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1 第 19回 (2008年度総会)全 国研究大会のご案内

《家日交流基金助成 共催 :迫手門学院大学》

開催 目 :i14成20年 6月 711(二L)、 8日 (日)

場 所 :7日 と8日 で会場が異なるのでご注意 ください。

フ日 (土)追 手門学院大学 5号 館

(大阪府茨木市西安成 21‐15 URL i http:〃w― otemon acJp7)

8日 (日) 追 手門学院 大阪城スクエア (大阪市中央区大手前 1‐3‐20)

E―mail i cas@0ヤiCe otemon acjp(メールア ドレスが新しくなりました)

電話 :0726419667/S懸 :0726439476 (オ ース トラリア研究所)

十比半t:南 出員助

□ 6月 7日 (土)第 1日 目 (追手門学院大学 5号 館)

10:00-12:30 蝉 事会 (8階大会議室)

12:30-13:00 受 けイ寸け (31培)

13:00-13:20 開 会 (3帖 5301教 =)       司  会   南 出員助 (連手llFl学院大学)

挨拶 関根政美 (慶應義塾大学 ・オーストラリア学会代表蝉事)

13:20 - 14:30 り 牲訂司言岳演  切Ⅵore than Sorry:Indigenous Policy under HOward and Rudd"

David Carter(クイーンズラン ド大学

/東 京大学アメリカ太平洋地域研究センター客員教授)

14i30 -14:55 休 憩/附 属図吾館オース トラリア ・ライブラリー光学会

15:00-17:30 シ ンボジウム I(3牲 5301教 室)
「オース トラリアにおける白人性の相克―アボリジナル ・スポーツと移民制限J

司

アボリジナル               会
  藤 川隆男 (大阪大学)

・スポーツと人種     小 澤英二 (相山女学園大学)

移民規制問題 と大英帝国の問題     松 本佐保 (名古庇市立大学)

討論者  町 ncttC Russdl(モナッシュ大学)

尾崎正峰 ( 橋 大学)

細川道久 (鹿児島大学)

本寸 L宏佳 ム(福島大学)

17:40-19:40 懇 親会 (学化食士) 米 201001こJR茨木駅行きの送迎バスを用意します。

家 日交流基金―
ナー ・ニール ・カリー奨学金授与式



□ 6月 8日 (日) 第 2日 目 (追手門学院大学 大阪城スクエア)

9:30-10100 受 け付け (61特)

10:00 - 12100 -一般1回労|1研究報告

【第 1分科会】多文化主義 ・歴史・社会 (61培大手前ホールD)

J 会   径 出キ子 (広島大学)

「オース トラリア福和|:政策における 「ファミリーJの 歴史
―-1970年 代以降の家族政策と 「ファミリーJ「キ説」

藤円智 ■ (慶應義塾大学大学院|ギ十謀科)

「クイーンズラン ド州における先住民を対象とした遠隔地教員養成プログラム
ーーアファーマティブ ・アクションか、それともオルタナテ ィブ ・ウェイかJ

青木麻衣子 (日本学術振興会特別研究員)

「アンザ ック ・デイは■き残れるか?
―― ヴェ トナム戦争期のアンザック ・デイと 『新 しいナショナ リズム』」

津田博司 (日本学術振興会特別研究員)

「『改革』される多文化主義
――オース トラリアにおける移民定イト支援政策の変容とネオ リベラリズム」

塩原良和 (東京外1珂話大学)

【第 2分 科会】政治 ・経済 (6陪大手前ホール A・ B)司  会   松 繁寿和|(大阪大学)

「2007年連¬!総選挙結果の分析―― 「政権交代選挙Jの 姿J

浅川晃広 (名占庄大ヤ)

「“Vヽorkingman's Paradise''からいヽVork Choices"/ヽ
一―オース トラリアの労働運動の変連 と福祉国家」 杉 出ヴど、也 (神奈川大学)

「豪州 ・ニュージーラン ドにおけるセ ックスワーカーの現実
―― とりわけ労使関係の視点からJ        森 島 党 (追手円学院大学)

「オース トラリアと日本における非下規雇用の拡大――パネルデータ分析J

岸 智 子 (南山大学)

12:00-13:20 昼  食  / 理 事会 (6階大会議京)

13125-13:55 総 会 (6階大予前ホール D)

