東京外国語大学国際日本研究センター主催 夏季セミナー＆サマースクール2017
2017年7月12日（水）-14日（金）10:10-18：25

＜プログラムと概要＞
7月12日

(水)

102室

10:10 進化論と進歩への懐疑：明治後期の加藤弘之を中心に

|
10:55

The reception of evolutionary theory and the consequential
skepticism toward progress: with a focus on Katō Hiroyuki in late
Meiji

11:40

12:40

|
13:25

14:10

Hirata Atsutane’s Theses on the Writing of the Gods

ハイデッガーのSeinは東アジアでどのように翻訳されてきたか？
――ベトナムでの事例を中心に――

|

How has Heiddegger's "Being" (Sein) been translated into EastAsian languages, especially in the case of Vietnam

|

スコット ヒスロップ（シンガポール国立大学） 11:40
日本語の文における補足語の位置付け及び表現形式
－変化構文と引用構文を中心に－
The status and expression forms of Primary Complement about
the change-of-state sentence and quotational sentence in
Japanese

|

Exploring the Modes of teaching college Japanese

趙 華敏（チョウ カビン) （北京大学） 14:10

Current trends and prospects of studies on Japanese pragmatics
and sociolinguistics in Korea

|

李 吉鎔（イ キルヨン） （韓国・中央大学校） 15:05
休憩

15:15

15:15
院生発表会＠103,104,105,106

The Cuban Literature in the 21st century

|
17:55

|

|

12:40

|

金 鍾德 （キム ジョンドク） （韓国外国語大学校）

院生発表会＠103,104,105,106

Issues on Japanese language education from the perspective of
reading comprehension in Mongolia
ダワー オユンゲレル（モンゴル国立大学）

Ｔhe Current Ｓituation and Ｐrospect of Japanese Ｔeaching Ｍ
aterials in Korea
尹 鎬淑 （ユン ホスク） （サイバー韓国外国語大学校）
海外インターンシップのための人材育成に向けた
日本語指導の改善案
An Approach to Improving Japanese Language Teaching for Human
Resources Internship Abroad
タサニー メーターピスィット（タイ・タマサート大学）

13:25 「ナル表現」と「スル表現」から見た日本語と中国語

|

蕭 幸君 （ショウ コウクン） （台湾・東海大学） 14:10
休憩

Transmission of metaphorical expression in "The tale of Genji"

102室

10:55 韓国における日本語教材の現況と展望

久野 量一（クノ リョウイチ）（東京外国語大学） 13:25

The Shapes of Voices of Shinkai’s The GARDEN of WORDS

(金)

10:10 読解教育からみたモンゴルにおける日本語教育の現状と課題

范 淑文（ハン シュクブン） （国立台湾大学） 11:40
お昼休憩（11：40-12：40）

14:20 『源氏物語』における比喩表現の伝承

15:05

|
18:25

A Symphony of Literature and Art: Kawabata Yasunari & Higashiyama
Kaii

13:25 声々の形−−新海誠の『言の葉の庭』を考える

|

7月14日

野平 宗弘（ノヒラ ムネヒロ）（東京外国語大学） 10:55

12:40 革命はキューバ文学において有効に機能しているのか？

蘇 文郎（ソ ブンロウ）（台湾・国立政治大学） 13:25

14:20 韓国における語用論·社会言語学研究の現状と展望

|

102室

10:55 文学と絵画の交響――川端康成・東山魁夷

13:25 「大学日本語」の教授法についての研究

|

(木)

10:10

春名 展生（ハルナ ノブオ）（東京外国語大学） 10:55

10:55 平田篤胤の神代文字論

|

7月13日

Reviewing Japanese and Chinese: a Comparison between Naru and
Suru Expression
徐 一平（ジョ イッペイ）（北京外国語大学）

2017サマースクール院生発表会

7月12日(水)－7月13日(金)

研究講義棟１階 103、104、105、106室

7月12日（水） 院生発表会
15:15
|
15:45
15:45
|
16:15
16:15
|
16:45

16:55
|
17:25
17:25
|
17:55
17:55
|
18:25

１０３室
R1（日本語）

１０４室
R2（日本語）

１０５室
R3（社会・歴史）

１０６室
R4（文学）

岡野 朱里（オカノ アカリ）

帰 翔（キ ショウ）

趙 沼振（チョ ソジン）

木下 佳奈（キノシタ カナ）

東外大
クメール語の動詞連続構文について
―日本語テ形接続との対照―

東外大
副詞「より」の出現環境について
―比較基準が非顕在な文を中心に―

東外大
グローバルヒストリーとしての1960年代後半の叛乱
―全共闘的な企ての歴史性に関する試論

張 季媛（チョウ キエン）
内川 隆文（ウチカワ タカフミ）
東外大
東外大
占領地における民間電力会社による戦争協力の実態
韓国語と日本語の複合動詞：完了相の「～NAYTA」と始動相の
接続助詞を用いた中途終了型発話文の出現状況と文法的特徴
―日中戦争期華北における電力開発を中心に―
「～出す」をめぐって

