
日本比較文化学会 第 43回全国大会・2021年度国際学術大会プログラム 
（主催） 

日本比較文化学会 

（提携学会） 

韓国日本文化学会  台湾日本語文学会 

淡江大学村上春樹研究センター 台湾日本語教育学会 台湾応用日本語学会 

⚫ 日 程：2021 年 9 月 19 日（日） 

⚫ 場 所：東京未来大学（関東支部）・遠隔会議室 

⚫ スケジュール：以下の表をご参照ください。（注：ご参加の際、参加者名を「氏名（所属・支部）」に変更してください。） 

【午前の部】 

時 間 プログラム 会議室URL 

09:00～09:40 理事会 非公開 

09:50～10:20 2021 年度 総 会 

https://zoom.us/j/98386734816 

この URL より「視聴者」としてご参加頂けます。 

ご参会の際は、氏名と所属先をご明記ください。

質疑応答の際、質問のある方は、手をあげるボ

タンを押してください。司会者より発言を求め

られた際には、マイクをオンにしてお話しくだ

さい。 

 

【緊急時のみ】 

https://zoom.us/j/95789769763 

10:30～11:00 

開会あいさつ 

（関東支部長：近藤 俊明） 

開催校講演 

（東京未来大学学長：角山 剛） 

テーマ：グローバル化の中での研究の視点 －産業・組織心理学の立場から－ 

11:00～12:00 

シンポジウム 

テーマ：比較文化学のスキームを求めて 

シンポジスト：山下 明昭（中国四国支部） 

パネリスト：林 相珉（韓国日本文化学会）・頼 雲荘（台湾日本語文学会） 

楊 錦昌（台湾日本語教育学会）・風早 悟志（中部支部） 

司 会：伊藤 豊（東北支部） 

 

【休 憩】 

休 憩 東京未来大学周辺の伝統文化を学ぶ リンク先 

12:00-13:00 
花畑大鷲神社獅子舞（足立区立郷土博物館提供） 花畑獅子舞ビデオリンク 

鹿浜獅子舞:島氷川神社（足立区立郷土博物館提供） 鹿浜獅子舞ビデオリンク 

https://zoom.us/j/98386734816
https://zoom.us/j/95789769763
https://drive.google.com/file/d/1bOgyQxE2S89-LkgESMm7sMNFPiUvMY4b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dUS08lJ8113dZRo0IyPh0k0YVc33HUc4/view?usp=sharing


 

