日本国際詩人協会の沿革

2011.3.17

発起会

2011.4.1

日本国際詩人協会発足、ホームページ運用開始
オンライン国際詩誌「詩の架け橋：天橋創刊号

2011.8.2

ワークショップ「詩の翻訳」トーマス・ヴェンクロー
バにインタビュー、討論

2011.8.11

「響き合う東西詩人：ポエトリーリーディング
in Kyoto 2011」
表彰：JUNPA 大賞 有馬敲、同優秀賞 南邦和
同新人賞 タニウチヒロシ

2011.8.24-9.7

「欧州二ヶ国における現代詩朗読とケーナ音楽による
日本文化紹介」国際交流基金の日本文化紹介事業の助
成を得て以下の事業を行なった。

2011.8.22

タニウチヒロシ会員、ストルーガ国際詩祭にてストル
ーガ・ブリッジ賞受賞（世界の第一詩集のコンペ）

2011.12.23

ポエトリーシェアリング

2011.12

ISBN 番号を取得以下の出版を行った。
「Plus One Word to the World」by Hiroshi Taniuchi
「Japan Archipelago 2011」編集委員会編
「シェーマス・ヒーニーの詩の語り・父の力ー土の力」
水崎野里子著
「世界に届け大漁節」欧州ツアー報告書

2011.1.4
2011.3.18
2011.5.19

役員会開催
役員会開催
役員会開催

喫茶「りょーい」

2012.4.1

オンライン国際詩誌「詩の架け橋：天橋２号

2012.8.23-27

ストルーガ国際詩祭招待参加

2012.9.29

役員会

2012.11.1

「響き合う東西詩人：ポエトリーリーディング in Kyoto
2012」表彰：JUNPA 大賞 辻井喬、同優秀賞 上村多恵
子
同新人賞
加納由将

2012.11.1

ワークショップ ガブリエル・ローゼンストック、イ
グ・ラブリュスにインタビュー、参加者朗読

2012.12.1

研究プロジェクト「港湾の詩学」研究助成をうけて実
施。一年間。

2013.1.6

役員会

2013.3.-9-10
2013.3.19

国内合宿研修「港湾の詩学」研究会
役員会

2012.4.1-2013.3.3
1

日英バイリンガル詩集発行、以下のとおり
「 New Selection of Poetry Arima Takashi 」 by Arima
Takashi 「新編 有馬敲詩集」有馬敲著
「A Candle Dadicated to M」by Chiaki Hamada
「Ｍに捧ぐ蝋燭」浜田千秋著
「Darum Lachen am Ende die Vögel」by Tadao Sanmon
「だからその鳥たちは最後に笑う」三文唯生著
「To a Vanishing Point」by Taeko Uemura
「消失点まで」上村多恵子著
「Dreaming Window」by Yoshimasa Kanou
「夢想窓」加納由将著
「御名を唱えて」（原題 Uttering Her Name
ガブリエル・ローゼンストック著
すみくらまりこ訳、村田辰夫監修(冊子）
「The Grove」下田喜久美詩集
「果樹園」下田喜久美詩集著
「A Rose Dedicated to S]
「S に捧ぐ薔薇」浜田千秋著

上村多恵子

2013.4.1

オンライン国際詩誌「詩の架け橋：天橋２号

2013.4.21-5.1

海外合宿研修「港湾の詩学」イタリア、スペイン、オ
ランダ

2013.8.22-8.26

ストルーガ詩祭招待参加

2013.9.7

役員会

2013.11.5

ラファエル・ソラーにインタビュー「詩人と港」
詩の朗読、ロルカほか

2013.11.6

「響き合う東西詩人：ポエトリーリーディング in Kyoto
2013」
表彰：ＪＵＮＰＡ大賞該当なし、下田喜久美（同優秀
賞）、浜田千秋（同新人賞）

2014.1.14

役員会

2013.4.1-2014.3.3
1

出版は以下のとおり
「To a Serendipity Muse」
「セレンディプティの女神に」上村多恵子著

上村多恵子、下田喜久美

「Cyanided Illusion」by Chiaki Hamada
「蒼の砌」浜田千秋著
「Songs of Shimoda Kikumi」下田喜久美の詩による歌
曲集 下田喜久美著
「回帰の作法」（Maneras de Volver」
ラファエル・ソレル著
「世界に届け大漁節」２０１１年ＪＵＮＰＡ欧州ツア
ー報告 キンドル

