


2012年11月10日(土)

筑波大学 大学会館2階 総合交流会館

○ ９：４５ ～ 受付開始

○ １０：１５ ～ 開会の挨拶
司会：許允瑄(筑波大学大学院生)

         黄盛安(台湾国立政治大学大学院生)

○ １０：３０ ～ １１：１０ 基調講演
司会：許允瑄(筑波大学大学院生)

         黄盛安(台湾国立政治大学大学院生)

BEKES Andrej　筑波大学人文社会系教授

「日本研究の可能性と課題」

○ １１：１０ ～ １２：２０ 【セッション1】 文学

司会：鄭熙靜(韓国外国語大学大学院生)

○ １２：２０ ～ １３：３０ 昼食

○ １３：３０ ～ １４：４０ 【セッション2】 言語学・日本語教育

司会：朱炫姝(筑波大学大学院生)

○ １４：４０ ～ １５：００ 休憩

○ １５：００ ～ １６：１０ 【セッション3】  社会・文化

司会：Kozyriev Ievgen(キエフ大学大学院生)

○ １６：１０ ～ １７：１０ 総括・閉会の挨拶

○ 総括：学生代表

【セッション1】 閔建宇(高麗大学大学院生)

【セッション2】 Komarnytska, Tamara Kostyantynivna(キエフ大学大学院生)

【セッション3】 Czarnecka, Marta Alicja(ヤギェウォ大学大学院生)

○ 総括：「東アジアの日本研究の潮流」  

李奇楠    北京大学副教授

蔡盛植    高麗大学副教授

小野正樹 筑波大学准教授

○ 閉会の挨拶
朱炫姝(筑波大学大学院生)

小野正樹 筑波大学准教授

○ 懇親会の案内、写真撮影

○ １８：００ ～ 懇親会
司会：王翔さん(筑波大学大学院生)

         Suiste, Maarja(タリン大学大学院生)

○ 場所：スープ ファクトリー

司会：ディルーシャ デヒティビヤ(筑波大学大学院生)

     　  郭暁麗(北京大学大学院生)