14100-16:50 シ ンボジウムエ (6 1jlL人子前ホール D)

「アジア太平洋地域の安全保障と日蒙 。日米豪安保協力J

司 会   片 原栄
一 (防衛研究所)

“
Connecting the Spokesi Japan‐Australia Security Cooperation and Alliances

with the United States"       Malcolm Cook(ローウィー国際政策研究所)

「北東アジアの安全保障とH家 ・|1米家安保協力」

阿久津博康 (防衛研究所)

「アジア太平洋の安全保障における中1可の役
イ
浄|」

増IH雅之 (防衛研究所)

討論者   Brucc Millcr(オース トラリア大使館政務担ヽ公使)

渡辺昭夫 (平和 ・安全保障研究所)

佐島直 r'(申修大学)

16:50-17:00「 49会挨拶 関 根政美 (慶應義塾大学 ・オース トラリア学会代表ヂ1事)



◆宿泊先

◆昼 食

◆出 欠 :

◆懇親会 ,

恐れ人 りますが、宿泊は各白で確保願います.JR大 阪快周辺にせ)多数あります.

6月 711(土)は学生食堂 をご利用 くだ さい。6月 8日 (日)は地 下鉄天満橋駅京阪 シ

テ ィモール8階 お よびOMMビ ル地下2階 に レス トラン街があ ります。また会場

との間に もレス トランが数||あ りますc

全「可研究大会参カロの有無にかかわらず、司対の返信用業書に老、要事項をお書き込みの

うえ、5月 末日までにご投西ください。

懇親会費は 5,000円程度を 予定 していますが、多少変動することがあるかもしれませ

んので、その節はご容枚 ください。懇親会貸はヽ日大会受付で中し受けます。なお、

懇親会への参カロは老、ず同封の返信用はがきでお矢口らせくださるようお願いいたします―)