2014.4.1

オンライン国際詩誌「詩の架け橋：天橋３号

2014.7

ルーマニアの詩祭

2014.10.10

「道の詩学」アンソロジー詩集発行

2014.11.10

ワークショップ ドナテッラ・ビズッティ、ラウラ・
ガラヴァリアにインタビュー「道と詩人」

2014.11.11

「響き合う東西詩人：ポエトリーリーディング in Kyoto
2014」表彰：JUNPA 優秀賞 会津太郎 新人賞 該当
なし 奨励賞 秋月夕香

2015.1.12

役員会

2016.3.8

「創作童謡 黄金のあみ」研究会発足
世話人 下田喜久美

2014.4.1-2015.3.3
1

「風の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (Kindle
も出版） マリウス・チェラル＆上村多恵子 著

タニウチヒロシ招待参加

「蜜蝋月の罠」日英バイリンガル詩集

アンナ毬

「はなめぐるみち」

秋月夕香

著

「わたしの心よ鳥になれ」近藤八重子

著

同上

著

「星の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
ラウラ・ガラヴァリア＆下田喜久美 著
「祈る花」東北大震災追悼詩集 すみくらまりこ著
「ぱあどれ」長崎憧憬詩集 同上
「千載不磨の歌ー万葉の恋・古今の恋」同上
「星恋ふ女」建礼門院右京大夫礼讃詩集 同上
「さみしきをとこつくるをんな」同上
「ＣＨＥ」ガブリエル・ローゼンストック著 同上
「CHONGYAM TRUNGPA」ガブリエル・ローゼンストッ
ク著 同上
「あいうえお歌」すみくらまりこ・増田まゆみ 著
無限連句 大河」上村多恵子編 いずれもポエスクブ
ックス（キンドル出版）

2015.4.1

オンライン国際詩誌「詩の架け橋：天橋３号

2015.5

コモ詩祭

2015.8

「ナイームの夜」テトヴォ詩祭（マケドニア）会津太
郎 詩のキャリア賞受賞

2015.9

ミハイ・エミネスク詩祭（ルーマニア、クラヨバ）
招待参加：下田喜久美、すみくらまりこ 会友：下田
充彦

2015.8.28

ワークショップ「スロバキアの現代詩について」
講師：ヤナ・クズミコヴァ
詩の朗読

2015.10.4

「響き合う日伊詩人：ポエトリーリーディング in Kyoto
2015」

2015.12.25

ヴェネチア・アートプロジェクトに参加：２０１５年
１２月にマルコ・ネレオ・ロテッリの映像アートに詩
で参加。

2016.1.9

役員会

2016.3

モロッコ詩祭

2015.4-2016.3

JUNPA BOOKS 発行は以下のとおり

招待参加：上村多恵子、すみくらまりこ

招待参加：タニウチヒロシ

「命の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子
と Kindle）ドナテッラ・ビズッティ＆上村多恵子 著
「花の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (Kindle
出版）アナン・アード＆すみくらまりこ 著
「夢の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子
と Kindle） クレリア・イフリム＆加納由将 著
「道の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話

(冊子

と Kindle）アドルフ・シュベチコフ＆中西

衛

著

「夏の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子
と Kindle）アドルフ・シュベチコフ＆中西 衛 著
「滝の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子
と Kindle）ガブリエル・ローゼンストック＆村田辰夫
著
「時の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子
と Kindle）ジャーメイン・ドルーゲンブロート＆有馬
敲 著
ＪＵＮＰＡ設立五周年記念出版
「夜の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）メティン・センギズ＆飛鳥聖羅 著
「光の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）ベン・ベール＆飛鳥聖羅 著
「銀の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）ヨルゴス・チョリアラス＆飛鳥聖羅 著
「樹の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）ウダヤン・タッカー＆飛鳥聖羅 著
「川の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）バム・デヴ・シャルマ＆秋月夕香 著
「鳥の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）イスクラ・ドネヴァ＆近藤八重子 著
「紅の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）タチアナ・デベリャスキー＆石井春香 著