第２回 東アジア・ユーラシア地域を結んだ国際日本研究フォーラム

ポスター発表

アピール・タイム

ポスター発表

○ 開会の挨拶

○ 本フォーラムの趣旨

アピール・タイム

ポスター発表

アピール・タイム



【セッション1】  文学

no. 出身・所属大学 発表タイトル

(1) ポーランド・ワルシャワ大学
江戸川乱歩(1894-1965)と 日本の探偵小説

-江戸川乱歩の戦前の作品は日本初めて探偵小説として-

(2) ウクライナ・キエフ大学 井原西鶴作品の親と子供の関係

(3) ウクライナ・キエフ大学 近松門左衛門の世話物の戯曲における心中

(4) ウクライナ・キエフ大学
三島由紀夫の作品における女性像

-理想の女性タイプを中心に-

(5) ウクライナ・キエフ大学
安部公房の作品に於ける人物の問題

—「箱男」、「他人の顔」、「燃えつきた地図」というの小説を中心に—

(6) ウクライナ・キエフ大学
安部公房の小説における寂しさ問題

-「砂の女」、 「他人の顔」と「箱男」に基づいて-

(7) ウクライナ・キエフ大学
白樺派の著作の女の姿

-志賀直哉の「暗夜行路」と有島武郎の「或る女」を例として-

(8) 中国・北京大学
宮沢賢治の仏教童話構成

—<雁の童子>の構成—

(9) 中国・北京大学
『行人』論

-人間関係における「知」の可能性について-

(10) 中国・北京師範大学
和歌における「夢」の一考察

-万葉集から八代集まで-

(11) 韓国・高麗大学
『あめりか物語』と在米日本人社会

-シアトル、タコマを舞台とした四篇の物語を中心に-

(12) 日本・筑波大学
近世筑波地区における水論解決

-小田村組合の番水問題を中心に-

【セッション2】  言語学・日本語教育

no. 出身・所属大学 発表タイトル

(13)
ウズベキスタン

タシケント国立東洋学大学

日本語とウズベク語での親族関係語彙の対照研究

-母、父、子を中心に-

(14)
ウズベキスタン

タシケント国立東洋学大学
数量の意味論と数量を表す方法

(15) キルギス・キルギス国立大学 日本語のアクセントの種類や音の長さ

(16) キルギス・キルギス国立大学 女言葉と男言葉

(17) エストニア・タリン大学
日本の企業における企業文化やそのサブカルチャー

ー企業文化の公的や個人的な解釈の相違ー

(18) ウクライナ・キエフ大学 現代日本語における法律用語の特徴

(19) ウクライナ・キエフ大学
日本における正教会・日本語正教会訳の神学的な書物

―正教会訳聖書を中心に―

(20) ウクライナ・キエフ大学 インドネシアにおける日本語起源の語彙

(21) 中国・北京師範大学
ポートフォリオを利用した「総合日本語(精読)」授業

―中国人日本語学習者における自律的学習支援への試み―

(22) 韓国・高麗大学 相談場面における助言のストラテジーの日韓対照研究

(23) 台湾・国立政治大学
アスペクトを表す結果複合動詞の後項及び結果補語

-日中対照研究の立場から-

(24) 台湾・国立政治大学
日本語における母音脱落現象

―語頭母音「い」の脱落(aphaeresis)を中心に―

(25) 日本・筑波大学
日本語の並列助詞と中国語の並列接続詞の対照研究

―「と」、「や」と“和”を中心に―
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Komarnytska, Tamara Kostyantynivna

Kozyriev Ievgen

Maksymchuk, Tetiana Oleksandrivna

陳夕婷(チン　セキテイ）

朴淨娥（パク　ジョンア）

蔡依庭（サイ　イテイ)

黄盛安(コウ　モリヤス）

馮元(ヒョウ　ゲン）

Suiste, Maarja

Zakharchenko, Oleskii

郭麗(カク レイ）

郭暁麗(カク　ギョウレイ）

楊欣怡(ヨウ　キンイ）

閔建宇(ミン　コンウ)

王翔(オウ　ショウ）

発表者名

Abduhamidova, Dilafruz Abduhabirovna

Sadikova, Nargiza Habibovna

Dyushkeeva, Mirjan

Zhangazieva, Eｌmira

Yamshchykova, Veronika

＜   発表者および発表タイトル   ＞

発表者名

Jasnos, Justyna Maria

Bezkyschenko, Yulia Anatolyesna

Gvozd, Ganna

Kurman, Iryna

Voronkova, Anastasia



第２回 東アジア・ユーラシア地域を結んだ国際日本研究フォーラム
＜   発表者および発表タイトル   ＞

【セッション3】  社会・文化

no. 出身・所属大学 発表タイトル

(26) カザフスタン・カザフ国立大学 中央アジアにおけるアフガニスタンの地政学的問題に対する日本の役割

(27) キルギス・キルギス国立大学
農業マーケティング特徴

―温室を例として―

(28) キルギス・キルギス国立大学 企業の社会的責任（CSR)

(29) エストニア・タリン大学
オタクのサブカルチャー

―オタクのサブカルチャーの中の３次元と２次元の女性―

(30) エストニア・タリン大学
現代のアイヌ民族

―日本人のアイヌ民族についての意識―

(31) ポーランド・ヤギェウォ大学 日本製ラップとヒップホップサブカルチャー

(32) ポーランド・ヤギェウォ大学
文化のあいまいな境界

―歌舞伎とシェイクスピアのエリザベス超演劇―

(33) ポーランド・ヤギェウォ大学
日本の写真

―ピクトリアリスムに基づいて分析―

(34) ポーランド・ヤギェウォ大学
「目に見えない移民者」

― １９４５年から１９８０年まで日本に不法滞在するコリアン―

(35) ポーランド・ワルシャワ大学 福沢諭吉と『文明論之概略』に含まれた「文明」という概念

(36) 韓国・韓国外国語大学 日本人における他者志向的な自己の考察

(37) 日本・筑波大学
中国におけるインターネット空間の公共性に関する研究

―インターネット利用者の公共に関する意識調査を通して―

Stryjczyk, Katarzyna

鄭熙靜（チョン　ヒチョン）

楊素茵(ヨウ　ソイン）

Lauk, Annika

Nukke, Susanna

Biernat, Kamil Marceli

Czarnecka, Marta Alicja

Zajbert, Marta Aleksandra

Zalewski, Jerzy Bronisław

Mursabekova, Zhyldyz

発表者名

Arin, Rassul Gabdrassululy

Zhalil uulu Akyl
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