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国際ベンガル学会第 4 回大会（2015）日本委員会 
〒183-8534 東京都府中市朝日町 3－11－1 東京外国語大学 研究講義棟 733 号 谷口研究室 

The 4th International Congress of Bengal Studies（2015）Japan Committee 
Tokyo University of Foreign Studies, Room No.733, 3-11-1, Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-8534, Japan 

 

Bangabayu (ベンガルの風) No.1（改訂版） 

 

 国際ベンガル学会第 4 回大会（２０１５）日本委員会より、広報メール Bangabayu の第 1 号をお届

けいたします。肩肘を張らずに、やや気儘に、いろいろなニュースをお届けしたいと考えます。 

 なお、国際ベンガル学会の日本語版 HP を大幅に改訂しました。ぜひ、ご覧ください。 

(国際ベンガル学会日本語版 HP アドレス→http://www.tufs.ac.jp/ts2/society/Bengal/) 

 

＜本号の内容＞ 

１．臼田国際ベンガル学会日本委員会会長のご挨拶 

２．国際ベンガル学会のプログラムについて 

３．研究発表について：セッション、Abstracts の集まり具合と内容、Proceedings 

４．学会の準備状況について: HP, 共催、資金集め、事務局など 

 

＜１．ベンガル学会を日本で開催する意義  臼田雅之＞ 

国際ベンガル学会は若い学会です。2010 年に第 1 回ベンガル国際学会の大会がデリーで開かれ、その

会期中にベンガル（バングラデシュとインドの西ベンガル州）の社会と文化に関する研究を国際的に交流

する場として設立が決議され、それ以降、2011 年のダカ大会、2013 年のコルカタ大会が開催されてきま

した。この学会の運営には、東京外国語大学名誉教授の奈良毅先生が、設立以来会長として尽力され、

第 4 回大会を東京に招致されました。 

しかし、先生は残念ながら 2014 年の初めに逝去されましたので、後事を託された者たちが衣鉢を継ぐとい

う思いをもって、今年の 12 月 12－13 日に東京外国語大学で開催される第 4 回大会の準備に当たっ

ています。 

 東京大会の意義につていては、これまでいくつかの文書で述べてきた以外の目新しい点を披歴するのは

むずかしいように思われます。そこで今回は国際ベンガル学会の意外な側面について、ご紹介したいと思い

ます。 

 この学会は、言語・文学を専門とする研究者が中心となってはじめましたので、全ベンガルの人文・社会

科学の研究者を網羅したものではありません。しかし、年を重ねるにつれてなるべく多くのベンガル研究に携

わる研究者がかかわる国際学会に成長していていきたいという意欲をもち、その目標に向かって努力してい

ます。第 4 回大会は、資金面の制約などからコンパクトな形で運営せざるをえませんが、理念や運営面など

で、これからの学会の方向性を打ち出せるようなものであったらと考えています。 

 ところで、この学会に突きつけられる最大の問いは、このグローバル化の時代にあって、ベンガル研究とい
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う、あたかも狭い地域の殻のなかに閉じこもるような研究分野の設定が、はたして有効かという点でしょう。

私たちが追求しているベンガル研究は、けっしてベンガルだけに閉じこもろうとしているわけではありません。閉

じこもろうというのなら、あえて国際学会という場を設定する必要など最初からないわけです。 

国際ベンガル学会は、ベンガル語による研究の深化を、その主要な目的の一つにしています。これも英

語による研究が常識となりつつある今日、時代錯誤的とも受け取られかねません。にもかかわらず、今回の

国際ベンガル学会は、英語を主要使用言語としますが、ベンガル語の発表も行われます。ベンガル語によ

る研究発表の標準化の課題も、何らかの形で討議されるはずです。ベンガル研究にはベンガル語による研

究の推進が必要不可欠です。一つには、ベンガルにおけるエリートと非エリートのあいだにある溝は依然と

して大きな問題であり、その溝を架橋するためにはベンガル語による研究・教育のはたす役割が大きいから

です。私がたずさわってきた歴史学の分野では、ベンガルは国際的な研究者を輩出してきました。しかし、地

方史研究となるととたんにさびしいものとなってしまいます。これはベンガル語の研究の充実をもって、はじめ

て克服が可能になるはずです。グローブル化の時代であるからこそ、その根を風土・言語のうち深くはりめぐ

らしたベンガル文化のあり方を明らかにし、確かな生の基盤を構築することが、この学会に課せられた使命

であると考えます。 

いずれにせよ、ベンガルに関心を持つものが一堂に会し，議論し交流する場に多様な関心を持って集ま

り、小規模ながらも充実した時間を共有できたら、それは明日への有意義な第一歩となるにちがいありま

せん。 

同時に、これを機会に日本におけるベンガル研究者のフォーラムが結成されることも期待しております。 
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＜２．大会プログラムについて＞ 

