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日本現代中国学会第 61回全国学術大会のご案内 
 
会員各位 
 
 拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
	 このたび、近畿大学において今年度の全国学術大会を開催することになりました。今年は
辛亥革命百周年の年に相当します。この百年の中国の変動は実に大きく、まさに激動期とよ
ぶべきものでした。今年こそは辛亥革命を念頭に、私たち中国研究者が各自課題としてきた
ものを今一度、百年という大きな歴史的スパンの中で見直すべき年ではないでしょうか。 
 そこで、10月 22日（土）午後には「辛亥革命から百年を考える」を共通論題とし、歴史、
経済、法律、文学各分野からの報告と討論を行います。また、同日午前には草創期以降の「日
本現代中国学会 60 年を振り返る」記念シンポジウムを用意しました。翌 23 日（日）には、
廖承志の対日「工作」システム、農林業における中露経済をめぐる 2 つの分科会を開催し、
文学（1・2）、政治･経済、歴史、思想・社会・文化に関する自由論題報告を 5会場で行いま
す。なお、『現代中国学会報』（『現代中国』の前身）創刊号を始めとする「日本現代中国学会
60周年記念展示」を行います。 
 近畿大学東大阪キャンパスは、大阪平野の東部に位置し、東に生駒山系を望み、難波など
大阪中心部からもさほど遠くない場所にあります。また、懇親会では近大水産試験場より鮮
魚の提供を準備しています。 
 大会実行委員会一同、みなさまの積極的なご参加を得て、充実した討論と懇談の機会とな
りますことを心から願っています。 
 

記 
 
 日時    2011 年 10月 22日（土）、23日（日） 
 会場    近畿大学東大阪キャンパス 
 交通    近鉄大阪線「長瀬」駅下車、近鉄奈良線「八戸ノ里」駅下車 
       詳細はプログラム末尾の交通案内をご覧ください。 
 大会参加費 1000 円 
 
                   大会実行委員会 

    委員長 福家道信 
   委員  上田貴子、好並晶、大東和重、中野徹 

事務局 570-0813   
                        大阪府東大阪市新上小坂 2883 

                             近畿大学文芸学部 
E キャンパスA館  
 福家研究室付 

genchu2011kindai@gmail.com 
 

＊ご出欠は同封の返信用はがきにご記入の上、9月 30日（金）までにご投函下さい。あわせ
て同封の振替用紙にて、学会費、大会諸経費を 9月 30日(金)までにお支払いください。 
 ご協力に感謝致します。 
＊その他注意事項につきましては、本プログラム５ページをご覧下さい。 
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プログラム 
 

大会一日目 
 
 10 月 22日（土）  会場：近畿大学東大阪キャンパス EキャンパスA館（文芸学部） 
 
   9 : 30～  大会受付 …………………………………………………… A館３階 
  
  10 : 00～12 : 00 シンポジウム ………………………………………………… A-301 
    テーマ「日本現代中国学会 60年を振り返る」 
    司会：瀬戸宏（摂南大学） 
    パネラー：近藤邦康（東京大学名誉教授・学会顧問） 
          高橋満（東京大学名誉教授・学会顧問） 
          山田敬三（孫中山記念会・学会顧問） 
          西村幸次郎（山梨学院大学・元学会事務局長） 
   コメンテーター：馬場公彦（岩波書店） 
 
  12：00～13：00 昼食 
 
  13：00～17：10 共通論題 ……………………………………………………… A-301  

    テーマ：「辛亥革命から百年を考える」 
司会 福家道信（近畿大学） 
報告 歴史：呂芳上（台湾国史館）  

	 	 	    	 	 	 文学：山田敬三（孫中山記念会） 
         経済：梶谷懐（神戸大学） 
         法律：高見澤磨（東京大学） 

ディスカッサント：西村成雄（放送大学） 
 
  17 : 10～18 : 10 総会 …………………………………………………………… A-301 
 
  18：30～20：30  懇親会 ………………………… 11 月ホール 地下１階食堂ホール 
  
 ※大会期間中、A-308 にて「日本現代中国学会 60周年記念展示」を行います。 
 
    
        今年度の理事会は、別会場で大会前日に行います。 
          理事会  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 日時：10月 21日（金）19 : 00～21 : 00 
           場所：常翔学園摂南大学 大阪センター３F 
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大会２日目 