2 0 0 8年度オース トラリア学会全国研究大会

シ ン ポ ジ ウ ム 概 要

【シンポジウム 1「オース トラリアにおける自人性の相克―アボリジナル・スポーツと移民制限」】

シンホジウム Iは、オース トラリアにおける人凝主義と普遍 卜義をテーマとするt)ので、アジ

ア系移民帝J限と先住民とスポーツに関して、人種主義的な原fLFと普遍主義的な原理 (平等主義的

な原理)が どのように相克 し、どのように展開 したのかを検討したいと考えている。 とりわけ、

これまでオース トラリア以外の研究をしていた研究者の参加をえて、オース トラリアについての

報告をお願いし、広い視角からこの問題にアブローチしたいと考えている。

オース トラリアにおける人種やエスニシティーの問題は、とかく先住民の問題とアジア人に対

する白家主義の問題、戦後の非英語園のヨーロッパ系のエスニックの問題など、それぞれ別の対

象として描かれることが多かったように思われる。オース トラリア研究の側からすると、こうし

た壁を取 り払 うようなアプローチのイ|:方を探 りたいという意図があり、そのテーマとしてスポー

ツと移民規制を選んだ.ま とまりがつかない可能性 ()あるが、 う よく連関させることができれば

大きな成果につながると考えている。

先イエ民とアジア系移民の接続を狙い、イ11会学の立場から尾崎 |ド峰氏にはエスニック ・スホーツ

についてのコメン トを、村 L雄 ‐氏には、オース トラリア史の立場から松本佐保さんへのコメン

トを、全般について成児島大学の紳川道久氏にカナダ史のほうからコメン トをお願いした。また、

先十i:民イけ千究を行つているモナッシュ大学の Lnette Russell氏の参加 も予定されている。

【シンポジウム |!「 アジア太平洋地域の安全保障と日豪 ・日米募安保協力」】

2111七紀の今 日、アジア太平洋地域の安全保障環境は大きく変わりつつある。北束アジアでは北

朝鮮の核 兵器や弾道 ミサイルの開発 ・配備などが地fHkの安全保持にとって深刻な不安定要因とな

つている.ま た、中IHの台頭、特にその急速な経済成長に支えられた寧事力の近代化などに対す

る懸念は高まりつつある。他方、冷戦期と冷戦後を通 して、米国の軍事的ブレゼンスおよび同盟

戦略は、アジア太平洋地域の平和と安定を確保する上で、重要な要素としての役割を担ってきた。

近年では、テロとの間いなどのグローバルな広がりを持つ安全保障上の課題に対応するため、米

IJの同盟関係の 「変革」(トランスフォーメーション)が 推 し進められている。

こうした状況の下、2006年3月、日本、米田、オース トラリアの3カ回は関僚級戦略対話を初め

て開催 し、基本的価値や戦略的関心を共有する3カ|工|が束アジアの安全保障に栄たす役害Jの重要性

について確認した。また、日蒙両政府は2007年3月13日、「安全保障協力に関する日蒙共同
′
芭:言J

に署名し、IJ除平和協力活動、大量破壊兵器の拡散防 |に、テロ対策、自然災常や感染症への対応

など広範な分野における協力を表明した。 司年6月6日には、日豪の外務、防衛担もの関僚は初の

安全保障協議委員会 (2プラス2)を 開解 した。さらに両国政府は9月9日、 lJ豪首脳会談において

日疾共同宣吉を実施するための 「行動計画」を取 りまとめ、突務的な協力を促進 していくことで
一致 した。シンボジウムでは、深まりつつある日豪/日米豪安保関係の戦略的意味を地域安全保障

の観点から考祭し、こうした新たな協力関係がどのようにアジア太平洋地域の平和と安全に寄与

しうるかに焦点を当てながら、 日蒙 '日 米豪安保協力の将来を展望する。



2008年度オース トラリア学会全国研究大会
一 般 個 別 研 究 報 告 者 お よ び 報 告 要 旨

【第 1分科会】

1)藤 田智子

(慶應義塾大学大学院社会学研究科 博士課程)

昨 ストラリア酢蝦 お ける「ファミリ 」の歴史
-1970旬 Ⅲ刈像が剰踊政策と 「ファミリ司 言殉

夕腕寛杓 1眼 部夕浄点とされるよう|プ食4,たノメよ

19殉 1イ絵 ど十とさオしる. オ寺降■虫＼ては 4坂H4おキ伊i峰

企サー ・ニール・力味キrサ ーストラリ刀巾靭崩クロ

グラユ《こより留
｀
iス嗣命暫Jちカル伴昨池 して、イース

トラリア1白樹ナる19拘牛イじ邪倍 ワヽート〕劣在ま口才計IL

I嫌 を、「ファミリ司 をきる「i市コi報Rぜ↓ヽら、剛 生

醇rャにギ浄1切彰】)市ルる,「取卦するテクストやインタビュ

ネ 1料こ!ち洲万てい出し、IHこ角市散〃ぜく】dl拷怠和孫樹卜iや1主こ

よる 「ファミいi占 説の構築とそσ】期糸 歴知拘変遷を

兄る

2)青 木麻衣子 (日本学術振興会特別研究員)
「クイーンズラン同|‖重出する先住民を対象とした遠隔

地教員董成プログラム下アファユマティブロアクショ朔 、ヽ

それともオルタナティブ白ウェイカ」

イ専さ角「kJ併 悟クイーンズランド)‖‖部抑明 るジェーユ、

ス・クック火/力`、1既Ю千百せ離r" らヽ夕百11こヽ■線 共

施している由!耐敗 最適掟フログラム 臨 旋 Au

l勘品ゴ盟tせ其価 豊岬租1丁酔軍回 σ】理鄭研批【・現

り迄ダタ しヽ、その百輸目■といサ南卦幾才きするJ榊 二 う宵上士t
ヴ)みを女|ル代ヰとる百レログラム八 クイーンズラン日|レ)
デ
i十館角寄削虫こ身むti)イ妹1と、その阻 点密剤Fr)る:

3)津 田博司 (日本学術振興会特別研究員)

レンザック・デイは生き残れるか?」ヴェトナム戦争期

のアンザックロデイと 噺 ししサショナリ尤勾」

hHlせ1上lγ鴫3移掟さオしたアンデック糾f白ょ 21甲昧♂)

1呼正にするよ
~で
功・―ストラリアヴ】i ll臨たいこ|コ要なイ受吉Ⅲ

イ型未たしてきデ1‐しかし、イーストラリアカ出刑1的せ―Uヒこ

lh" うヽヴェトサと取御馴ョく アンザック・デイ十過 しろ

,汁i世マう留勿とし甜 併Jさオげ■不キ1徹まそこ■己F)序親舗ヨ主

11し、1磁 ギリス村叫とブ酬 ″斎哉と黒y＼ ▼_l たヽア

ンザック″輔 ごjミ、‖財|ぃ」』降惣)巾千し↓リ
ーショリリズ

A】 颯 既 とヽ変容する'断や掛鋪而■る

4)塩 原良和 (東京外国語大学)

