
第 7 回東アジア文化交渉学会日程表 

5 月 9 日（土）  メイン会場：A  
 

9：00- 9：30 開会式 
歓迎の辞： 1：開成町長  2：南足柄市長 

祝辞：復旦大学 章清教授 

9：30-10：15 基調講演 1 近藤誠一先生 日本文化と東アジア文化～東アジア文化交渉学への期待 

10：15-10：20 休憩（5 分） 

10：20-11：00 基調講演 2 Wolfgang Kubin 教授 翻訳と現代性――『老子』のドイツ語訳と近代ドイツ語文学 

11：00-11：05 休憩（5 分） 

11：05-11：45 基調講演 3 大脇良夫先生 日本の大禹（文命）遺跡と文命文化 

11：45-13：00 写真撮影及び昼食 

13：00-15：00 

メイン会場：A  会場 B：団体利用コーナー（3F） 会場 C：地域交流室（3F） 会場 D：多目的室（2F） 

パネル A1 

治水神禹王研究と 

地域間文化交流 

パネル B1 

東アジアおける文化交渉と 

自己認識 

パネル C1 

近代西洋知識の伝播 

パネル D1 

出土資料からみる古代中国に 

おける地域的特徴と相互交流 

司会 大脇良夫 司会 陶徳民 司会 奥村佳代子 司会 谷中信一・大西克也 

発表者 関口康弘（日） 発表者 肖珊珊（中） 発表者 趙暁華（中） 発表者 戸内俊介（日） 

 中村俊文（日）  呉光輝（中）  陳昭瑛（中）  海老根量介（日） 

 二階堂善弘（日） 
 

陳瑤（中） 
 

王静（中）  宮島和也（日） 

 常松木（中） 
 

王海（中） 
 

陳奉林（中）  草野友子（日） 

 植田渥雄（日） 
 

梁青（中）    中村未来（日） 

 大脇良夫（日）      曹方向（中） 

15：00-15：15 休憩（15 分） 

15：15-17：15 

(～17:30) 

パネル A2 

治水神禹王研究と 

地域間文化交流 

パネル B2 

文化交渉学視点の 

東アジア知識史研究の諸問題 

パネル C2 

二松学舎と渋沢栄一 

パネル D2 

東アジア逸話の商人の形象： 

東アジアの古典小説の中の商業活

動と商人形象 

司会 二階堂善弘・大脇良夫 司会 吾妻重二 司会 木村昌人 司会 高永爛・崔泰和 

発表者 于蕙清（中） 発表者 吾妻重二（日） 発表者 桐原健真（日） 発表者 高永爛 （日・韓） 

 林秀珍（中）  李梁（日）  町泉寿郎（日）  崔泰和 （日・韓） 

 陳亦伶（中）  蔡振豐（中）  丁世絃（日）  SHIN Jeongsoo（英・中） 

 金絲燕（英）  林学忠（中）  任夢渓（日）  鄭広薫（韓・中） 

 楼正豪（中）  胡珍子（中）  于臣（日）  朴京男（韓・中） 

   佐藤トゥイウェン（日）  濱野靖一郎（日）  TAK Wonjong（韓） 

     朴暎美（日）  金秀玹（韓・中） 

     見城悌治（日）   

  

18：00-20：00 歓迎晩餐会 

＊（ ）は発表言語 

  



第 7 回東アジア文化交渉学会日程表 

5 月 10 日（日） メイン会場：A  会場 B：団体利用コーナー（3F） 会場 C：地域交流室（3F） 会場 D：多目的室（2F） 

9：00-10：40 

パネル A3 

治水神禹王研究と 

地域間文化交流 

パネル B3 

東アジアの新しい文化史： 

書籍と人物 

パネル C3 

文化接触における翻訳と言語 

パネル D3 

「京都哲学」の他者論・感情論 

司会 大脇良夫 司会 王敏 司会 沈国威 司会 中嶋優太 

発表者 井上三男（日） 発表者 張嵐（日） 発表者 徐克偉（日） 発表者 髙﨑和樹（日） 

 水野浩（日）  殷暁星（日）   朱建栄（日）  髙田理可（日） 

 小早川のぞみ（日）  周曙光（日）   FUNG Kam-Wing（英）  八坂哲弘（英） 

 大脇良夫（日）  方阿離（日）   許智香（日）   

10：40-10：50 休憩（10 分） 

10：50-12：30 

 パネル B4 

文化交渉学と言語接触 

パネル C4 

東アジアの新しい文化史： 

書籍と人物 

パネル D4 

近代西洋知識の伝播 

 

司会 内田慶市 司会 吾妻重二 司会 張源哲 

発表者 呉暁麗（中） 発表者 白春岩（中） 発表者 孫知慧（日） 

 趙冬梅（中）  曹淑文（中）  楊氷（日） 

 伊伏啓子（中）  李立（中）  笹川慶子（日） 

 奥村佳代子（中）  胡夢頴（中）  張琳（中） 

   黄海涛（中）   

12：30-14：00 昼食  奥村佳代子 

14：00-14：30 全体大会  メイン会場：A 
１：学会事務局  ２：2015 年度会長挨拶（王敏/法政大学）  ３：2016 年度開催校（内田慶市/関西大学） 

４：会誌編集と投稿について（陶徳民/関西大学） 

14：30-16：10 

パネル A5 

東アジアにおける近代社会と 

民間信仰 

パネル B5 

その他東アジア文化交渉学と 

関連のあるテーマ 

パネル C5 

東アジアにおける近代史観の 

形成と展開 

パネル D5 

Geography and Picture in Asia 

司会 李雪涛 司会 金光林 司会 印藤和寛 司会 Margaret MEHL  

発表者 李雪涛（中） 発表者 金光林（日） 発表者 劉威志（中） 発表者 Margaret MEHL（英） 

 藍日昌（中）  山口建治（日）  許怡齡（中）  LIM Tai Wei（英） 

 張国強（中）  程永超（日）  黃璿璋（中）  Roslyn HAMMERS（英） 

 羅樂然（中）  川邉雄大（日）    鈴村裕輔（英） 

 李焯然（中）      Mathias VIGOUROUX（英） 

        

16：10-16：20 休憩（10 分） 

16：20-18：00 

 パネル B6 

その他東アジア文化交渉学と 

関連のあるテーマ 

パネル C6 

東アジアにおける近代史観の 

形成と展開 

 

 

司会 川邉雄大 司会 印藤和寛 

 

発表者 陸敏珍（中） 発表者 印藤和寛（日） 

 江俊億（中）  沈煕燦（日） 

 李聖傑（中）  蒋建偉（日） 

 張啓彬（中）   

  

18：30-20：30 懇親会 

＊（ ）は発表言語 