 
 10 月 23日（日） 会場：近畿大学東大阪キャンパス EキャンパスA館（文芸学部） 
 
  9：30～ 受付 …………………………………………………………………A館１階ホール 
 10：00～12：30 午前の部 分科会・自由論題 
 
 分科会Ａ（歴史・政治）………………………………………………………………… A-101 
 テーマ：廖承志と中国の対日「工作」 
 司会者：王雪萍（東京大学） 
 報告者：大澤武司（熊本学園大学）「戦後日中民間人道外交と廖承志集団─中国外交部档案浅析」 
    ：山影統（早稲田大学非常勤講師）「廖承志集団と戦後日中経済関係の構築」 
    ：井上正也（香川大学）「日本にとっての廖承志集団の対日「工作」」 
 コメンテーター：杉浦康之（防衛省防衛研究所） 
                 吉田豊子（京都産業大学） 
 
 分科会B（経済）………………………………………………………………………… A-102 
 テーマ：農林業における中露経済関係 
 座長：辻美代（流通科学大学） 
 報告者：辻美代「黒龍江省の木材産業とロシア産木材について」 
     高屋和子（立命館大学）「中国の農業政策と対ロシア農業投資─黒龍江省を中心に」 
     堀江典生（富山大学）「ロシア極東地域農業と中国人労働者」 
 コメンテーター：加藤弘之（神戸大学） 
 
 自由論題A（文学１）…………………………………………………………………… A-306 
 司会：小川利康（早稲田大学） 
 A-1 日野杉匡大（北海道大学・院） 
   「蘇曼殊『断鴻零雁記』における一人称語りについて」 
 A-2 高峡（名古屋大学・院） 
   「上海で人力車夫であること─施蟄存「四喜子底生意」について─」 
 A-3 池田智恵（関西大学GCOE研究員） 
   「1940 年代における探偵小説について」 
 
 12：30～13：30  昼 食     
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 13：30～17：00 午後の部 自由論題 （15 : 10～15 : 20 休憩） 
 
 自由論題B（政治・経済）………………………………………………………………… A-101 
 司会：水野光朗（都留文科大学） 
 B-１大西広（京都大学） 
  「インドにおけるチベット難民─ダラムサラとバイラクッペにおける現地人との矛盾を中心に─」 
 B-2 西海重和（日本大学・院） 
  「中国における高速鉄道の導入と海外への展開の評価」 
 司会：阿古智子（早稲田大学） 
 B-3 于蓉蓉（東京農業大学・院） 
  「女性社長の農業合作社の発展と農村女性就業への影響に関する実証研究 
                       ─中国北京近郊の農村部を例として─」 
 B-4 横浜勇樹（高知学園短期大学） 
  「中国都市部の非営利組織の活動の展望」 
 
 自由論題C（歴史）……………………………………………………………………… A-102 
 司会：馬場毅（愛知大学） 
 C-1 葛建廷（創価大学・院） 
  「中国第 2次国内革命戦争時期の土地改革分析」 
 C-2 石井弓（東京大学） 
  「「順口溜」から読み解く抗日戦争の記憶」 
 司会：内田尚孝（同志社大学） 
 C-3 楊韜（名古屋大学） 
  「生活書店の募金活動について」 
 C-4 土田哲夫（中央大学） 
  「日中戦争期の宋美齢─1942～43年訪米外交成功の背後」 
 
 自由論題D（思想・社会・文化）……………………………………………………………A-205 
 司会：水羽信男（広島大学） 
 D-1 藤井隆（広島修道大学） 
  「政体論から「開明専制論」を読む」 
 D-2 武小燕（名古屋大学） 
  「近代中国における公民教育の展開と変容」 
 司会：木村自（大阪大学） 
 D-3 王静（大阪市立大学・院） 
  「現代中国における「茶文化」の変遷」 
 D-4 陳蕭蕭（流通経済大学・院） 
  「現代中国における衣服の意味に関する研究」 



