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２０２３年 ２月 No.６5    
   

 

本部事務局：〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀1丁目3番5号 

西南女学院大学 観光文化学科 林裕二研究室内 

    会長室：〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀1丁目3番5号 

西南女学院大学 観光文化学科 八尋春海研究室内 

学会HP：http://www.hikakubunka.jp/ 

《日本比較文化学会第 45回全国大会・2023年度国際学術会議のお知らせ》 

                   大会準備委員長・北海道支部長 

                     奥村 訓代（北洋大学） 

 この 3年間、コロナの影響で従来のような大きな大会が出来ず、オンラインによるハイ・フレックス

な会議を中心に行ってきましたが、日本でも来る 5月 8日をもって、季節性インフルエンザや肺炎球菌

などと同じ「5類」に引き下げられることになり、従来のような対面での会合が持てる予定です（懇親会

も美味しいもの並びますよ～                          ）。 

 日本でも「北海道は、でっかいどう！」というのが一つのキャッチ・フレーズにもなっています。 

実際、九州と四国を足した面積になります。本州でも、東京と大阪を含む面積です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 45回日本比較文化学会国際学術大会を機に、5泊6日くらいの予定で北海道を満喫してみませんか！ 

世界の玄関口、新千歳空港が皆様をお待ちしています。新千歳空港から苫小牧は車でも JRでも約 1時間

です。空港でレンタカーを借りて北海道をビュンビュン走り回るのも快適ですよ！！ 皆さんのお出で

をお待ちしています(^_-)-☆ 

 

こんな面白い比較地図を見付けま

した。出典：北海道のサイズを日本列

島・世界各国地域と比べたらどうなる

の か│北 海道フ ァン マガジン 

(https://hokkaidofan.com/mapfrappe/) 

より  
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《日本比較文化学会第 45回全国大会・2023年度国際学術会議スケジュール》 

来る 2023 年 5 月 20 日（土）を中心に、日本比較文化学会第 45 回大会が北海道で開催されます。

是非 この機会に、北海道観光旅行やグルメ旅行を兼ねていろんな意味の比較文化を楽しんで頂ければと

考えております。どうぞ皆さん、本場北海道グルメ穴場巡りにも奮ってご参加下さい。  

【スケジュール】 

・比較研究１ 日時：2023 年 5 月 19 日（金）（苫小牧観光施設見学）  

集合場所・時間：午後 12 時 苫小牧駅南口集合 

行程： 

12:00苫小牧駅南口集合→「ぷらっと港市場」にて昼食と買い物（各自） 

→「北洋大学見学」 →「ウポポイ」にてアイヌ文化体験（2000 円） 

→「夕食会」苫小牧駅前（3000 円）  

 

・比較研究２  日時：2023 年 5 月 20 日（土）（シンポジウム・口頭発表等） 

会場：苫小牧市錦西町 3-2-1 北洋大学 本館 

理事会（理事のみ）：9:00~9:50 （本館２F教授会室） 

午前の部：10：00~12：10 （受付開始 9：30） 

    ・受付開始：9:30より 

・総会：10:00~11:00（大教室 R102） 

     ・シンポジウム：11:10~12:10（大教室） 

           LUNCH 

午後の部：13：00～17：15   

       ・記念講演：13:00~13:20（本館 大教室） 

・研究発表：13:30~17:00（本館１・２F 各教室にて） 

       ・閉会の辞：17:10（大教室） 

懇親会の部：17：30 より 北洋大学カフェテリアにて  

 

➣下記(1)および(2)の行事への参加には、参加費の事前振り込み（4 月 30 日締切）が必要となります。

（振り込みを持って申し込みとします！） 

振り込み先等の詳細は、ホームページで全国大会（国際大会）の情報が更新される際にお知らせします

ので、後日ホームページでご確認ください。 

 (1) 5 月 19 日の「比較研究１」5000 円（係るバス代等は支部負担）  

(2) 5 月 20 日の「懇親会費」3000 円 

 

《支部報告》 

北海道支部 

＊【お知らせ】北海道支部総会・研究発表会並びに講演会 

日時：2023年 2月23日（木）  

場所：北洋大学（北海道苫小牧市） 103教室 

プログラム 

１．午前の部：10:30~ （会員のみ）  

支部総会（予算、行事など）  

２．午後の部：13:00~16:40 （一般公開・参加無料） 

(1) 講演 

山内信幸氏（同志社大学教授、日本比較文化学会副会長） 
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「日本比較文化学会の現状と課題－次世代の皆さんに伝えたいこと－」  

(2) 研究発表 

佐藤 郁子（北洋大学）「オースティン文学を彩る食文化」  

(3) 特別講演会 

倉田誠氏、吉川祐介氏、辰巳遼氏、植田尚樹氏、福嶋剛司氏「映画でひもとく受験英語・TOEIC」 

 

＊【お知らせ】2023年度春期に日本比較文化学会第 45回全国大会・国際学術大会を実施予定  

日時： 2023年 5月 20日（土）   

場所：北洋大学（北海道苫小牧市）  

詳細は学会HPおよび本紙 1~2ページをご覧下さい。  

 