帆距鞄 される多文イ車 ストラリアにおける移

民定住支援政策の変容とネオリベラリ抱

本報告では、 オ ーストラリアにおいて 2000イli

代に眠開してきた、り:英言r系杉民 ・難民向け忙li:

支援施策ブ)「故拘 の実体を村妊観し、それが 1990

年代以降進t〔してきた公[多 文化 l:義の
~ネ

オリ
ベラル化Jのil明流のなかでイ声) る`合意を分析→

~る
‐

さえ)に、そうした 「改革」が杉民 ・部上く支1宏のI HL

場にt)たえ)した帰結を、実際に支lFげ)現場で働く
ワーカーたらへの聞き取り【訂H企からり1らかにする.

【第 2分科会】

1)浅 川晃広 (名古屋大学大学院国際開発研究科)
「2007年連邦総選挙結果の分析―「政権交代選挙」

の姿」

本奄共は、2007イト11)124「]に行なわれたi堂

)打議会総選挙結果について、「政権交代_げ翔とr、てか

ら、上に投ザ|:結果を中″亡ヽに分析する主)げ)である.

今次選挙では、ケビン・ラッド党首のキいる労働

比が、11年ぶりに保生13菫合から政権をイf収し、政

権交代を実現した.選 挙結果t)、20議席以 11の増

力IG、 さ らに′ヽワーード出相 (ちい寺)も ギ梓選す
~る

と

いう1工作J的な勝利であつた,こ の結果は、li m H M女

性夜|(カミ'こllこした 1996イltブ)'選挙ホ占,こと灯llメして

おり、本発表ではこのことを念頭に 「政権交代選

挙Jσ)姿を明ら力ヽ こする,

2)杉 田弘也 (神奈川大学 ,青山学院女子短期大学)

陥 k町旧n's Paradise″から
′1陥rk Gloices″-4-

ストラリアの朗酬聾腹浚遷と千酢距肇殉

ハワーlt■忘|う菫制 御 らヽラッ|やう抑鱗む4仁 ごヽ そを

期 しな 家詢7イ1捉チ総輩温才】ナる最)ご浄煎よ ヴち

1瑠準肝たちた.そ もそt)オーストラリア湖射池よサ抑郭川

制 ノわ廃末ィ斬沌贅・己樽矛するたy拭こ191怖掛耐 した

t)|す,アできぅり、労背珊燕′y猫 ょ ォーストラリマ嗅 ヤ1/11サ

向二人きた厳1紀を'受てきた,こθttGよ ヴ舛瑠紳 ヽ

充圏こ|1会1相すれ巧や寸巧刑i次ヽ ヒを1期打可けて考供した

↓、

3)森 島 覚 (追手門学院大学)

曙訓‖Bニューカ ンHこおけるセックスワーカーの現

実■とリラbチ 胡爵期系妙掬烏から」

hstltlt1011翻け と売ホである.こ σ偏!隷Hベ サ執ヽ

てタブニとなってt るヽ、とtめ てtFttrdゴ 討),ここで

はジェンタと品命
~~tと

いうことをひと長=1耳ドヽ ▼て、|'「i‖こ

よ党ドロよ 舶 るもヴ功W Ittデ合tをイヒさオビ〔才iSり、そこに

働くセックスワーカ均 治在し
~Qヽ

ることを向十側 二 まず

幸隊千■aさ ら|う
!拭
劇要朽効 らヽ十よ 」ブ)ように)とる夕くきか

に語及したいと思う―|モザイク6′,様カヤDた|十ヤ オFi般)た

ア】こ

4)岸  智 子 (南山大学)