 大会日程は、現時点では、以下のように予定しておりますので、ご覧ください。プログラムの後に、ちょっと

気ままに、大会の目玉などの情報も書かせていただきます。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第四回国際ベンガル学会プログラム 

日時：2015 年 12 月 12 日（土）～13 日（日） 

場所：東京外国語大学 

12 月 12 日（土） 

10:00～11:00 受付 

11:00～12:00 オープニング・セレモニー 

       インド大使挨拶、バングラデシュ大使挨拶、東京外国語大学学長挨拶 

       国際ベンガル学会会長 Dong Youchen 北京外国語大学教授および 

       第四回大会学術会長 Pabitra Sarkar ジャドブプル大学名誉教授の基調演説 

12:00～13:00 昼食 

13:00～15:00 第一セッション 

15:00～15:30 休憩 

15:30～17:30 第二セッション 

18:00～20:00 レセプションおよびカルチュラル・プログラム 

12 月 13 日（日） 

 9:30～11:30 第三セッション 

11:30～12:30 Binay Chaudhuri コルカタ大学名誉教授（歴史学）および 

       Anisuzzaman ダッカ大学名誉教授（文学）による記念講演 

12:30～13:30 昼食 

13:30～15:30 第四セッション 

15:30～16:00 休憩 

16:00～17:00 総会 

17:10～19:10 クロージング・セレモニーおよびカルチュラル・プログラム 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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開会式には、インド、バングラデシュの両大使、本学会を共催する東京外国語大学学長、そして、本学

会会長の Dong Youchen 北京外国語大学教授のご挨拶のほか、第 4 回大会の大会委員長を務め

て下さるジャドブプル大学名誉教授 Pabitra Sarkar 博士による基調講演がございます。Dong 

Youchen 教授は、タゴールの全作品を中国語に翻訳するという大事業を進めておられ、Sarkar 教授は

誰もが認める言語学の大家でいらっしゃいます。 

 第 2 日目の記念講演では、ベンガルを代表する歴史研究者、文学研究者であるお二人に講演をお願

い致しました。ベンガル研究の未来にむけてインドとバングラデシュを代表する碩学からお話を伺える稀な

機会かと存じます。 

 第 1 日、第 2 日の研究発表の後には、ベンガル文化の催しを企画しております。ベンガルの歌や踊りを

ご披露できることと存じます。ことばと共に、そして、ことばを越え育まれてきたベンガルの心の音に触れるひと

時、また、海外からご参加の皆さまには日本の古典芸能をお楽しみいただけるよう、現在プログラムの調整

を進めております。 

 

＜３．研究発表について＞ 

セッションについて 

 第 4 回大会では、３つのタイプのセッションを設定しております。 

(1) General Session は、大会参加者全員が参加できるように時間を設定します。 

(2) Organized Sessions は、複数名の発表者からなるチームが共通のテーマの下で発表をするも

のです。 

(3) Sessions for individual papers は、送られてきた個別の abstracts を幾つかのテーマに仕分

けして、Chairperson を置いて発表して頂くものです。 

(1)は、今回は、上述のようにお二人のベンガルを代表する研究者の記念講演とします。なお、国際ベン

ガル学会本部事務局から、記念講演に名前を付けたらどうかというご提案がありました。Tsuyosi Nara 

Memorial Lecture と、Dusan Zbavitel Memorial Lecture です。奈良毅先生は、ベンガル語形成

史の研究でカルカッタ大学から博士学位を取得され、国際ベンガル学会初代会長として、2014 年に 81

歳でお亡くなりになるまで、学会の発展に尽くされました。Dusan Zbavitel 先生は、2012 年に 87 歳で

亡くなられたチェコの研究者で、タゴールの多数の作品をチェコ語に翻訳し 3 巻本の選集として刊行され、

また、ベンガル民衆詩の優れた研究を残されています。 

 (2)、(3)については、2 日間で 4 つの時間帯を設定し、各 Session は 2 時間とし、複数の会場で同時

に発表が行われます。発表者数、発表チーム数に応じて、複数の会場で発表が行われます。大体、セッシ

ョンの各会場における発表者数は 4~5 名と考えておりますから、お一人の発表時間は 20~30 分となりま

しょう。 

 

