全国大学書道学会 平成３０年度（滋賀）大会 開催要項（第２次案内）
下記の通り全国大学書道学会平成 30 年度（滋賀）大会を開催します。ふるってご参加いただきたく、ご案内いたします。

１）主催
２）開催大学
３）開催日
４）大会会場
５）参加費

全国大学書道学会
滋賀大学
平成 30 年 9 月 30 日（日）
滋賀大学教育学部
〒520-0862 滋賀県大津市平津 2－5－1
3,000 円 ＊準会員（大学院生）は 2,000 円

６）日程
● 9：10

受

付 （大・中講義棟／大講義室前）

● 9：40 ～ 10：30
開会式・総会（大・中講義棟／大講義室）
１．開会のことば
鈴木晴彦（日本大学）
２．開催大学あいさつ
滋賀大学 中村 史朗 先生
３．会長あいさつ
平形 精一（静岡大学名誉教授）
４．理事長あいさつ
横田 恭三（跡見学園女子大学）
＊ 議長選出
５．議事
１）平成 29 年度事業報告 →資料１（当日配布）
杉山 勇人（鎌倉女子大学）
２）平成 30 年度決算報告 →資料２（当日配布）
永由 徳夫（群馬大学）
３）平成 29 年度監査報告
石井 健 （東京学芸大学）
４）平成 30 年度事業計画（案）→資料（当日配布）
杉山 勇人（鎌倉女子大学）
５）平成 30 年度予算（案）→資料（当日配布）
永由 徳夫（群馬大学）
６）平成 30 年「学会創立 60 周年記念企画」について
小川 博章（淑徳大学）
７）その他
６．その他
１）学会誌・会報の発行について
角田 勝久（新潟大学）
小川 博章（淑徳大学）
２）新入会員紹介→資料（当日配布）
３）次年度開催大学あいさつ
４）その他
事務局
７．閉会のことば
柿木原くみ（相模女子大学名誉教授）

●10：40 ～ 12：20

研究発表 午前の部 （大・中講義棟／大講義室）

＊本年度、司会者は、研究発表１件ごとに 1 名ずつ、交代で担当いただく予定です。
10：40～11：10 研究発表①
澤田東江『東江先生書話』に見られる学書法と地方への影響
群馬大学大学院教育学研究科修士課程二年 齋藤颯

11：15～11：45 研究発表②
日展第五科（書）の誕生とその背景
都留文科大学非常勤講師 柳田さやか
11：50～12：20 研究発表③
北魏・北齊から隋への書法伝達 ―墓誌蓋の変化を中心として―
愛媛大学教授
●12：20～13：10

昼食休憩（50 分）

●13：10～14：15

研究発表／午後の部（大・中講義棟／大講義室）

東賢司

13：10～13：40 研究発表④
細井広沢考 ―『先哲叢談後編』を中心に―
日本大学教授 鈴木晴彦
13：45～14：15 研究発表⑤
「草隷」の実態とその定義
跡見学園女子大学教授 横田恭三
●14：15 ～ 14：25

休憩（10 分）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●14：25 ～ 15：55

大会記念講演 （大・中講義棟／大講義室）
演題：
「王羲之から空海へ」展での経緯
講師：弓野 隆之 先生 （大阪市立美術館学芸課長）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●16：00 閉
会

７）学会誌への投稿
大会での研究発表を経て学会誌『大学書道研究』へ投稿される方は、完成原稿（３部作成）を１１月１０日（土）
までに事務局宛に送付願います。
大会における研究発表を経ずに、研究論文を投稿される場合は、学会誌掲載の執筆要項を確認の上、論文要旨（内
容・体裁は第１次案内記載）を９月１０日（月）までに事務局宛に送付いただき、完成原稿（３部作成）は１１月１
０（土）までに事務局宛に送付願います。
８）会員書作展
会員書作展を以下のように開催いたします。ふるってご参観下さい。
会
期
９月２８日（金） ～９月３０日（日） 9：00 ～ 17：00
会
場
滋賀大学教育学部