昨 ストラリアと日パ こおける非証野張謝詔功わヽ■ヾ

和 弟 州 向

|オーストラリアには、側笹 鳳Л調価帆 hoDl■le ttd

LhWB旺 コ 述 ・「LA碗 御阻正A)総 料 とい う、

′ネルデと夕ぐ司じ太利用)とを士割駅ヨたり,』功辞Hイトした

デ上夕)がぁる― リス ロ末こt)iド1賞付RJ片 するハネ
′ち抽筑 (上t うヽ切似のデ上夕がぁる、和"1如打所竹多】寸F

し、「呵にレ"抑勤覇 |]】綱:5点と打寸以ギよ/fHllら力ヽこしてkう―と

する試■ミ榊予キートタイムヴ獅ル壮出翁 六
ナ
il圧.資

格と朝業との期黒こ篤点を声ヤ〕士
す
3ヽる|



2「 多文化社会オース トラリアの文学と表現― 『ダイヤモン ドドッグ :多文化を映すオース トラリ

ア短編集』」神j行記念シンポジウムのお知らせ

日 時 1 20()84■5月 3011化D 18:30～ 21:00

場 所 : 代 官山ヒルサイ ドフォーラム           会 場はWebベ ージでご確認くださいt

ヒルサイ ドテラスF棟 (東京都渋谷|(僚楽lll1 18 8)

URL: htpi〃 wvwvwv h‖isideterrace com/access/index himl

交 通 : 代 急東枝線代付 1快かに,従,抹3分  束 急束柾1線/地 卜鉄日比谷線中11黒りくより従歩 7分 .JR

II子線//JR埼 京線/地 卜鉄|1比谷線忠比寿駅より徒歩 10分.

連絡先 : llt代企伸「■ lh:0334615082

会  費 :  1,00011]

出 演 : ケ イト・グリアン=ス ミス (メルボルン大学教授)/マ シュー ・コントン (作場0/デ ビット・

カーター (クイーンスランド大学教授/東 京大学アメリカ太平洋地域センター年虫執及)/小 ||

修 1(吹 出市立博物館館長)/有 満保江 (同′忘社大学教授)/他

主 催 | オ ーストラリア ・ニュージーランド文学会/現 代企由F生

助 成 : 家 |1交流ヴ1(企/オ ーストラリア ・カウンシル

後 援 : オ ーストラリア人使館/オ ーストラリア｀/｀

3 大 学院特別公開講義 (第2期 )の お知らせ 《豪日交流基金助成 オーストラリア学会主催 》

オーストラリア学会では、家|]交流基金の助成を得て、2007年 度秋くミ に慶應義熟大学で大学院特別

公開f性義を開解してまいりました。2008イ十コ支小学サ明は京イト大学・他 Gの開催を了′定しております―j占義

内容は「ザ亡/lt lilけです
~が

、京都人″
半のギfi、院イ十二のほか、興!味のある方でしたらどなたでt)参カロできよ十

京都ブご卜の公開:市内|では、食|↑|・資ルR・城!光に開→
｀
る経済的Ⅲ則古iに焦点を

｀
1て、そ才Lと侑接にIⅢJわる気

象をl llの1川高iについてt)論じi主十 年j l lHIIIは気象 ・11体のイけF究者で茨||‖の農米ホト済との関係について論

じ
ヤ
てt たヽニナゴきよ=)｀

場 所 : 京 都大学僕ギ研究科 農 十洵!終合館 (W106)(〒 6068502】〔納;市左京区北Fit tiLウ》町)

URLi htp//― kais kyoto―u acJp均/mOdulesたinycontentO/

担 当 : 力|四爪 に (京都人ギつE―mal:kagatume@kaも kyoto―u acjp

◇ 第 1回

日 時 : 2008竹 i5)12411(D 14:30～ 16:30

※17:30より懇親会 会 場 :京大会館 (http7wwMttdaikaikanjp/)

講 義 i  気 象変動とオーストラリアの環境 ・農業J

BaIIy Brook(アデレー ド大学地球環」党本H学部教授/気 象変動 ・持続日崎旨性研究所所長)

◇ 第2回 以降の予定

2008年 6月 2811(D 「家州における塩111対策と食料環境J M John(カ ーティン大学)

2008午47月 12「1(■'ま/は 26H(D

「家州における水資源と環境経済J J Ward(連 邦科学産業研究機構 CSIRO)

2008イli 8す]9 日 (Dま たは23日 (ED

「llL宏州における洪米経済と環境J B抑 駈te(西 オーストラリア大学)

こオしら以外にt)訪日中の安州研究者年による'F究会の開催を随時 予定しております.