【午後の部】 

時 間 

分科会 A 

司会：金塚基 

補佐）髙橋栄作 

分科会 B 

司会：三浦卓己 

補佐）真家英俊 

分科会 C 

司会：長田元 

補佐）杉本雅彦 

分科会 D 

司会：田中真奈美 

補佐）近藤俊明 

分科会 E 

司会： 郭潔蓉 

補佐）東本裕子 

13:00-13:25 
英語話者らしく話すには 

不倫行為における日本・台湾婚姻

観の比較検討 

Shaping Japan's Southeast Asian 

Studies: French Influence on 

Matsumoto Nobuhiro in the 1920s 

and 1930s 

森鷗外『雁』と『金瓶梅』の比較

研究 

日本語自然会話における「話者間

反復」に関する予備的考察 

髙橋 栄作 謝 碧齢 カルロヴァー・ペトラ 丁 若思 常 艶麗 

13:30-13:55 

日本語の「今」を取り入れる学習

者と「若者ことば」 

－台湾の高等教育機関でのアンケ

ート調査から－ 

国際養子となった戦後混血児研究

－当事者の視点から：『子供たちは

七つの海を越えた』をケーススタ

ディに－ 

沖縄本島における梵字碑の分布と

固有信仰との関わりについて 

山崎豊子『大地の子』論 

―典拠『天雲山伝奇』との比較― 

Flat Stanley Projectを活用した 

英語教育の可能性 

〇松井 一美 平澤 佳代 ウォント盛 香織 森下 一成 唐 楚輝 東本 裕子 

14:00-14:25 

地域連携プロジェクトの新たな方

策と可能性 －時代に即した文化

振興活動と社会貢献の試み－ 

保育現場における多文化共生の 

課題 

テキストマイニング技術の比較文

化リテラシーへの応用  －言語

情報の感情分析を応用して－ 

『1Q84』論をより総合的に構築 

することを目指して 

「漢語形容動詞副詞形に＋動詞述

語節」と「漢語名詞で＋動詞述語

節」との構造についての分析 

関口 英里 三井 真紀 落合 由治 曾秋桂 陳志文 

14:30-14:55 

日本語教育における教育ビッグデ

ータの活用 －MOOC を例に－ 

ビジネス接触場面に向かう留学生

の否定的評価と調整 

－アルバイト経験の事例から－ 

研究室における大学院中国人留学

生の人間関係について 

村上春樹『一人称単数』における

記憶と生活 

英語教育の中で取り上げるべき 

異文化の具体例 

葉 淑華 末田 美香子 張 悦然 葉 夌 小山内 大 

15:00-15:25 

日本語の二重主語構文の英訳に 

関する初級英語学習者の文産出に

関する一考察 

ディアスポラにみる文化的スキー

マー在台二世の同化と調節 
 横溝正史「双生児」論 

日本語と中国語の畳語についての

一考察 －基本色彩語を中心に－ 

橋尾 晋平 石川 隆男  黄 如萍 郭 麗 

会議室 URL 

https://zoom.us/j/4841449702?p

wd=azZBV2JUZjIrOEFsL240K3F

zdEM1UT09 

https://zoom.us/j/6568771407?p

wd=OVdlZjFqdGl3d1liaGNQY3J

RNCs3QT09 

https://zoom.us/j/99964651450?p

wd=eDdrUjV6dmZDbDdIdHFPS

HlaamMwZz09 

https://zoom.us/j/3551915785?p

wd=VXB6ZW5ibndNQmpQS3Er

WTNubjZXZz09 

https://zoom.us/j/9039313761?p

wd=Q24yN1VObmJ6TDRYNVp1

NHdKWmg0dz09 

【緊急時のみ】 

https://zoom.us/j/91413032872?p

wd=ZDdBK0g3NVVIdkk5QWtLS

0pLM0k5UT09 

【緊急時のみ】 

https://zoom.us/j/6389818942?p

wd=VGdPZ1dIbDV5cU9jcHN6a

HBTdkZwdz0 

【緊急時のみ】 

https://zoom.us/j/6649291963?p

wd=R0JwaEFJVUdFZXBuSjd4Rjlt

cWpOdz09 

【緊急時のみ】 

https://zoom.us/j/5142048215?p

wd=a3YwdzFTSHRVNWNnQkxE

clpQaHR1Zz09 

【緊急時のみ】 

https://zoom.us/j/95913455973?p

wd=QjAvZHFRSnZ1eHNWZEww

eXk5YktmQT09 

 

https://zoom.us/j/4841449702?pwd=azZBV2JUZjIrOEFsL240K3FzdEM1UT09
https://zoom.us/j/4841449702?pwd=azZBV2JUZjIrOEFsL240K3FzdEM1UT09
https://zoom.us/j/4841449702?pwd=azZBV2JUZjIrOEFsL240K3FzdEM1UT09
https://zoom.us/j/6568771407?pwd=OVdlZjFqdGl3d1liaGNQY3JRNCs3QT09
https://zoom.us/j/6568771407?pwd=OVdlZjFqdGl3d1liaGNQY3JRNCs3QT09
https://zoom.us/j/6568771407?pwd=OVdlZjFqdGl3d1liaGNQY3JRNCs3QT09
https://zoom.us/j/99964651450?pwd=eDdrUjV6dmZDbDdIdHFPSHlaamMwZz09
https://zoom.us/j/99964651450?pwd=eDdrUjV6dmZDbDdIdHFPSHlaamMwZz09
https://zoom.us/j/99964651450?pwd=eDdrUjV6dmZDbDdIdHFPSHlaamMwZz09
https://zoom.us/j/3551915785?pwd=VXB6ZW5ibndNQmpQS3ErWTNubjZXZz09
https://zoom.us/j/3551915785?pwd=VXB6ZW5ibndNQmpQS3ErWTNubjZXZz09
https://zoom.us/j/3551915785?pwd=VXB6ZW5ibndNQmpQS3ErWTNubjZXZz09
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https://zoom.us/j/9039313761?pwd=Q24yN1VObmJ6TDRYNVp1NHdKWmg0dz09
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https://zoom.us/j/6389818942?pwd=VGdPZ1dIbDV5cU9jcHN6aHBTdkZwdz09
https://zoom.us/j/6389818942?pwd=VGdPZ1dIbDV5cU9jcHN6aHBTdkZwdz09
https://zoom.us/j/6389818942?pwd=VGdPZ1dIbDV5cU9jcHN6aHBTdkZwdz09
https://zoom.us/j/6649291963?pwd=R0JwaEFJVUdFZXBuSjd4RjltcWpOdz09
https://zoom.us/j/6649291963?pwd=R0JwaEFJVUdFZXBuSjd4RjltcWpOdz09
https://zoom.us/j/6649291963?pwd=R0JwaEFJVUdFZXBuSjd4RjltcWpOdz09
https://zoom.us/j/5142048215?pwd=a3YwdzFTSHRVNWNnQkxEclpQaHR1Zz09
https://zoom.us/j/5142048215?pwd=a3YwdzFTSHRVNWNnQkxEclpQaHR1Zz09
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https://zoom.us/j/95913455973?pwd=QjAvZHFRSnZ1eHNWZEwweXk5YktmQT09
https://zoom.us/j/95913455973?pwd=QjAvZHFRSnZ1eHNWZEwweXk5YktmQT09


