第26回日本ナイル・エチオピア学会学術大会 第3次サーキュラー

日本ナイル・エチオピア学会会員各位

第 26 回学術大会まであと一か月を切りました。多くの会員の方々から参加の
お申し込みをいただき、誠にありがとうございます。参加申し込みの締め切り
は今月 24 日（金）です（延長しました）。まだお申し込みいただいていない方
は末尾の返信フォームをご利用ください。
第 3 次サーキュラーでは 2 日間の大会プログラム、運営幹事会・評議員会・
総会のスケジュール、懇親会・昼食の案内、大会参加・懇親会費の振り込み先、
託児サービスについてお知らせします。

❖大会プログラム
１）

大会初日（公開シンポジウム）

第 26 回日本ナイル・エチオピア学会学術大会公開シンポジウム
『アフリカと日本の無形文化遺産～保護・継承・発展にむけて～』
日時：2017 年 4 月 15 日（土）14 時～18 時（開場：13 時 30 分）
会場：富山大学五福キャンパス 人文学部棟 3 階 第 6 講義室
https://www.u-toyama.ac.jp/access/gofuku/

14:00～14:05
14:05～14:50
14:50～15:20
15:20～15:50
15:50～16:00
16:00～16:30
16:30～17:00
17:00～18:00

趣旨説明 藤本武（富山大学）
講演 ウォルバート・スミット（メケレ大学）
エチオピアの「伝統的儀礼」の表と裏（英語・通訳付き）
講演 遠藤保子（立命館大学）
アフリカの舞踊の記録と継承
講演 大日向史子（ユネスコ）
ユネスコによるアフリカの無形文化遺産保護
休憩
講演 阿南透（江戸川大学）
日本の祭りの「遠征」と｢競技化」
講演 石垣悟（文化庁）
日本の文化財保護制度と無形文化遺産
総合討論

主催：日本ナイル・エチオピア学会
共催：富山大学人文学部 北陸人類学研究会

２）大会二日目（研究発表、総会、高島賞授賞式、最優秀発表賞授賞式）

日時：2017 年 4 月 16 日（日）9:00～16:30
会場：富山大学五福キャンパス 人文学部棟 2 階 第 3 講義室
（大会初日と会場が異なるのでご注意ください）
（座長：佐藤靖明）
9:00～9:25
川股一城（日本ナイル・エチオピア学会会員）
Attributes of the Coffee Distribution System in Ethiopia
9:25～9:50
土井保真利（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科）
エチオピアにおけるウマ科動物と人びとの関係－南部諸民族州ア
ラバ県 Alaba Kulito における在来運搬手段 Gari についての予備調査
報告
9:50～10:00
10:00～10:25

休憩
（座長：児玉由佳）
田中利和（京都大学アフリカ地域研究資料センター）
Ethio-Tabi の創造に関する実践的地域研究①：オロモ農耕民への
地下足袋導入の課題

10:25～10:50

松原加奈（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科）
エチオピアにおける革靴製造業－組織の変容と技能の形成－

10:50～11:00

休憩

11:00～11:25
11:25～11:50

11:50～12:15

12:15～13:00
13:00～13:50
13:50～14:10
14:10～14:20
14:20～14:45

14:45～15:10

15:10～15:20

（座長：菊地滋夫）
清水信宏（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科）
ティグライ地方の伝統的な集落形成とメケレの都市形成
村橋勲（日本学術振興会／京都大学アジア・アフリカ地域研究
研究科）
コミュニティを再興／再考する－カクマ難民キャンプにおけるロピット
人の CBO 活動に関する試論
八下田佳恵（英国レディング大学農業政策・開発学部）
ケニア・キツイ州における農民の土壌肥沃度評価：文化的背景お
よび土壌理化学性との関係に着目して
昼食
総会
高島賞授賞式
休憩
（座長：川瀬慈）
イナガキ・バーバラ（大阪大学大学院人間科学研究科）
Dancing in the Village, Working in the Village: A Brief Reflection on Work and
Womanhood Among the Makua Women of Northern Mozambique
相原進（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科）
タンザニアの伝統舞踊における新たなスタイルの創出に関する考察
休憩
（座長：佐川徹）

15:20～15:45

15:45～16:10

16:10～16:25
16:25～16:30

大場千景（大阪府立大学／日本学術振興会）
イレーチャ事件はいかにして起こったのか？：食い違う証言と多様化
する解釈を事例として
田川玄（広島市立大学）
南部エチオピアのボラナ社会における老人ケア
最優秀発表賞授賞式
閉会の挨拶

❖運営幹事会・評議員・総会のスケジュール
1）運営幹事会

（※運営幹事の方のみ）

【日時】4 月 14 日（金）16:30～18:30
【場所】富山大学五福キャンパス
2）評議員会

人文学部棟 1 階

大会議室

（※評議員の方のみ）

【日時】4 月 15 日（土）12:00～13:00
【場所】富山大学五福キャンパス

人文学部棟 1 階

大会議室

3）総会
【日時】4 月 16 日（日）13:00～13:50
【場所】富山大学五福キャンパス

人文学部棟 2 階

第 3 講義室

❖懇親会、昼食のご案内
懇親会は 4 月 15 日（土）18：30 から大学正門脇にあるオープンカフェ
AZAMI にて開催します。15 日（土）の昼食は、大学生協の食堂をご利用いた
だけます。16 日（日）の昼食は、希望者に弁当の注文を承ります（1000 円。
事前振り込み必要）。また、正門正面にはコンビニエンスストアがあります。
なお、15 日（土）の評議員会に参加される評議員の方には、昼食の弁当を
ご用意します（事前振り込み不要。当日代金 1000 円を申し受けます）。

❖大会参加費と懇親会費
１）4 月 5 日（水）までに納入いただく場合
大会参加費 2,000 円（学生 1,000 円）、懇親会費 4,500 円（学生 2,500 円）、
4 月 16 日（日）の昼食に弁当を希望される方は、弁当代 1000 円プラス。
２）4 月 5 日（水）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 2,000 円）、懇親会費 5,500 円（学生 3,500 円）。
（4 月 16 日の弁当の注文は承りませんので、ご注意ください）

❖振り込み先

（※振り込みの際は必ず氏名をご入力ください）

１）ゆうちょ銀行から振り込みいただく場合
【ゆうちょ銀行口座記号番号】00720-8-69965
【口座名称（漢字）】第26回日本ナイル・エチオピア学会学術大会事務局
【口座名称（カナ）】ダイニジュウロクカイニホンナイルエチオピアガッカ
イ
２）その他の金融機関から振り込みいただく場合
ゆうちょ銀行（金融機関コード ９９００）
【店名（店番）】〇七九（ゼロナナキュウ）店（079）
【預金種目】当座

【口座番号】0069965

❖託児サービスについて
今大会では託児サービスを提供する予定です。託児を希望される方は大会事
務局までご相談ください。大会事務局が一部補助します。なお、費用は利用者
の数によって変わります。あらかじめご承知おきください。

--------------------------返信フォーム---------------------------------------参加申し込み
・氏名・所属：
・メールアドレス：
・電話番号：
・懇親会参加：

有

・

無

・身分：

有職者・学生その他

-------------------------------------------------------------------------------第 26 回学術大会事務局
〒930-8555 富山市五福3190 富山大学人文学部 藤本武
e-mail: janes.toyama[at]gmail.com
（第26回学術大会専用）

*[at]を@に変えてください