キ十tネ出はWebヘ ージ (htpi〃home hattko com/)にて案内します。



4 豪 日交流基金助成/オ ース トラリア学会 ・慶應義塾大学 21世紀 00E CCC共催
「大学院特別公開講義」第 1期 (2007年度秋学期)無 事終了のご報告   報 告 :関根政美

2007年度企円大会時の理事会で水認された公開前義第 1期 (シリーズ1)は 、2007年 10月 7日 の 「ア

ジア太平洋の安全保障一口家の役剤と「LH」の市民意言哉Jと題された公開シンポジウムで開幕し、2007年本

に結ばれた日家安全保1暗協定の意義について言、抗論しました.司 会 :鎌出真弓、報告 :菊池努、佐,弓直十、

片1京栄 、 高木誠 一演∫(青山学|すこ大
″
▼う、討論 iブルース・ミラー (オーストラリア大使偵官政務担ヽ公使)、

令出1秀也 (合林1大学)ブ)皆様にご査埴いただきましブ

第2111前義は、ロバー ト・エイツン先化 (オース トラリアl‐l立大学)に 、日豪を取り巻く東アジアの安

4Y米‖桂に1判してご「Bllaterals,TI・llaterals and Quadrilateralsi Japan―Australia Security C∞peratiOn and
AsiaもFuture Order」という岳岳義をお願いし、院11千者才iとともに傾聴しました。授業胃頭に片月|〔栄

―
会貝

による1年説をお願いしました。

年明けの第 31F]では、2007イ1111)」の連邦総選挙について論じ合うシンポジウム 「2007年 オーストラ

リア連邦総選挙結果―ハワー ドW敗 北話要1末|とオーストラリアの市民意識Jを 2008年 1月 26月 に実施

しました。「J会 ,|」根政美、報告 :杉円げム也、浅川晃広、f」論 :福嶋陶 夕、伊i奈久喜 (卜1本経済新聞イ11論

説印1委Fl長)の 皆さんにお願いしました。

2月 9日 には、第 4回 として東京大学アメリカ・人平洋地域研究センターの訪岡教授に就任中のデビッ

ト・カーター先生にお願いし 「New Australias:The Meaning ofAustralia's Natonal Days」と題する講

義を聴きました.司 会は飯笹佐代 r会員でした。

そして最終回の3月 9日 には、元家州1可防衛高」次官のポール ・ディブ、ォーストラリア同立大学教授に

特別講師として来Hし ていただき 「東アジアにおける安全保障一日蒙安保協力はどこまで行くのか?Jに

ついて言詫義をいただきました,司 会は佐島直子、古1論は、再び大使館からミラー公使、そして永り刊塗行会

典i)お願いし、言、1論t)活了とにしていただきました,

いずれの回も土曜日の午後に座應義塾大学工出キャン六スにて実施し、午後 1時 より 5時 近くまで前

義 ・ふ1論を統けることもあり、熱″と、に議論していただき有難うございました.オ ーストラリア研究者を増

ゃすことが|1的の大学院特別公開前義 (話演)は 、家口資流基金より助成金をげて戴し、前義やi吉波には通

訳をつけ学41、 本般人、研究者、会員t)白1拘に対よ予海できるようにしました。お力Wデさまで大引先授業とし

ては異例の行回平均 40名近い参加杵を得ました (延べ参加者教210名超).

助成金をいただいた安日交流基金に大いに感融十声るととt)に、資金の補助を1夫く認め共催に加わってい

ただいた盛應義塾大学 21世 紀 COE―CCCに 深く感訪寸する次第で'ュ 会言IⅢ哨 、ニューズレター/ホ ーム

ヘージ拒いヽ のlT事:の皆様には大変おlt話になりました。大学しと特月!公開誰美第 2期 は2008年 本中期末郁

大学で加賀爪会員の企両の下に進められます。今後とも講座のため生しくお願い中しLげます。最後に、

講座と用木のオース トラリア研究の発展のため、会員の皆様のますますのご協力を生しくお願い中し_Lげ

ます十

5 第 6回 地域研究会 (関西)活 動報告 報告 :南出員助

第 6回 地域研究会が 2008年 3月 8H(Ll、 人 蕊ヽ 茨本市の追手門学院大学において行われました。発

表は、(l Dennis Runley(エ ディス・コーワン大学)“Some Foreie■l P01icy lmplicatiOns Of the 2007

Australian Federal Election(2o07年オース トラリア終選挙結果と外交政策)"、②Paul Dttb(オ ースト

ラリアIH立1人デ子名誉教授)“The Allstralia‐Japan Securitt Relationshp―HOw Much Flunther Can it

