日本現代中国学会第 68 回全国学術大会のご案内
会員各位
2018 年の日本現代中国学会全国学術大会は、10 月 20 日（土）
、21 日（日）の両日、早稲田
大戸山キャンパスにおいて開催することになりました。
今年の全国大会の共通論題のテーマは「新世紀中国研究の挑戦——明治維新 150 年、改革開放
40 年」です。
記
日時：2018 年 10 月 20 日（土）12 時より受付開始、21 日 9 時より受付開始
場所：早稲田大学戸山キャンパス
〒162-8644 東京都新宿区戸山 1-24-1
キャンパス・マップ（ 大会プログラム添付の地図をご覧ください。下記 URL でもご覧い
ただけます。
）
交通アクセス https://www.waseda.jp/flas/cms/access/
①徒歩の場合

JR 高田馬場駅より徒歩約 20 分。

②地下鉄利用の場合 地下鉄東西線早稲田駅下車、徒歩数分。
③学バス利用の場合 JR 高田馬場駅前より「学 02 系統早大正門行き」
馬場下町下車（乗車約 10 分）
、徒歩数分。
参加費 ：1000 円（設備費・資料代等）
親会費：20 日総会終了後にキャンパス付近の染谷記念国際会館で懇親会を開催します。奮って
ご参加ください。参加費は一般会員 5000 円、学生 4000 円です。
（添付のマップをご参照くださ
い。
）
★参加申し込みはウェブからの登録になりました。必要事項をご記入の上、10 月 1 日（月）ま
でにご登録ください（入力の詳細は事務局から連絡があります）
。
★参加費、懇親会費、学会年会費は同封の振込用紙に必要事項をご記入の上、10 月 1 日（月）
までにお振り込みください。
★21 日は日曜日のためキャンパス内の食堂は閉店しています。
（近くにレストラン・コンビニ
があります）
。
早稲田大学大会実行委員会 千野拓政（代表）
、斎藤泰治
お問い合わせ先
〒162-8644 東京都新宿区戸山 1-24-1
早稲田大学文学学術院 千野拓政研究室気付
E-mail : waseda.gendai@gmail.com
以上
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大会プログラム
10 月 20 日（土）
10:30〜

理事会（33 号館 16 階第 10 会議室）

12:00〜

受付（33 号館 3 階第 1 会議室前）

13:00〜17:00

共通論題：新世紀中国研究の挑戦（33 号館第 1 会議室）

17:15〜18:15

総会（33 号館第 1 会議室）

18:30〜20:00

懇親会（染谷記念国際会館）

10 月 21 日（日）※分科会によって開始時間、終了時間が異なりますので、ご注意ください。
9:00〜

受付（33 号館第 1 会議室前）
企画分科会・自由論題分科会

講義棟８F 教室
10:00〜12:00

33-331
A［企画］1

33-332
B 文学・文化

33-333
C 社会

環境政策
13:00〜15:00

E［企画］3

33-437
D［企画］2
10 年後の経済

F 政治・社会

G 経済・法律

I 日中関係

J 歴史・社会

郭沫若
H・J・K 15:15〜17:15

H［企画］4

I

文革映画

15:15〜16:45

K［企画］5
習近平

■10 月 20 日（土） 理事会／共通論題／総会／懇親会
10:30〜 理事会 33 号館 16 階第 10 会議室
12:00〜 受 付 33 号館 3 階第 1 会議室前
13:00〜17:00 共通論題「新世紀中国研究の挑戦——明治維新 150 年、改革開放 40 年」
（第 1 会議室）
座 長：千野拓政（早稲田大学）

13:00〜13:15 趣旨説明

報告１：王暁明（上海大学）

13:15〜13:45 文学・文化

報告２：賀照田（中国社会科学院）

13:45〜14:15 政治・思想

報告３：伊藤亜聖（東京大学）

14:15〜14:45 経済

報告４：貴志俊彦（京都大学）

14:45〜15:15 歴史

休憩

（15:15〜15:30）

コメント１：劉傑（早稲田大学）

15:30〜15:45

コメント２：鈴木将久（東京大学）

15:45〜16:00

討論

16:00〜17:00

17:15～18:15 総会（第 1 会議室）
18:30～20:00 懇親会（染谷記念国際会館）＊添付のマップをご参照ください。
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■10 月 21 日（日） 企画分科会・自由論題分科会
9:00〜 受 付 33 号館 3 階第 1 会議室前
【午前の部】
10:00〜12:00 A・B・C・D 分科会
A．
［企画］ 政治（環境政策）
（33-331）
「環境政策の進展と課題－改革開放 40 年の歩みと今後の行方－」
企画 北川秀樹(龍谷大学)
司会 北川秀樹(同上)
報告 櫻井次郎(神戸市外国語大学)
知足章宏(フェリス女学院大学)
何彦旻(追手門学院大学)
討論 林宰司(滋賀県立大学)

B．
［自由］ 文学・文化（33-332）
司会 中村みどり（早稲田大学）
報告 牧野格子（國學院大學）「英訳本『春水』における翻訳手法について」
木下佳奈（東京外国語大学・院）「1970 年代の台湾文学における、社会の変遷への眼差
し～「夜行貨車」と「我愛瑪莉」から～」
李珏（北海道大学・院）「中国インディペンデント映画の商業化の可能性に関する考察～
体制、観客の教養及び映画内容の観点から～

C．
［自由］ 社会（33-333）
司会 日野みどり（愛知大学）
報告 靳小（横浜国立大学・院）「中国における高齢者在宅福祉の現状————家族福祉の視点から
みる「頻繁に親元に帰れ」条項について」
屈博煒（法政大学・院）「都市化と社区建設の課題について」
李翔宇（同志社大学・院）「中国の環境行政における中央と地方の関係の再構築に関す
る研究―ゲーム理論の応用による分析―」

