。16 日昼の評議員会に参加される会員には弁当が提供されます（代金
別途 1,000 円を会場で徴収。これも通常の昼食との差額です）。
❖参加費・懇親会費・宿泊費の振込みについて
１）事前振込み（4 月 1 日までに）納入していただく場合：
大会参加費 2,000 円（学生 1,000 円）、懇親会費 5,000 円（学生 3,000 円）
２）4 月 2 日以降に納入いただく場合（当日支払いも同様です）
：
大会参加費 3,000 円（学生 1,500 円）、懇親会費 6,000 円（学生 4,000 円）
３）白浜荘宿泊費（1 泊 3 食）
：
一般 8,500 円（学生 7,000 円）
＊個室に宿泊される方は、一日一人につき 1000 円の追加料金が発生します。追加分は、大会当日に実行
委員に直接、お支払いください。
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❖振込み先について
＊お振込みの際は、必ずご氏名を入力してください。
１）ゆうちょ銀行からお振込みいただく場合：
ゆうちょ銀行 口座記号番号：００９６０－７－１７４３９７
口座名称（漢字）
：日本ナイルエチオピア学会第２５回学術大会
口座名称（カナ）
：ニホンナイルエチオピアガッカイダイニジュウゴカイガクジュツタイカイ
２）その他金融機関からお振込みいただく場合：
ゆうちょ銀行
預金種目：当座
店名：〇九九店（ゼロキユウキユウ店）
口座番号：０１７４３９
============================================================================
第 25 回大会学術大会事務局連絡先：janes.biwako@gmail.com
事務局 栗本英世（実行委員長）、佐藤廉也、飛内悠子、村橋勲
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