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 平成 24年度 中・四国アメリカ文学会 冬季大会  

日時： 12月 1日（土曜日）14:30〜16:50 

場所： 別府大学 34号館 4階 414教室 （控室 413教室） 〒874-8501 別府市北石垣 82  

 

 研究発表  

１． 発表者： 上杉 裕子 氏（呉工業高等専門学校）14:30〜15:10 

  題 目： Sylvia Plath と Ted Hughes 

―愛の破綻と詩の創造：異文化の狭間で― 

司会者： 谷岡 知美 氏（広島修道大学） 

          （休憩 10分） 

 

２． 発表者： 藤本 幸伸 氏（山口大学）15:20〜16:00 

題 目： Moby-Dickは『白鯨』、democracyは「民主制」？ 

  司会者： 高橋 愛 氏（徳山工業高等専門学校） 

（休憩 10分） 

 

３． 発表者： 辻 祥子 氏（松山大学）16:10〜16:50 

題 目： ハリエット・ジェイコブズとイギリスの接点  

―トランスアトランティック・アボリショニズムの潮流から― 

  司会者： 吉岡 志津世 氏（神戸女子大学） 

（休憩 10分） 

 

 懇親会 ＜こいのぼり＞ 18:30 開始 会費 5,000 円 （別府市駅前町 5－10）別府駅東口より徒歩 5 分 0977

－24－4888 ＊なお、ご出席の方は、会場準備の都合上、11月 16日までに山野敬士氏(yamano@nm.beppu-u.ac.jp)

まで必ずご一報ください。 

 

 会場案内  

 

＊ 発表者はハンドアウトを 40部程

度、御用意下さい。 

＊ 25号館5階520会議室におい

て支部運営委員会を開催します

（12:00－14:00）。 



発 行     中・四国アメリカ文学会事務局 （会長 加藤 好文） 

編 集     幹事長 藤本 幸伸       〒753-8513 山口市吉田 1677-1 山口大学教育部 藤本研究室 

            Tel & Fax: 083-933-5344       e-mail: fjmtyknb@yamaguchi-u.ac.jp  

 ホームページ: http://www.chushi-als.org 

 

 

＜別府大学へのアクセス＞ 

○ 小倉駅から JR 日豊線別府駅まで（特急ソニック 1 時間 20 分弱）→普通電車乗り換え別府大学駅下車（4 分）→

別府大学（徒歩 10分） 

○ 別府駅よりタクシー利用の場合は、約 15分（料金 1,200円程度） 

 

 連絡事項  

●平成 24年度第 51回全国大会 

 さる 10 月 13 日、14 日に名古屋大学で開催された全国大会では、当支部より発表・司会およびシンポジアム

を担当された会員の皆様大変ご苦労さまでした。 

 

●平成 25年度第 42回支部大会発表者募集 

平成 25年 6月 8日（土）・9日（日）に松山大学で開催されます第 42回支部大会での発表を希望される方は、

事務局まで申し込みください。なお、発表予定日は 6月 8日（土）です。 

申し込み期限は 2月末、題目・レジュメ期限は 3月 20日となります。 

 

●平成 25年度第 52回全国大会発表者募集 

 平成 25 年度全国大会は 2013 年（10 月 12 日（土）、13 日（日）の予定）に、明治学院大学で開催されます。申し

込み期限は 2月末、題目・レジュメ期限は 3月 31日。なお、全国大会発表の申し込みは、電子ファイルで行われます。

この電子ファイルに必要事項を記入し締め切りまでに支部事務局に申し込んでいただきます（電子ファイルの様式・記

入事項については、事務局から発表希望者に送信しますので、事前に事務局までご連絡下さい）。支部事務局への電子フ

ァイルによる申し込み締切は、3 月 31 日です。5 月下旬開催の大会運営委員会で発表者が決定され、随時、その結果

が発表者に通知されます。 

【献本】ジェイミー・フォード 『あの日、パナマホテルで』（翻訳：前田一平） 集英社文庫 2011 年 12月 

廣瀬佳司 『笑いとユーモアのユダヤ文学』南雲堂 2012年 3月 

伊藤詔子監修 新田玲子編集 『カウンターナラティヴから語るアメリカ文学』 音羽書房鶴見書店 

2012年 10月 

●会費未納の方、できるだけ早く納入をお願い致します。口座番号は従来通り 01380-0-22492です。 
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別府市内のビジネスホテル（料金は予約時にご確認ください） 

＊  懇親会は別府駅周辺で行う予定ですので、別府駅周辺に宿泊されるほうが便利と思います。 

別府駅周辺 

１ ホテル・エール http://www.hotel-aile.jp 6,240 円～ 

２ 西鉄リゾート・イン別府 http://www.n-inn.jp/hotels/beppu/index.php 6,200 円～ 

３ 亀の井ホテル別府店 http://www.kamenoi.com/beppu 6,800 円～ 

４ ホテル・アーサー http://www.hotel-arthur.co.jp 5,000 円～ 

５ 別府ステーションホテル http://www.station-hotels.com 4,500 円～ 

６ ホテル・シーウェーブ別府 http://www.beppuonsen.com 5,800 円～ 

７ ホテルはやし http://www3.coara.or.jp/~bhayashi/ 3,500 円～ 

８ ビジネスホテルスター http://www.hotel-star.jp/index.html 3,500 円～ 

９ 別府第一ホテル http://b-daiiti.com/ 4,000 円～ 

１０ ホテルニューツルタ http://www.newtsuruta.com/ 3,150 円～ 

１１ ビジネスホテル松美 http://www.matsumi-group.com/pc/index.php 4,500 円～ 

 

観光客向けの宿・ホテルでも、一泊朝食付きを提供している施設もあります。他にも様々なタイプの宿泊施設がありますので、イン

ターネットで検索なさることをお勧めします。 

１ 豊泉荘 http://www.housensou.jp/ 6,500 円～ 

２ かんぽの宿別府 http://www.kanponoyado.japanpost.jp/yado/beppu/ 6,850 円～ 

 

別府大学周辺（別府大学からタクシーで 5～10 分の範囲内） 

 ホテル名 HP アドレス 料金 

１ ホテル・サンバリー http://www.hotelsunvalley.com 4,980 円～ 

２ ホテル・サンバリー・アネックス http://www.hotelsunvalley.com 6,450 円～ 

３ ホテル・鉄輪（和室） http://www.hotel-kannawa.com 6,200 円～ 