Go?(H豪 安全保障協力はどこに向かうのか)".ラ ムレイ氏は政治地r収学の立場から、ラッド新首相の大

平洋とインド洋を共存エリアに組み込む外‐交政策等を論じました.,ディブ氏はH防省の経験から、東アジ

アにおける有事の際の対応等を論じました。いずれt)日家外交の核心に迫る内容でしたが、質疑の時間が

十分ではなかった点が残念でした.参 加者 40名 。なおボール ・ディブ氏の来日は豪日交流基金の助成に

よるt)のです。



6 大 会報告者 (海外在住者)へ の交通費助成のお知らせ

第 13回 全1司研究大会から、報告される会員には海外在住者に限り、交通費助成 (‐律 5万 円)を 行う
ことになっております (2001年 12月 18日第 5期 1回理事会決定)。発表申し込みの際に、その旨明記し

てくださ↓卜,12月 開催予定の理学会で中f吉条件を審議、決定いたします,

7 学 会費の納入について

本年度の会費を、同封の振込用紙でお振込みください!年会費は5,000円 (賛助会虫は10,000円)で す.
H乍イ|"支までの会費を木納の方には、その分の払い込み片1紙が封入されておりますので、あわせて納付くだ

さ↓ヽ お問い合わせ:会計担当F収寄:(田洋仕HFイytazawa@dOhtO acjp)

8 『 オース トラリア研究』第 22号投稿募集および研究文献目録掲載のお知らせ

『オーストラリア研究』第21号 (2009年 3月 発行予定)に 掲載する論文を募集しまう子,踏 品はいつで

t)受け付けておりますが、次号に掲載する論文の柿め切りは2008年 8月末日,詳 細は最近号掲載の 「投稿

要領」をご覧ください,

また第 12づナ以降、会員の研究文献日録をネ断たして掲載しておりま→L,|き 続き会員の協力をお願いし

ます.発 表された1者書、論文、報告言、翻訳などのなかから、オーストラリア学会の趣旨に関係する日録

木掲載の研究文1状を選び、お 回々らせください.柿 め切りは2008年 10月 30日 (期日厳守)(〕編集作業の都

合 11、電 rメール(またはテキストファィルを含んだ FD)をご利用くださ↓、,記 入例は第 15号 (20033)

を参「Rし、掲載事人に必ず準じる形でお送りください。

投斥高・連絡先 iオース トラリア研究編集委員会

〒6100394京 凹辺市多々羅都谷 1-31司志社大学占語文化教育研究センター 為満保ヤ11気付

1lL:0774657070  1ち x:0774-657069 E― ma‖:yattmku(oma‖dOShisha acjp

2005年 5月 より宛先が変わりましたので、ご注意ください

なお、受信した旨をお知らせするメールが必ず返信されますので、ご確認ください,

9 モ ナッシュ大学から日豪研究協力のお知らせ

モナッシュ大学では、2008年 8)Jにお招きする日本人のオーストラリア研究者を3名 募集しています。
これは日本の研究者が、モナッシュ大学のイ研究者との協力を移己野に入れて,F究のネットワークを作り、白

分の研グとプロジェクトをオース トラリアで行えるよう、家11交流基金の助成を受けて実施→
~る

もので'孔

応募の包括テーマは 「異文化との出会↓‐一オーストラリアと日本Jで 、分寧討よ、対立と=軸年/先 住民文

化ととす込/ト ーレス海峡およびオーストラリア北部における日木の足跡/相 互イメージ/オ ーストラリア

における日本人コミュニティ/姉 妹都市関係および留学4t交換/ス ポーツ、の8分 野となっていまう孔
このため、日本研究センター (htpi//arts monash edu au/mattsttndex php)、オース トラリア先住民研

究セ ン ター (h t p i / / a r t s  r n o n a s h  e d u  a u / c a i s / i n d e x  p h p )、回立 オー ス トラ リア研 究セ ン ター

(htpi〃arts monash edu au/ncasttndex php)の3つ のセンター代表によって運営委員会が設立され、3つ
のフェローシッブを提供することになりました。したがいまして受け入れ先はこの3つ のセンターで、地

位はその来訪研究員ということになります.