９）理事会
下記の通り理事会を行います。常任理事、理事（各局担当・地区担当）の皆様はご出席願います。
日 時
９月２８日（金） 18：30 ～ 20：30
会 場
可和文（かわふみ）
：石山駅徒歩 2 分
電話番号：077-537-1396
※理事の皆様には出欠席の確認と併せ、別途ご案内いたします。
10）懇親会
三学会合同の懇親会を開催いたします。ふるってご参加をお願いします。
日 時
９月２９日（土）
17：30 ～ 19：30
場 所
滋賀大学生協食堂
会 費
会員 4,500 円
準会員（大学院生） 3,000 円
11）交通、宿泊、昼食等について
交通：JR 琵琶湖線[石山]駅／京阪電鉄石山坂本線[京阪石山]駅から
京阪バス 52 53 54 系統 新浜（南郷中学校経由）行／大石（南郷中学校経由）行／南郷二丁目東（野々宮
経由）行／南郷二丁目東（仙寿の郷経由）行／乗車、
「滋賀大西門」バス停下車、徒歩すぐ。
京阪バス ２ ４ 系統 新浜行／大石行 乗車、
「滋賀大前」バス停下車、徒歩７分。
＊バス料金は 230 円、乗車時間は交通事情にもよりますがおよそ 12～13 分です。
＊JR 琵琶湖線の所要時間（新快速乗車の場合）
京都→石山：14 分、大津→石山：５分、草津→石山：７分、彦根→石山：35 分
＊近隣より自動車で来られる場合、駐車場もあります。
宿泊：各自ご手配願います。JR 石山駅周辺には宿泊施設が少ないので、JR 琵琶湖線沿線駅（京都、山科、大津、
草津）など、周辺も含めてご検討ください。
昼食： 大学徒歩圏内には、レストラン・喫茶店等がありません。昼食は各自ご持参ください。
12）参加申込方法
①同封の参加票（黄色）にお名前とご所属を記入してご持参いただき、参加費とともに当日受付に提出して下さい。
引き替えに、資料封入用封筒と領収書をお渡しいたします。今年度より、発表資料等の封入は、会員の皆様ご自身
で行っていただきます。
②同封の名札用カードに、ご所属とお名前を事前にご記入の上、当日お持ち下さい。受付で名札用ホルダーをお渡し
いたします。名札用ホルダーは、使用後に受付にお戻し下さい。
[ お問合せ]

研究発表、大会に関するお問い合わせは、学会事務局（杉山勇人／鎌倉女子大学／
sgym-hyt@kamakura-u.ac.jp）
、大会に関するお問い合わせは、下記開催大学担当者まで e-mail でお願い
いたします。
滋賀大学教育学部国語教育講座 中村史朗（中村研究室）
e-mail shirou@edu.shiga-u.ac.jp 電話 077-537-7724

本学会と併せて、下記の学会等が開催されます。
（ただし、参加費は別扱いです。
）
＊９月 28 日（金）

12:00 ～ 日本教育大学協会（教大協）全国書道教育部門会役員会
13:00 ～ 日本教育大学協会（教大協）全国書道教育部門会
16:30 ～ 全国大学書写書道教育学会理事会
18:30 ～ 全国大学書道学会理事会

＊９月 29 日（土）

9:00 ～ 全国大学書写書道教育学会
17:30 ～ 三学会合同懇親会

＊９月 30 日（日）

9:10 ～ 全国大学書道学会

〈会場案内〉

最寄り駅は、JR 東海道線（琵琶湖線）で
京都から 13 分の石山です。
新快速がとまり
ます。JR 石山駅からは３系統のバスがあり、
バスターミナルから頻繁に発着しています。
大学までの所要時間は約 10 分。
京阪電車石
山寺駅からはバスで 5 分です。

大講義室

