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絵本学会
第 18 回絵本学会大会

『絵本』という交差点

第 18 回絵本学会大会は 2015 年 5 月3 0 日（土）と31日（日）の 2 日間、東京工芸大学で開催されます
多数のご参加を期待しています

★期日： 2015 年 5 月 30 日（土）・31 日（日）

★会場： 東京工芸大学 芸術学部 中野キャンパス 2号館

〒 164-9678 東京都中野区本町 2−９−５

東京メトロ丸の内線・都営地下鉄大江戸線「中野坂上」駅下車徒歩

約７分）

★参加費： 会員 1,000 円、一般 2,000 円、大学生以下無料

★プログラム

◉第 1日目　5 月 30日（土）

12:00 〜　　受付開始

12:30 〜　　開会式

12:40 〜　　研究発表 I

14:20 〜　　オープニングトーク「いろんな私が出てきます」

　古川タク（アニメーション作家・イラストレーター）

　加藤久仁生（アニメーション作家）

　石津ちひろ（作家・詩人・翻訳家）

16:00 〜　　基調講演

「絵本作家と時代とのかかわり

ービアトリクス・ポターの絵本を例に考える」

　猪熊葉子（聖心女子大学名誉教授・児童文学研究者・翻訳家）

17:40 〜　　絵本学会総会

18:50 〜　　交流会

◉第 2日目　5 月 31日（日）

  9:30 〜　　受付開始

10:00 〜　　研究発表 II

13:00 〜　　作品発表

15:00 〜　　ラウンドテーブル

ラウンドテーブル A 

「子どもの本屋の現場から」

　奥山 恵（児童文学評論家、児童書専門店ハックルベリーブックス

　店主）

　土井章史（絵本編集者、絵本の店トムズボックス経営）

　三輪丈太郎（子どもの本専門店メルヘン・ハウス営業企画部長）

　進行：内藤知美

ラウンドテーブル B

「絵本の読み聞かせ /紙芝居の実演」

　中平順子（子ども文化研究家、紙芝居グループ「紙ふうせん」代表）

　武田美穂（絵本作家）

　進行：中川理恵子

ラウンドテーブル C

「ブックデザイン・イラストレーションと絵本」

　渡邉良重（アートディレクター・デザイナー）

　秋山 花（イラストレーター）

　進行：陶山 恵

17:10 〜　　閉会式

★問い合わせ

第 18 回絵本学会大会実行委員会

事務局： 東京工芸大学芸術学部　陶山研究室

電話／ FAX： 03-6300-6303

E-MAIL： kei@anim.t-kougei.ac.jp
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◉絵本学会役員選挙の結果について

　先の 2015年絵本学会役員選挙につき、選挙管理委員会（委員：

甲斐聖子、加賀美裕子、實吉明子の諸氏）より 2015年 3月 23

日付けで開票結果が報告されました。

●２０１５年３月２３日絵本学会役員選挙

投票有権者数：５０６名、投票数：２２０名

有効投票数：２１８名、無効投票数：２名

・開票結果

理事

１．松本猛 173票 （当選）

２．生田美秋 150票 （当選）

３．澤田精一 133票 （当選）

４．佐藤博一 113票 （当選）

５．永田桂子 105票 （当選）

６．本庄美千代 99票 （当選）

７．和田直人 98票 （当選）

８．松本育子 ９２票

９．宮崎詞美 ７０票

10. 鈴木穂波 ６９票

11. 陶山恵 ６３票

12. 水島尚喜 ４８票

監事

１．香曽我部秀幸 190票  （当選）

２ ．千田篤 173票 （当選）

　