採|11されますと、モナッシュ大学 ClattOn Campusで 2008て|:8月に4週 間あるいはそたし以 lt'「究する

ために、旅費 ・生活費の 一聞;としてAs3,500が 支給され、デスク、コンビュータ、Eメ ール、1封書館 (専
門図書を含む)サ ービスの利用が認められるほか、研究協力やガイダンス (特に英語論文の準備に関する

モ)の)、住居探しの援助が受けられま坑

また採用されましたら、8月 に行われるシンボジウム (1日 間)へ の参力Hおよび英語による発表、モナ

ッシュ大学大学院生へのガイダンス、英言さ論文の執筆および12月 までに査読ジャーナルヘ投科iすること、
ヤ|‖与状を受けた後、オーストラリア大使館ないし領事館でヴィザを中請すること、が求められます。
締切り:2008年 6月 23日 (月)

提出先(E‐m奇め:japanese studにs centre@arts mOnash edu au

提出書類 i中請書の様式は問いませんが、中f古の際には、以下の書類 (全て英文)を 提出してください。
・履歴喜 (所属機関/職 場 。白化連絡化/■ 年月十]/出 版業績/受 賞確/学 歴/職 に/他 を明記)
・研究ブロジェクトのタイ トルおよび内蓉盲キを細 (1英文500ワ ー ド以内)

モナッシュ大学で行うブロジェクトを以下の収日に沿つて記述。(研究目的/意 義と独倉中性

/ア プローチ ・方法論/期 待される結果/11川反予定誌/所 属を希望するセンター)

問い合わせ :Mat Hagino@artS mOnash edu au(日 本語可)



会員より寄せられました新刊案内をご紹介いたします。

◎ 『希望の分配メカニズム_パ ラノイア・ナショナリズム批洋J』ガッサン・ハージ 者 塩原良和1訳 御 茶の

水事ルj 2008イ千1チJ TJイr tti格:本体2,800円+祝 ISBN 97母4275‐00559‐5)

||1版千liウェブサイトより:現代世界を精神分析するユニークな子1会文明論〕ネオ・リベラリズム時代のいま、
社会は希望の公十liな分内己をどうなしとげるべきかが門われている。由家i義 から多文化主義国家へと移行した
オーストラリアでの、移民、先住民、難民という存在と国民田家との問の倫理的|■属の岡1題など様々な調頓を
うかび 11がらt士る。

【オーストラリア学会第19回全国研究大会 会場のご案内】

□6月 7日 (土) 第 1日目 (追手問学院大学 5号館)

大H恵モ茨木市西安成21‐15 URtt hip//mwotemon acJp/

dRB阪急電解滋希J劇する場合

式騒寮

|       | 1親 鞭 01争

|むほ練鞭 |

|      ■  競 韻落轟施

|       ■  夫 逮熱 |があ

1騒繍 鋼醸 |

|       1 譲 鞭 伊寄

|スクール′ミスのりぼ

t議|

」R茨 木駅スクールバスのりば

□6月 8日 (日)第 2日 目

(追手門学院大学 大阪城スクエア)

大阪市中央区大手前 1‐3-20

え嫁較1姦番窮

Aター1歩Pやス

受霞農演ど鞭

Ⅲスタ募ミ甘務 !lr

阪急茨木市駅スクールバスのりば

〒1928508 東 京都八王子市,下 町476

杏林大学総合政策学部 橋 本雄太劇霊研究室気付

オーストラリア学会事務局j
TEL:042-691‐0011(4HE)///きヽ :042‐691‐5899
E―maili hashimotobunch(omtt biglobe neJp

2005年4月より事務局が移転しましたので、ご注意ください

会費振込先 :00190-3-157063

加入口座名 :オーストラリア学会

※本会報は学会記録以外に、会員のご音児やご要解を掲載しま

す。意兄、者書、新千J、訳書、投稿など、事務局または会幸R担
当弾事までお送りください。け二先:塩原 yshbbara@tufS acJp)
[紙由iの制約上、速や力ヽこ掲載できない場合がありますことをごr水くださ

い。]な お書言平欄に掲載を希望される場合は、学会事務局宛に献

本願います。なお、4月 初旬に学会議最新号を送付いたしました

が、未着の方は事務局までご一
報 ください。

[編集担当:獅京良和 (約iて外国語大旬]
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