D．
［企画］ 経済（33-437）
「10 年後の中国経済」
企画 大西広(慶應義塾大学)
司会 大西広(同上)
報告 李晨(慶應義塾大学・院)「10 年後のマクロ経済--マルクス派最適成長モデルによる
新予測」
徐一睿(専修大学)「10 年後の中国産業と中国財政」
三村光弘 (環日本海経済研究所)「中朝政治経済関係の 10 年後」
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12:00〜13:00 昼食・休憩 （第 1 会議室を開放）
【午後の部１】
13:00〜15：00 E・F・G 分科会
E．
［企画］ 郭沫若（33-331）
「郭沫若研究の現在―郭沫若逝去 40 周年、文学活動開始 100 周年にあたって」
企画 日本現代中国学会西日本部会
司会 岩佐昌暲（九州大学名誉教授）
報告 武継平（福岡女子大学）
瀬戸宏（摂南大学名誉教授）
藤田梨那（国士館大学）
討論

坂井洋史（一橋大学）

F．
［自由］ 政治・社会（33-332）
司会 阿古智子（東京大学）
報告 村上志保（立命館大学）「習近平政権下における宗教政策とグローバル化への対応－北
京国際教会の事例を中心に－」
佐藤千歳（北海商科大学）「非公認キリスト教徒の社会事業からみる中国の政教関係―
華北地方の児童養護施設の事例から―」
武小燕（名古屋経営短期大学）「習近平時代の教科書改革に関する考察～部編版教科書
を中心に～」

G．
［自由］ 経済・法律（33-333）
司会 中川涼司（立命館大学）
報告 長友昭（拓殖大学）「中国農地制度における「三権分置」の法的課題――政策的議論から物
権法、民法典の整備に向けて」
下野寿子（北九州市立大学）「福建省の経済発展にみられる「台湾との紐帯」の活用と創造」
小門裕幸（法政大学）「深圳資本主義社会モデルの措定―シリコンバレー・ハビタット資本
主義社会モデルの比較においてー」

【午後の部２】
15:15〜17:15 H・J・K
15:15〜16:45 I
H．
［企画］ 文革映画（33-331）
「中国語映画における文化大革命イメージについて」
企画 今泉秀人（大阪大学）
司会 今泉秀人（同上）
報告 Wong PuiYu Jolie（大阪大学・院）
袁也（大阪大学・院）
4

討論 阿部範之（同志社大学）
好並晶（近畿大学）

I．
［自由］ 日中関係（33-332）
司会 砂山幸雄（愛知大学）
報告 村田忠禧（横浜国立大学名誉教授）「1920 年の福建省漁民救助に起因する「尖閣列島」の
扱いについて」
岡田実（拓殖大学）「開発協力のコメモレイションをめぐる一考察―中
国・黒龍江省方正県における藤原長作の稲作協力を手掛かりに―」

J．
［自由］ 歴史・社会（33-333）
司会 田中仁（大阪大学）
報告 金縄初美(西南学院大学)「歌謡からみる雲南の馬幇文化」
宋舒揚（東京大学・院）「戦後における南京国民政府の戸籍管理――都市を中心に」
大野絢也（一橋大学・院）「南京国民政府期の広東省における鉄道網再編――粤漢・広九鉄
道接続反対問題を中心として」

K. ［企画］ 政治（習近平）
（33-437）
「習近平思想と習近平外交、その特異性の検証」
企画 高橋伸夫（慶應義塾大学）趙宏偉（法政大学）
司会 高橋伸夫（同上）
報告 趙宏偉（同上）「習近平新時代中国特色社会主義の検証」
江口伸吾（島根県立大学）「習近平政治の対外政策へのインプリケーション」
江原規由（国際貿易投資研究主幹）「『一帯一路』の現段階と日本」
討論 高橋伸夫（同上）

■書籍販売
両日とも中国関係書店による書籍の出張販売を予定しています。是非ご利用ください。

■大会実行委員会からのご案内
１．大会・理事会への出欠はウェブからの登録になりました。入力の詳細は事務局から連絡が
あります。必要事項をご記入の上、10 月 1 日（月）までにご登録ください。
２．大会参加費（資料代等 1000 円）
、懇親会費（一般 5000 円、学生 4000 円）
、学会年会費は同
封の振込用紙に必要事項をご記入の上、10 月 1 日（月）までにお振り込みください。
３．21 日は日曜日のためキャンパス内の食堂・売店は閉店しています（近くにレストラン・コンビ
ニがあります）
。

４．キャンパスへの車両入構は制限されています。徒歩または公共交通期間をご利用ください。
５．宿泊施設についてはご自身で早めにご予約ください。
６．早稲田大学構内は、決められた喫煙所以外は禁煙となっています。
７．今年度の理事会は、大会初日の 10 月 20 日（土）午前 10 時 30 分より開催します。理事の
方は是非ご出席ください。出席者にはお弁当を用意します。
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８．台風などで開催校が休講するような事態が発生した場合、開催の有無を朝 6 時の段階で学
会のウェブサイトに掲載します。
今回の大会は、下記研究機構との共催事業として実施します。
共催：私立大学戦略的研究基盤形成支援事業第 2 グループ
「ポストコロニアル時代の人文学、その再構築——21 世紀の展開に向けて」
共催：早稲田大学総合人文科学研究センター研究部門「東アジアの人文知」
共催：早稲田大学中国現代文化研究所
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