　理事候補者 12名から 7名が投票によって選出され、4月 12日

の新理事候補の会議で、会長及び事務局長候補と推薦理事候補、陶

山恵氏、松本育子氏、村上康成氏の 3名が選ばれました。監事は

2名の候補者から 2名が選出されました。2015年 5月 30日の総

会の承認を経て正式に新理事会が発足します。

会長、事務局長および理事候補は以下の通りです。

理事　 

会長：松本猛　 

事務局長：陶山恵　 

理事 監事

生田美秋 香曽我部秀幸

佐藤博一 千田篤

澤田精一

永田桂子

本庄美千代

松本育子

村上康成

和田直人

◉絵本学会紀要『絵本学』第 18号投稿論文募集について

　絵本学会紀要『絵本学』第 18号への投稿論文を募集します。ふ

るってご応募ください。なお、下記投稿規程の他に執筆要項があり

ます。執筆要項を必ず取り寄せの上、それに従って原稿を作成して

ください。執筆要項の請求先は事務局です。あるいは絵本学会ホー

ムページからダウンロードしてください。

絵本学会研究紀要「絵本学」投稿規程

◎投稿資格：絵本学会会員および準会員

◎内容：絵本に関する研究論文、研究ノート、論説、報告。ただし

未発表のものに限る。

【研究論文】は、研究の視点や手法、理論展開及び結論に独創性や

説得力が高く認められるもの。

【研究ノート】は、研究の基礎データになる資料、あるいは理論構

築の可能性が認められるもの。

【論説】は、学術的な論で、注目すべき研究・作品・作家・展覧会・

活動を取り上げての評論など。

【報告】は、活動紹介や文献紹介など。

◎掲載採択：査読に基づき、編集委員が掲載の採否を決定する。必

要に応じて編集委員の外に査読委員を依頼する場合がある。採否判

定の過程・理由は開示しない。ただし、投稿者は、結果について説

明を求めることができる。この場合、編集委員は申し出内容を精査

の上、適正範囲内で回答する。

◎執筆要項：執筆は別に定める執筆要項に従うこと。

◎投稿締切：２０１５年９月３０日（水）　　（必着）

◎掲載採択通知：２０１５年１２月１５日（火）までに投稿者へ通

知する。

◎刊行：２０１５年度内

◎原稿送付先：絵本学会事務局

（郵送とする。FAX、電子メールなどによる送付は不可）

＜紀要編集員会から＞

　絵本学会紀要『絵本学』へ投稿を希望される方は、執筆要項をよ

く読んで、原稿を作成してください。特に、原稿分量にご注意くだ

さい。絵本学会紀要『絵本学』は第１号以来、同じ書式で作成して

います。註・引用文献・参考文献を含め、研究論文であれば 7ペー

ジ半、研究ノートであれば 5ページ半、その他は 3ページ半で収ま

るように作成してください。はじめの半ページは、表題、執筆者名、

所属、専門分野、和文・英文抄録等を記載するために使用します。

研究紀要委員会からのお知らせ 事務局からのお知らせ
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2014年度第５回　絵本学会理事会　議事録

日時：2015年 2月 15日（日）14：00− 17：00　　　　

会場：日本女子大学　新泉山館　児童学科会議室

出席者：松本猛、石井光恵、今井良朗、今田由香、香曽我部秀幸、

笹本純、本庄美千代

陶山恵（第 18回大会事項のみ出席）

〇審議事項

１．第 18回大会について

下記の案が大会実行委員長の陶山氏から提案され、検討の結果了承

された。

１）実行委員会組織

陶山 恵（実行委員長　東京工芸大学芸術学部アニメーション学科准

教授）

笹本 純（絵本学会理事委員）

中川理恵子（東京工芸大学・他非常勤講師　絵本学会会員）

永田桂子（文京大学・他非常勤講師　絵本学会会員）

内藤知美（東京都市大学人間科学部児童学科教授）

山中幸生（東京工芸大学芸術学部アニメーション学科講師）

細川 晋（東京工芸大学芸術学部アニメーション学科助教）

小栁貴衛（東京工芸大学芸術学部アニメーション学科助教）

２）企画（研究発表 /作品発表以外）

①オープニングトークセッション「いろんな私が出てきます（仮）」

登壇：古川タク（アニメーション作家・イラストレーター）

石津ちひろ（作家・翻訳家）

加藤久仁生（アニメーション作家）

司会：陶山恵

②基調講演「タイトル未定」

登壇：猪熊葉子（英米児童文学研究家・翻訳家・聖心女子大学名誉教

授）

③ラウンドテーブル

A「子どもの本屋の現場から」

奥山 恵（児童書専門店ハックルベリーブックス代表）

三輪丈太郎（児童書専門店メルヘン・ハウス営業企画部長）

土井章史（児童書専門店トムズボックス代表）候補者としてあがっ

ています。

コーティネーター：内藤知美

B「絵本の読み聞かせ・紙芝居の実演（仮）」

中平順子（子ども文化研究家・紙芝居グループ「紙ふうせん」代表

※絵本の読み聞かせ→担当者未定（武田美穂理事が推薦された）

コーディネーター：中川理恵子

C「ブックデザイン・イラストレーションと絵本（仮）」

渡邉良重（アートディレクター・デザイナー）

秋山 花（イラストレーター）

※ブックデザイン分野から→担当者未定（さまざまな候補者があ

がった）

コーディネーター：陶山 恵

３）タイムスケジュール（案）

5/30（土）第一日目

10:00〜 11:00　新旧合同理事会

12:00 受付開始

12:30 開会式

12:40〜 14:10 研究発表（１）3名× 2部屋

14:20〜 15:50 オープニングトークセッション（90分）

16:00〜 17:30 基調講演（90分）

17:30〜 18:30 総会

18:30〜 20:00 レセプション (90分 )

5/31（日）第二日目

9:30 受付開始

10:00〜 12:00 研究発表（２）4名× 3部屋

13:00〜 14:30 作品発表（90分）

15:00〜 17:00 ラウンドテーブル　R1/R2/R3（120分）

17:10 閉会式

・研究発表の会場については、研究発表申し込み者の確定を持って、

時間の融通とともに按配することが提案された。また、作品発表に

ついては、学内ギャラリーを使用する。

・チラシ案が検討された。

○報告事項

１．会長より

会長より、第 5回理事会開催の挨拶があり、「フォーラム・子ども

たちの未来のために」第１回学習会「特定秘密保護法を、出版の世

界から見れば……」が 3月 3日（火）午後 6時から専修大学にて開

催され、絵本学会へも参加の要請のあったことが、併せて紹介され

た。

　　

