
お 詫 び と 訂 正 
 
院生合同学術研究大会のパンフレットに掲載された法学研究科の発表予定および、外国

語教育学研究科の講演会場に変更が生じました。訂正すると共に、お詫び申し上げます。 
 
★外国語教育学研究科の講演会場について 
 

変更前      変更後 
    尚文館 502 →  岩崎記念館４階多目的ホール 

 
＊会場案内図（パンフレット巻末に掲載）の⑥番の建物から⑤番の建物に変更になっ

ています。館内に案内を掲示しておりますが、ご不明な場合は名札を付けた係員ま

でお尋ねください。 
 
★法学研究科の発表予定について 
 
変更前

研究科 日にち 部屋 時間 発表者名 題目

9：00～10：00 あべき光司 事業承継税制について

10：00～11：00 木村将明 相続税における租税条約

11：00～12：00 星野知子 来料加工とタックス・ヘイブン対策税制について

13：00～14：00 三浦啓可 租税法における遡及立法禁止の原則

14：00～15：00 岡田昌子 所得税について

15：00～16：00 山崎隆司 租税法について

16：00～17：00 広瀬雄一 信託の国際課税について

17：00～18：00 松嶋宣樹 会社に対する労務出資・信用出資の課税

9：00～10：00 池田未樹 グループ法人課税について

10：00～11：00 川井健司 移転価格税制～最近の判例を中心として～

11：00～12：00 榧野敬晶 武富士事件についての考察

13：00～14：00 八田朋敬 金融取引における消費課税

変更後
研究科 日にち 部屋 時間 発表者名 題目

9：00～10：00 あべき光司 事業承継税制について

10：00～11：00 星野知子 来料加工とタックス・ヘイブン対策税制について

11：00～12：00 岡田昌子 所得税について

13：00～14：00 山崎隆司 租税法について

14：00～15：00 池田未樹 グループ法人課税について

15：00～16：00 榧野敬晶 武富士事件についての考察

9：00～10：00 木村将明 相続税における租税条約

10：00～11：00 松嶋宣樹 会社に対する労務出資・信用出資の課税

11：00～12：00 三浦啓可 租税法における遡及立法禁止の原則

13：00～14：00 八田朋敬 金融取引における消費課税

14：00～15：00 広瀬雄一 信託の国際課税について

15：00～16：00 川井健司 移転価格税制～最近の判例を中心として～

11月27日 505

法学研究科

↓

法学研究科

11月26日

11月27日

11月26日 505

505

505

 
 

七研究科院生協議会 



２０１０年度 関西大学大学院 
 
 

院生合同学術研究大会 
 

 

2010年 11月 25日（木）～11月 27日（土） 

 

於 尚文館（大学院棟） 

 

関西大学大学院七研究科院生協議会 

 
法学研究科院生協議会 

 
文学研究科院生協議会 

 
経済学研究科院生協議会 

 
商学研究科院生協議会 

 
社会学研究科院生協議会 

 
外国語教育学研究科院生協議会 

 
心理学研究科院生協議会 

 
 



開催に際して 

関西大学大学院七研究科院生協議会 
会長 末永 千明 

 
 

本日は、お忙しい中、関西大学大学院院生合同学術研究大会にご参加いただ

き、誠にありがとうございます。本年度も、毎年恒例の研究大会を無事に開催

できることになり大変喜ばしく思います。昨年度に引き続き、七研究科合同で

の開催となりましたが、来年度にはさらに研究科が増え、十研究科としてます

ます充実した研究発表や議論が行われる大会となることと期待しております。 
 
本大会は、各研究科の院生が日頃の研究成果を発表しあう場であるとともに、

所属する研究科だけではなく、他研究科の院生の研究発表をも聴講することの

できる貴重な機会です。さらに本年度は法学、外国語教育学の二研究科が講演

会を開催する予定となっております。 
発表者だけではなく、参加者全員がこの大会を通して多くの刺激を得ていた

だきたいと思っております。今回の経験が皆様の今後の研究を進展させていく

上で有意義なものとなることを心より願い、大会の挨拶とさせていただきます。 
 
最後に、本大会の開催にあたり、ご協力を頂いた皆様方に厚く御礼申し上げ

ます。 



研究科 日にち 部屋 時間 発表者名 題目

10:00～10:30 近藤知恵子 事業税について

10:40～11:10 角谷啓 所得税における所得控除のあり方

11:10～11:40 田嶌美穂 譲渡所得課税について

11:40～12:10 高田泰行 消費税制における研究

13:00～13:30 水野麻美 相続税制に関する一考察

13:30～14:00 北野優子 所得税及び所得割住民税の再配分効果

14:00～14:30 古渕敦史 法人税帰着の分析

16:00～16:30 末永千明 一村一品運動による地域振興

17:00～17:30 夏冬 中国の電気自動車産業について

17:30～18:00 潘子静 現代中国の市場化（改革）について

18:00～18:30 高木寛之 Can we devise a profitable portofolio? No we cannot! But I can do it

14:00～14:30 久場達也 長距離人口移動と地域間格差

14:40～15:10 髙谷真城 過疎地の離島観光地におけるゴミ処理費の負担方法

15:10～15:40 西本卓矢
ポスト工業化時代における企業誘致戦略のあり方―地域政治経済学的ア
プローチによる分析―

13:30～14:00 陳 恵貞 エンロン事件とリーマンショックに関する比較研究

14:10～14:40 朱 虹 OECD諸国の失業に対する制度的要因の影響

14:50～15:20 矢野 良太 日本における労働CSR

15:30～16:00 呂 紹安 産業空洞化の現状

13:00～13:30 原田　かおり The Relationship betweeen Chunk Learning and Fluency

13:35～14:05 丸橋　香苗
The Effect of Extensive Reading on Japanese EFL Learners’ Grammatical
Competence