- 5 - 

 自由論題 E（文学２）…………………………………………………………………… A-306 
 司会：三須祐介（広島経済大学） 
 E-1 森平崇文（早稲田大学） 
  「劇評家鄭正秋―『民立報』と『民権報』を中心に」 
 E-2 大野陽介（大阪市立大学非常勤講師） 
  「祭りとしてのコンクール─建国初期の伝統劇コンクールをめぐって」 
 司会：加藤三由紀（和光大学） 
 E-3 杉谷幸太（東京大学・院） 
  「李鋭の農村小説─「尋根」文学との関連から─」 
 E-4 南真理（大阪市立大学非常勤講師） 
  「農村テレビドラマの政治性とその受容」 
 
 
 
 

事務局からの注意事項 
 
 １. キャンパスへの車両入構は制限されています。どうぞ公共交通をご利用下さい。 
    会場となる近畿大学東大阪キャンパスＥキャンパス（文芸学部）へは、近鉄奈良線「八
戸ノ里」駅からが便利です。タクシーをご利用の場合は、「八戸ノ里」駅から乗車し、
近畿大学東門前で降りてください。 

 ２. 今年度の理事会は、大会前日の 10月 21日（金）に開催します。理事の方はぜひご
参加下さい。理事会参加者には弁当を用意いたします。理事会会場は、JR大阪駅近く
の常翔学園摂南大学 大阪センター３F（毎日インテシオ）です。大会会場の近畿大学
東大阪キャンパスではないのでご注意ください。 

 ３. 22 日（土）は学内の食堂、売店が平常通り営業しておりますが、23日（日）は学内
の食堂、売店は営業しておりません。22日、23日ともに、弁当を販売（完全予約制
1000円）いたしますので、大会費等払い込みの際にあわせてお申し込みください。 

 ４. 大会参加費（資料代 1000円）、懇親会費（一般 4000円、学生 3000円）、学会年
会費は、同封の振り込み用紙にて、９月 30日（金）までにお支払い下さい。 

 ５. 宿泊施設につきましてはご自身で適宜ご予約下さい。 
 ６. 近畿大学構内は、指定場所以外、禁煙となっております。 
 ７. 大会実行委員のスタッフは名札に印をつけています。ご不明の点がございましたら、
ご遠慮なく声をおかけ下さい。 
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交通アクセス 

 ・ 関西国際空港からは鉄道の他、リムジンバスを利用して上本町駅から近鉄大阪線に乗車することも可能です。 
 ・ 大阪（伊丹）空港からは、リムジンバスを利用して難波または上本町から近鉄線に乗車してください。 
 ・ 大阪駅や新大阪駅からは、地下鉄御堂筋線（梅田駅、新大阪駅）を利用して難波から近鉄線に乗車することも可能です。 
 ・ 会場の Eキャンパス A館までは、長瀬駅から徒歩 20 分ほどかかります。 
 ・ 八戸ノ里駅、長瀬駅ともに普通列車しか止まりません。難波方面からお越しの方は鶴橋または布施で普通列車に乗り換えて
ください。なお、快速急行は布施には停車しませんのでご注意ください。 
 

                ◎大会会場は近畿大学東正門付近ですので、 
近鉄奈良線八戸ノ里駅からが比較的便利です 

              
                  八戸ノ里駅から 
                   徒歩約 20 分        
                    タクシー（660円+α） 

 近畿大学東正門まで約５分   
                   近鉄バス        
                      76 久宝寺口行き 
                      77 金物団地前行き 

  「東上小坂」下車     
     （220 円）徒歩２分  

        
近鉄バス「八戸ノ里駅前」時刻表▲ 

 22 日 23 日 
 8 15 30 50 14 46 
 9 10 40 16 55 
10   0 20 40 25 55 
11  0 35  
12 20 55 10 40 
13 15 35 55 10 50 
14 25 50 20 
15 10 30 20 50 
16  5 20 40 20 50 
17  0 20 40  
18  5 30  

近鉄奈良線 

 学会会場 

 
 

近鉄奈良線 
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近畿大学構内地図 
 

   1.  E キャンパス A館（文芸学部）…… 大会会場 
  13.  ブロッサムカフェ …… 22 日（土）昼食可 
  27.  11 月ホール地下１F …… 22 日（土）昼食可、懇親会会場 
 
 
 理事会会場〔10月 21日（金）〕 
    
   常翔学園摂南大学大阪センター 