※お願い  

日本比較文化学会の会員の皆様にお願いがあります。  

会員の皆様のお知り合いの中で、北海道関係の方、北海道在住の方がいらっしゃれば、北海道支部への

入会をご勧誘・ご推薦、または、ご紹介いただけるようお願い申し上げます。  

支部長 奥村 訓代 

 

東北支部 

＊【お知らせ】2022年度日本比較文化学会東北支部総会・研究大会 

東北支部では、支部総会と研究例会を下記日程で予定しています。ご参加・ご発表をご検討ください。

ご参加希望の皆様は、3月 19日までに事前登録が必要です。発表ご希望者は、3月 12日までにお申し込

みください。なお、詳細については本学会Webページをご参照ください。 

日時：2023年 3月21日（火・祝日）  

場所：戦災復興記念館  4階・第 3会議室（〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 2丁目 12−1 ） 

・支部総会      14:00 ~                      

・支部研究大会  14:40 ~  

 

＊【お知らせ】 

東北支部の「ゆうちょ口座」を開設いたしました。2022年度(2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日)の

支部会費 (1,000 円)をご入金ください。なお、2022年 9月 10日の支部大会で支部会費を納入済みの会員

様は、不要です。 

 【ゆうちょ銀行】  

口座番号：総合：10440-32843311  

口座名義:日本比較文化学会東北支部  

 【ゆうちょ銀行以外からの振込用口座番号】  

店名：〇四八（読み ゼロヨンハチ）  

店番：048  

預金種目：普通口座番号：3284331  

口座名義:日本比較文化学会東北支部 

支部長 髙橋 栄作 

 

関東支部 

＊【報告】日本比較文化学会関東支部第 57回支部例会 

日本比較文化学会 第 57 回 関東支部例会を以下の通り開催いたしました。今回も様々な発表がなされ、
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大変意義のある例会となりました。発表者の皆様、参加してくださった支部会員の皆様に心より御礼申

しあげます。 

日時：2022年 12月 18日（日）13:00~16:30 

場所：東京未来大学 Zoom 会議室 

プログラム 

(1) 前田 悟志（中央大学）「都市の規模による『意識高い系』文化の多寡」 

(2) Malgorzata Dutka（荒川区立中央図書館）「『ジャパニーズフラワーアレンジメント』発見の視座－コン 

ドルのいけばな理論を中心に－」 

(3) 張 筱婷（宇都宮大学大学院）「会話における割り込みの位置と行為の遂行についての分析－接触場面 

の会話を中心に－」 

(4) 野田 晃生（河北外国語学院大学）「パール・バックが見つめた中国人女性」 

(5) 長田 元（富山短期大学）「食べ物の美味しさを表現する言葉の探求について－北陸地方の郷土料理・ 

伝統菓子を中心に－」 

(6) カルローヴァ・ペトラ（パラツキー大学）“Sri Lankan Appropriation of the Japanese Sport Karate”  

 

次回の支部会は総会も含めて 3月中旬に予定しております。日程が決まり次第お知らせいたします。ど

うぞ奮ってご参加ください。 

                              支部長 髙橋 強 

中部支部 

＊【お知らせ】令和 4年度・中部支部例会 

・「Zoom会議」で開催する予定です（ホストは浜松学院大学を予定）。 

・「総会」及び「自由研究発表」を行います。 

・日程は、2023年3月下旬頃、13時~17時を予定しています。発表申込数により、時間帯が変更する可 

能性もあります。 

開催案内及び発表募集などは、作成後にウェブサイトで告知しますので、そちらをご確認ください。 

支部長 白鳥 絢也 

 

関西支部 

＊【報告】日本比較文化学会関西支部 10月例会 

   日時：2022年 10月 22日（土）13:30~17:00 

場所：同志社大学今出川キャンパス 良心館 407教室  

プログラム 

１. 研究発表 

(1) 齊藤 竹善（大阪公立大学大学院）「姿を隠す異人たち－日中韓の隠れ蓑笠型民話－」 

(2) Christopher Connelly（京都橘大学）“The Positive Influence of Collaborative Testing in the L2 Classroom” 

(3) 道合 裕基（龍谷大学深草図書館）「日影丈吉『吉備津の釜』における『雨月物語』・フォークロア 

からの摂取について」 

(4) 橋尾 晋平（名古屋外国語大学）「日本人中級英語学習者の大学生のクラスにおける『意味順』を活 

用したリーディング指導の実践事例」 

(5) 佐古 恵里香（京都精華大学）・山内信幸（同志社大学）「中上級日本語学習者における擬音語理解 

に関する一考察－言語・音・イメージの関係性―」 

２．講演 

飯尾 尊優先生（同志社大学文化情報学部准教授）「比較文化研究における対話ロボット活用の可能性に 

ついて」 
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＊【報告】日本比較文化学会関西支部 12月例会 