Abstract について 

現時点でインドの国際ベンガル学会本部に二百数十の発表希望者からの Abstract が届いておりま

す。文学、言語学、歴史学、開発問題、ジェンダー、防災、部族や少数集団問題など、実に幅広い内容
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です。現在、ベンガル研究を志す方々の関心のあり方を示す興味い深い内容となっております。発表者も

大学生、院生、そして、すでに活躍中の研究者など多彩です。ただし、南アジアから参加希望者の悩みは

参加費の工面であり、事務局としてもこのうち何名が実際に参加して下さるのかを期待と不安のうちに、

見守っております。 

Abstract の提出期限は日本在住の方に限り 8 月末に延長されました。発表を希望される方は、どうか

Abstract を忘れずにご提出ください。その提出先については Call for Paper をご覧ください。Call for 

Paper は国際ベンガル学会のホーム・ページ（HP）にあります。 

 

Proceedings について 

参加報告の中から相当数を選び、一冊の報告集が刊行されます。ただし、他のジャーナルへの投稿を

予定している方は、この報告集への掲載を希望しない旨の意思表示をすることができます。発表者登録の

段階において、ご意向をお聞きする欄がございますので、お忘れなくお答えください。過去の大会の

Proceedings と国際ベンガル学会のジャーナルは大会会場にて販売する予定であることを申し添えま

す。 

 

参加形態については、次のようなカテゴリーがあります。改訂された HP にそれぞれの詳細がございますので、

ぜひご参照ください。 

発表者 

一般参加者（発表はしない） 

サポート 

協賛団体 

 

＜４．大会準備の状況＞ 

インド大使館、バングラデシュ大使館から両大使の開会式へのご参加を了承して頂いたこと、また、東

京外国語大学が共催を了承してくださったことなどで、やっと、国際大会としての形が整ってまいりました。 

さらに、日本委員会のホームページを立ち上げたことで、もう一つの階段を上がったと感じております。事

務局内には HP の操作を出来る者がいないので、ボランティアの方にお願いして何とかやっております。安達

さん、本当にありがとうございます。事務局から皆様へのお知らせはこの HP を経由することが多いので、ぜ

ひ、チェックをお願いします。 

国際大会となりますと、国内大会とは違い、準備段階でいろいろと思わぬ苦労がございます。ホテル情

報の準備にしても、初めて来日される方々が成田から到着されるわけですから、なるべく、交通の便がよく、

料金が低めで、大会会場に近いホテルはどこかと頭を悩ませています。 

準備室は、東京外国語大学のベンガル語共同利用室 (講義研究棟 611 号室) においております。

そこには、ベンガル語・ベンガル地域研究の小さなライブラリーがあり、奈良毅先生のご遺族とバングラデシ

ュ大使館からの寄贈図書も配架されております。週に何日かは、ここに、事務局のスタッフ（山本さん、前

村さん）が詰めて、いろいろな準備作業をしております。 
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事務局の最大の悩みの種は大会費用の不足であります。いくつもの助成金に応募し、やっと、二~三の

助成金の目処が立ってきましたが、まだまだ、資金が不足しております。事務局としても、これから募金活動

を強化するつもりですが、ぜひ、皆様からのサポートをお願いしたく存じます。サポートの仕方については、HP

をご覧ください。 

また、皆様からの大会や事務局へのご希望やご指摘、また、サジェスチョンなどがあれば、HP の交信欄を

ご利用くだされば幸いです。 

なお、このメール広報の配信をご希望なさらない場合には、申し訳ございませんが、その旨を事務局にご

連絡ください。事務局のアドレスは、icbs2015japan@tufs.ac.jp です。 