崔 正熙（チェ ジョンヒ）

姜 柳（キョウ リュウ）

徐 昡珠 (ソ ヒョンジュ)
北京外大

日本語における「動詞連用形＋の＋N」構造の成立メカニズム
邱 姿維（キュウ ツウェイ）

現代日本語における「ノ」格名詞句に関する研究

呉 丹 （ゴ タン）
東外大

李 暁昀（リー ギョーイン）
シンガポール国立大

小美濃 彰（オミノ アキラ）
東外大

台湾大
芥川文学における支那美人
—「湖南の扇」を中心に—

二十世紀初頭の花柳病に関する法律

劉 翠（リュウ スイ）
東外大

1960 年代の東京・山谷における生活と地域社会構造
―梶満里子の著作から探る―

形容詞の種類と述語文における主語標示について

筑波大
芥川龍之介「湖南の扇」論

高 明 （カオ ミン）

張 舒鵬（チョウ ジョホウ）

日本語使役表現における因果関係的局面への検討

葉 可全（ヨウ カゼン）
東外大

東外大

北京大

開南大
太宰治「皮膚と心」における比喩表現

内村鑑三の信仰と愛国の構造

動詞「いう」に関する一考察

王 国強（オウ コクキョウ）

林 儀臻 （リン ギシン）

徐 明煥（ソ ミョンファン）
筑波大

南 紅花（ナン コウカ）

現代日本語のテモラウ文と使役文、受身文に関する研究
―三者の共通性を中心に―

水上文学における「中国」

地域包括ケアシステムにおける看護教育の在り方

「てくる」と「し出す」のプロファイルについて
－共起要素を手掛かりに－

Nガデキル構文の研究

東外大

東外大

呉 佩珣（ウ ペイシュン）
国立政治大

楊 柳岸（ヨウ リュウガン）
東外大

津村 育子（ツムラ イクコ）
韓国外大

東外大
陳映真が描いた台湾における日本の記憶
～<忠孝公園>と<山路>から～

北京外大
室町前・中期の茶の湯における「唐物」崇拝

７月13日（木）院生発表会
１０３室
R1（日本語）
15:15
|
15:45
15:45
|
16:15

16:15
|
16:45

16:55
|
17:25
17:25
|
17:55

１０４室
R2（日本語）

折田 知之（オリタ トモユキ）

１０５室
R3（文学）

張 洋子 （チョウ ヨウコ）
東外大

蕭 晨恩 （ショウ シンオン）
東外大

日本人はどのようにユーモアを語るのか
―「不適合理論」を焦点に―

日本語の表記の多様性
ローレンス ニューベリーペイトン

中村 彩希（ナカムラ サキ）
東外大

悪童の冒険
――『クオーレ』、『学童日誌』、そして『馨児就学記』

デ ナザレ フィゲイラ フラヴィオ
東外大

１０６室
R4（社会・歴史）

邱 敬雯（キュウ ケイブン）
東外大

東外大
留学生にとっての「居場所」とは
―国費研究留学生へのインタビュー調査による事例から―
林 怡秀（リン イシュウ）

東外大

台湾東海大
台湾における日本ロックファン研究
──ＳＮＳとライブにおけるファンの行動を例として

「NP1のNP2」の意味関係と対応する英語の前置詞句：
日本語からブラジル・ポルトガル語への翻訳に現れる役割語の影 严歌苓の作品にある固定された日本人イメージ
東京外国語大学上級英語学習者コーパスにおける‘of’の誤用分
響―翻訳の視点による違い
〜長篇小説《小姨多鶴》をとおして〜
析から
タナポーン シウティポン

王 夢蕾 （オウ ムライ）
李 韻（リ イン）
傅 培剛（フ バイゴウ）
タマサート大
筑波大
国立台湾大
電話コミュニケーションにおけるタイ人日本語学習者N3レベルの
日本語言語的ユーモアはどう非母語話者に伝わるか－中国語訳
川端『水月』と郭松棻『月印』との比較—「母愛」を中心に—
台湾における御宅族の誕生とその意味を探る
発音に関する調査報告－日本語のネイティブ話者の顧客としての
文の比較を通じて－
観点から－
張 倩（チョウ セイ）

石田 智裕（イシダ トモヒロ）
韓国・中央大

日本語学習者の丁寧体談話における普通体の使用条件

東外大
「評価」を表わす二音節日中同形動詞の用法の比較

侯 鵬図（コウ ホウズ）

張 正（チョウ セイ）
北京大

陳述副詞の談話機能について 「多分」を例に

崔 イレ（チェ イレ）

台湾東海大

渡邉 絢夏（ワタナベ アヤカ）

韓国外大
筑波大
『源氏物語』における光源氏の後見と愛執－紫の上、秋好中宮、
台湾におけるナショナル・アイデンティティに関する一考察
玉鬘を中心に
ディアン アンニサ ヌル リダ

東外大
中国語・韓国語からみたアスペクト複合動詞「〜あがる／あげる」 村上春樹の歴史意識：社会への「コミットメント」について

金 シン（キン シン）
東外大

東外大
日本と中国におけるSNSを用いたコミュニケーション関係の先行
研究レビュー