2016.4.1

オンライン国際詩誌「詩の架け橋：天橋４号

2016.6.4-12

ミラノ詩イベント、ジェノバ詩祭ほか（イタリア）：
招待参加 上村多恵子

2016.8

ギリシャ詩祭

会津太郎

アート・プロジェクト

招待参加
in スコピエ

会津太郎の「わが福島」によせる世界の芸術作品展覧
会（世界各国にてシリーズ展示している）

2016.9

コソボ詩祭

2016.7.3

未来へ贈るうた「黄金（きん）のあみ」命のリズム、
愛のメロディー 第一回発表会 ココプラザで開催

2016.4-

JUNPA BOOKS 発行は以下のとおり

招待参加

上村多恵子

「T ・ S ・エリオット詩句・賛」村田辰夫著
「魂の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (オン
デマンド＆Kindle）アナベル・ヴィラー＆浜田千秋 著
「点の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）ナーラン・マトス＆マキ・スターフィールド
著
「線の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）ルカ・ベナッシ＆マキ・スターフィールド 著
「彩の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子
＆Kindle）マーマド・イスマイル＆よしのみえこ 著
「絹の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (オン
デマンド＆Kindle）ミハイル・シネルニコフ＆すみく
らまりこ 著
「虹の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）ユーリー・タルベット＆飛鳥聖羅 著

「海の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）イグ・ラブリュス＆飛鳥聖羅 著
「宴の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）ヤゴトカ・トモフスカ＆飛鳥聖羅 著
「泉の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）アルメヌイ・シスヤン＆飛鳥聖羅 著
「式の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子、
Kindle）ラウラ・ガラヴァリア＆すみくらまりこ 著
「青の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子、
Kindle）ブハール・プロシュターニ＆司由衣 著
「炎の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子・
オンデマンド）ムセル・エニアイー＆浜田千秋 著
「雪の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子・
オンデマンド）ピア・タフドロップ＆下田喜久美 著
「存の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
Kindle）ダンテ・マッフィア＆有馬 敲 著

(冊子、

「鍵の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子、
Kindle）ヘレン・カルドーナ＆上村多恵子（全米一位
の詩集の著者、フランス女優）
「水の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
Kindle）ドナテッラ・ビズッティ＆北原千代

(冊子、

2018.1.26

上村多恵子理事、ヨーロッパ科学・芸術・文学アカデ
ミーで国際詩賞を受賞（パリで授賞式）

2018.2.14

すみくらまりこ理事 作品「刺繍師の恋」がセルビア
で「愛の歌」第一位を受賞。

2018.2.17

響き合う東西詩人「ポエトリーリーディング in Kyoto
2018)を開催。ゲスト アルメニア詩人アルメニア・シ
スヤン女史

2018.2.19

ワークショップ「詩の翻訳」を開催

「鳩の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
(Kindle）タチアナ・デベリャスキー＆すみくらまりこ
「雪の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
Kindle）ピーア・タフドロプ＆下田喜久美

(冊子、

「桜の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
Kindle）アファク・シヘリ＆中澤京華

(冊子、

「晶の三重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子、
Kindle）ヘレン・カルドナ、ジョン・フィッツジェラ
ルド、マキ・スターフィールド
「庭の三重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子、
Kindle）リディア・キアレッリ、イゲット・ベルトラ
ンド、マキ・スターフィールド
「幸の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
Kindle）小湖舎

(冊子、

「蛍の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子、
Kindle）ビル・ヴォラック＆マキ・スターフィールド
「扉の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子、
Kindle）イェシム・アガオル＆マキ・スターフィール
ド
「遥の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
Kindle）和比古＆アドルフ・シュヴェチコフ

(冊子、

「鉄の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話 (冊子、
Kindle）ヴィアチェスラウ・クプリヤノフ＆武西良和
「雫の二重奏」-響き合う東西詩人：詩的対話
Kindle）アルメヌイ・シスヤン＆浜田千秋

(冊子、

ダンテ・マッフィア「三百句集ー京都」
「千句集ー永遠」

日英バイリンガル詩集

武西良和詩集「忍者」

日英バイリンガル詩集

波野仁詩集「未必の恋」