２．前回第４回絵本学会理事会議事録の確認

　　第４回絵本学会理事会の議事録が、承認された。

３．事務局

　　事務局より、次期役員改選の進捗状況について報告がなされた。

２月１９日に、投票用紙等役員選挙についての書類が会員へ発送さ

れることが併せて報告された。

　また、「絵本学会 NEWS No.53」の発送について、日程等が確

認された。

４．各委員会報告

１）企画委員会　

企画委員会の今田理事より、「絵本フォーラム 2015」の企画が、

配付資料に基づいて提案され、了承された。

絵本フォーラム 2015　「武田美穂さんと絵本を作ろう！」

開催日時：2015年 3月 22日 (日 )　14:00〜 16:00（予定）

開催場所：日本女子大学・目白キャンパス（予定）

講師：武田美穂

参加費：会員・大学生以下 /500円　一般 /1000円　

定員：50名（先着順）
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学会会員への周知は、絵本学会ＨＰと絵本学会ＮＥＷＳの発送時に

チラシ（案内）を同封することになった。

２）紀要編集委員会

紀要委員会の香曽我部理事より、最終的に確定した紀要の掲載内容

について説明があった。論文 2編、研究ノート 2編、報告の絵本研

究参考文献目録（2014.1-12）。絵本研究参考文献目録は、永田・

丸尾・川内・浅野・坂本氏の５名の会員によって作成され、充実し

たものになったことも併せて報告された。

３）機関誌編集委員会

特になし

４）研究委員会　

特になし

５）広報委員会　

「絵本学会 NEWS　第 53号」について、掲載内容や発行予定につ

いて説明がなされた。

　

５．事業後援について

下記の事業について後援の申し込みがあり、後援をすることになっ

た。

・ちひろ美術館・東京「＜企画展＞聖コージズキンの誘惑展」

・軽井沢絵本の森美術館「ピーターラビット TMの世界」展

○審議事項

２．入退会者について

・入会者（１２月５日〜２月１２日）

砂上史子、小橋暁子、中山陽子、井ノ口峰子　計 4名

・退会者　

瀧　薫　計 1名

３．役員改選について

役員改選に伴う監事の推薦について、話し合いがなされた。

４．「絵本学」の会員外（図書館関係）の定期購読希望について

紀要「絵本学」の会員外（図書館関係）からの定期購入希望があり、

これについて検討した結果、図書館のような公共的なところからの

定期購入希望があった場合には、会員外でも認めることになった。

５．海外在住の会員の取り扱いについて

海外在住の会員への資料送付について、送料などの負担について話

し合われたが、現在は少数のこともあり、現状のまま国内の会員同

様に送付していくことになった。

６．20周年記念事業について

１）20周年記念事業として継続して検討し、前回理事会で決まっ

た絵本研究賞について、前回の決定事項を踏まえながら再度の確認

及び検討をし、下記の点が決定した。

絵本研究賞の対象は、研究論文とする。

対象とする研究論文は、前年 10月から該当年９月までに発表公開

されたものとする。

推薦（自薦、他薦問わず）の論文投稿受付期間は、10月 1日〜 15

日とする。

絵本学会内に、絵本研究賞関連の委員会を設置する。

絵本研究賞及び絵本研究賞関連の委員会設置については、第 18回

大会における総会に諮り決定する。

２）日本学術会議協力学術研究団体への絵本学会の登録について話

し合われ、新理事会への引き継ぎ事項とすることになった。

　

７．絵本学会の今後について

絵本学会に絵本研究賞が設置される場合、絵本研究賞関連の事務を

行う委員会を設ける必要があり、そのためには従来の委員会の統廃

合を考えていく必要があること、また事務局の負担が増えるため、

事務局運営でより良い方向（事務補助員を増やすなど）を模索する

必要のあることなどが、話し合われた。

８．次回理事会開催日程

12月 7日の理事会決定に従い、次回理事会は下記のようになった。

日時：2015年 4月 12日 (日 )13：30〜　

会場：日本女子大学　新泉山館 4階　児童学科会議室

 

但し、第５回理事会終了後、持ち回り審議（3月 24日付）で、理事

会の日程が下記のように変更された。

旧理事会

日時：2015年 4月 12日 (日 )１３：３０〜１５：３０　

会場：日本女子大学　新泉山館４階　児童学科会議室

　 

新理事会（準備会）

日時：2015年 4月 12日 (日 )１５：３０〜１７：００

会場：日本女子大学　新泉山館４階　児童学科会議室

　

新旧合同理事会

日時：2015年 5月 30日 (土 )１０：００ 〜１２：００　

会場：東京工芸大学（第 18回大会会場）