 

休 憩 15:25 - 15:40 

 

時 間 

分科会 F 

司会：髙橋栄作 

補佐）金塚基 

分科会 G 

司会：真家英俊 

補佐）三浦卓己 

分科会 H 

司会：杉本雅彦 

補佐）長田元 

分科会 I 

司会：近藤俊明 

補佐）田中真奈美 

15:40-16:05 

中国語の助動詞「能」の用法と日本語の  

対応表現に関する対照言語学的研究 

日本とアメリカのスポーツ文化比較：高校野

球を例として 

ハリウッド映画『彩られし女性』（1934）に

おける“他者化”される中国 

文学作品にみられる笑いのオノマトペの 

役割 

―「（オ）ホホ」と「ホホ」を中心として― 

李 善 髙橋 強 孫 蘇渝 夏 逸慧 

16:10-16:35 

同漢字表記語から見る日台言語文化の異同

点 ―「✕ラカ」形式形容動詞とそれに対応

する中国語を中心に― 

近代日本における中国女性像の考察 

—『女学世界』を中心に 

北朝鮮人権映画『愛の贈り物』の政治的  

無意識を読む －「父」の不在と「愛」の重

層性を中心に－ 

岩井俊二「リップヴァンウィンクルの花嫁」

に語られる社会問題 

－ポスト 3・11 の視座より－ 

賴 錦雀 楊 妍 李 恵慶 范 淑文 

16:40-17:05 

“用”の意味用法に関する考察 

－台湾華語と台湾語の比較を通じて－ 

「話題の～」を伴う記事見出し文が「事実上

の広告」と解されるとき  

―関連性理論に基づく解釈可能性の記述と

して― 

円検出ツールを活用した印象評価分析法の

可能性 

『シルヴィとブルーノ』および『シルヴィと

ブルーノ完結編』に見られる ARおよび VR

要素 

王 天保 大谷 鉄平 
〇森崎 巧一 小路 真木子  

郭 潔蓉 高木 亜有子 
堀 秀暢 

17:10-17:35 

駅構内における日本語とインドネシア語の

禁止サイン  

－禁止情報以外の表現の分析－ 

食感表現に関するオノマトペの日中対照研

究 
 

『小泉八雲英文学史』からハーンが語る バ

イロン像を読み解く 

ムティ・アフィファー 侯 宜卓  山口 裕美 

17:40-18:05 

発信力の向上を目指した英語教育の実践 ～

地域の特色を活かした取組を通して～ 
  植民地朝鮮における万葉集の朝鮮語訳 

山崎 祐一   朴 相鉉 

会議室 URL 

https://zoom.us/j/99146281997?pwd=c2ln

K3BDem9HU05rUittendxVUlPdz09 

https://zoom.us/j/6389818942?pwd=VGd

PZ1dIbDV5cU9jcHN6aHBTdkZwdz09 

https://zoom.us/j/6649291963?pwd=R0Jw

aEFJVUdFZXBuSjd4RjltcWpOdz09 

https://zoom.us/j/5142048215?pwd=a3Yw

dzFTSHRVNWNnQkxEclpQaHR1Zz09 

【緊急時のみ】 

https://zoom.us/j/4841449702?pwd=azZB

V2JUZjIrOEFsL240K3FzdEM1UT09 

【緊急時のみ】 

https://zoom.us/j/6568771407?pwd=OVdl

ZjFqdGl3d1liaGNQY3JRNCs3QT09 

【緊急時のみ】 

https://zoom.us/j/3425758566?pwd=VFZ

HVjB0YjNqMThOdEpWY1REYjY0UT09 

【緊急時のみ】 

https://zoom.us/j/3551915785?pwd=VXB6

ZW5ibndNQmpQS3ErWTNubjZXZz09 

注）日本比較文化学会第 43回全国大会・2021 年度国際学術大会への「参加証明書」が必要な方は、9月 18日（土）までに、大会運営委員会

（kantoshibu@hikakubunka.page）にご要望ください。 
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https://zoom.us/j/6389818942?pwd=VGdPZ1dIbDV5cU9jcHN6aHBTdkZwdz09
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