   日時：2022年 12月 17日（土）13:30~17:00 

場所：同志社大学今出川キャンパス 至誠館 33番・34番教室 

プログラム 

１. 研究発表 

（至誠館 33番教室） 

(1) 山本 茉莉（同志社大学大学院）・山内 信幸（同志社大学）「いわゆる『itの特別用法』をめぐる再 

考察」 

(2) 王 子涵（同志社大学大学院）・山内信幸（同志社大学）「『狂人日記』の５つの翻訳本の定量的比 

較分析の試み―リーダビリティの定式化に向けて－」 

(3) 中村 友紀（関東学院大学）「ボレアリズム的ハムレット：『ノースマン』・アムレート伝説・シェ 

イクスピアの『ハムレット』」 

（至誠館 34番教室） 

(4) 崔 雪（広島大学大学院）「新詩から見る現代支那－『海のひびき』の再解釈を中心に－」 

(5) 千々岩 宏晃（京都橘大学）「口論の捕まえ方－悩み相談サイトを利用した言語行為記述に基づく口 

論の分析－」 

２．講演 

中川久公先生（京都恵美須神社宮司・同志社大学嘱託講師）「京の為政者の悩みの種」 

３．関西支部総会 

   1. 2021-2022年会計決算 

     2. 2022-2023年会計予算 

 

＊【お知らせ】関西支部 3月例会 

日時：2023年 3月 4日（土）14:00~17:00 

会場：同志社大学今出川校地（予定） 

支部長 山内 信幸 

 

中国・四国支部 

＊【お知らせ】 

2023年 2月 22日(水)10時より総会を予定しております。例年、1月から 3月の間に研究集会と同日

に開催しておりましたが、今年度も昨年度に引き続き新型コロナウィルス感染症の懸念から集まること

が難しく、すでに秋にオンラインで研究集会を開催いたしました。そのため総会のみの開催となります

ので、昨年と同様、支部役員によるオンライン開催といたします。 

 詳細につきましてはメールにてご連絡いたします。こちらでメールアドレスを把握していない方には

別途郵送にてご案内いたしますが、可能な方はアドレスをお知らせいただければ幸いです。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

支部長 轟木 靖子 

 

九州支部 

＊【お知らせ】九州支部大会 

日時：2023年 2月 18日（土） 

場所：福岡女学院大学（福岡市南区） 

プログラム 
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１．研究発表 

(1) 高瀨 博（長崎県立長崎工業高校）「想像力で効率よく覚える『語彙力増強法』」 

(2) 大谷 鉄平（北陸大学）「オンライン国際交流プログラムの実践と課題（２）－昨年度との比較 

を中心に－」 

(3) 砂川 典子（北海道教育大学釧路校）「世紀転換期アメリカにおけるミュージアムへの欲望－ヘ 

ンリー・ジェイムズ『金色の盃』における取引と消費－」 

(4) 羅 濟立（台湾東呉大学）「台湾人日本語文学科大学院生の生活不安に関する一考察－PAC分析 

の結果を通して－」 

(5) 風早 悟史（山口東京理科大学）「雪女のまなざし－小林正樹監督『雪女』論－」 

(6) 池田 祐子（中村学園大学）「新生『サロメ』二種のアダプテーションについての一考察」 

(7) 山口 裕美（津山工業高等専門学校）「『チャイルド・ハロルドの巡礼』第 1、2巻の重版に伴う 

テクスト追加とコンテクストの変容」 

(8) 武富 利亜（近畿大学）「カズオ・イシグロ小説に描かれる宗教思想」 

(9) 野口 周一（川口短期大学）・石井 智子（鶴岡工業高等専門学校）「新渡戸稲造と下村湖人」 

(10) 林 欣彤（九州大学大学院）「武田泰淳『白昼の通り魔』における小説化から改稿への転位－『私』 

の『手記』が向かう先は－」 

(11) 林 裕二（西南女学院大学）「オンライン英文校正ツール‘Grammarly’活用法」 

支部長 八尋 春海 

 

《事務局からのお知らせ》 

 事務局長 林 裕二 

○会員情報更新のお願い： 住所不明により学会誌や会報をお届けできない会員の方がいらっしゃ

います。就職、転勤等によるお引越の際には、忘れずに会員調査書（＝入会申込書）に新情報を

ご記入の上、会員調査書送付先アドレスまでお送りください。なお会員調査書は学会ウェブサイ

トよりダウンロードしていただけます。  

＜日本比較文化学会 ウェブサイト 入会・会員情報変更＞ http://hikakubunka.jp/?page_id=97  

＜入会申込書・会員調査書送付先＞ あゆみコーポレーション（業務委託先）  

hikakubunka［アットマーク］a-youme.jp 

 

○会費納入のお願い： 会費の納入にいつもご協力いただき感謝いたします。2年以上未納（学生

会員については 1 年以上） の場合には会員資格を失うことになりますのでご注意ください。支部

会費については、本部事務局ではなく、担当支部への問い合わせをお願いします。支部の運営に

ついては、各支部で定めております。 

＜会費振込情報＞ 郵便振替口座番号：02570-6-8921 加入者名:日本比較文化学会  

振り込みの際には、氏名、所属支部と何年度分の会費であるかを明記してください。 

 

http://hikakubunka.jp/?page_id=97