14:10～14:40 足立　鋼治 映画を活用した英語リスニング教材の作成ー中学3年生を対象としてー

14:45～15:15 出井　義雄
Pedagogical intervention to enhace EFL students'motivation: An attempt
based on Self-Determination Theory

15:20～15:50 山原　明
What do senior high school English entrance examinations measure?
－高校入試の英語は何を測っているのか－

502 16:00～18:00 講演 阿野幸一先生・大田洋先生『ライブ！日々の授業に一工夫』

9：00～10：00 永井寛之 水泳事故における判例研究

10：00～11：00 小久保遼 土壌汚染をめぐる企業の抱える法的リスク

11：00～12：00 橋本伸 民事判例研究（ヤミ金業者に対する不法行為責任の訴えと損益相殺）

13：00～14：00 閻云
BGB935条（善意取得の例外規定）の紹介―Hand wahre Hand 制度を中心
に―

14：00～15：00 松田真治 夫婦間の財産帰属―とくに保険金の帰属に関して―

9：00～10：00 宝官孝明 フランス放送・通信法制におけるレイヤー型規制―欧州指令との比較

10：00～11：00 川尻由希 corpus juris civilis について

11：00～12：00 広瀬有哉
　「生きていること」と「市民であること」――ウィトゲンシュタイン哲学と政治理論との
接合可能性――

13：00～14：00 新垣美砂
慣習国際租税法の可能性－Arm's length standardに関するLepardとAvi-Yonahの検
討方法を題材に－

9：00～10：00 あべき光司 事業承継税制について

10：00～11：00 木村将明 相続税における租税条約

11：00～12：00 星野知子 来料加工とタックス・ヘイブン対策税制について

13：00～14：00 三浦啓可 租税法における遡及立法禁止の原則

14：00～15：00 岡田昌子 所得税について

15：00～16：00 山崎隆司 租税法について

16：00～17：00 広瀬雄一 信託の国際課税について

17：00～18：00 松嶋宣樹 会社に対する労務出資・信用出資の課税

9：00～10：00 笹辺将甫 証明妨害の法理

10：00～11：00 許俊文 国際商事仲裁研究

11：00～12：00 樋口多聞 家事審判手続と家族法の交錯領域について

13：00～14：00 松下記子 消滅時効の援用権者についての一考察

9：00～10：00 池田未樹 グループ法人課税について

10：00～11：00 川井健司 移転価格税制～最近の判例を中心として～

11：00～12：00 榧野敬晶 武富士事件についての考察

13：00～14：00 八田朋敬 金融取引における消費課税

501 15：30～17：00 講演会 尾崎博彦先生『消費者法の歴史、その発展と今後の展望』

10:00〜10:30 中川　由理 リスクコミュニケーションにおける印象管理について

10:30〜11:00 小黒　明日香 定時制高校の教員と生徒が交わす会話とは？

11:00〜11:30 樋口　隆太郎 喪失体験後における意味了解・有益性発見の尺度化の検討

11:30〜12:00 紺田　広明
Big Fiveの１００日間の連続測定とそのモデル化
―時系列の観点からのパーソナリティの測定と分析―

13:30〜14:00 李　裕美 日本青年の対人関係と失敗経験に及ぼす仮想的有能感

14:00～14:30 山田　嘉徳 大学ゼミにおける学びの再生産と文化継承過程

14:30〜15:00 吉津　潤 感情表出の抑制が主観的感情経験に及ぼす影響

終了後懇談会
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研究科 日にち 部屋 時間 発表者名 題目

13:40～14:10 田中克治 人材育成の事例研究

14:10～14:40 丁強 「日米マーケティング・コミュニケーションの未来」

14:50～15:20 沼田博子 労働者派遣法と男女雇用機会均等法の関係

15:20～15:50 羽藤雅彦 消費者の意思決定と選択

13:00～13:30 福山枝里子 企業結合における「のれん」について

13:30～14:00 綿岡幸恵 連結基礎概念について

14:10～14:40 田中美樹子 資本会計について

14:40～15:10 池上和弘 消費税の論点と課題

15:20～15:50 岩水真司 わが国の所得課税の論点とそのあり方

13:00～13:30 王丹 中国における管理会計の発展

13:30～14:00 林姵吟 製造業のグローバル化について

14:10～14:40 陳波 アメリカにおける乗取り

14:40～15:10 邱政豪 株式と管理会計

15:20～15:50 呉安偉 日本の中小企業における「IFRS For SMEs」の対応状況

16:00～16:30 小林昌美 リース会計

16:30～17:00 陶意毅 中国における排出量取引の研究

13:00～13:30 司志鵬 中国ビール市場について

13:30～14:00 徐宏亮 農薬物流の新展開

14:10～14:40 王春波 中国製品の再生

14:40～15:10 朱霞 トヨタの危機対応戦略

15:20～15:50 方盈文 多数ブランドについて

13:00～13:30 林琳
Marketing communication strategies ～in the view of using promotional
products

13:30～14:00 呉穎 air lineのサービスが生み出すもの

14:10～14:40 胡佳文 グローバル・アライアンスの今後とLCL

14:40～15:10 施筱薇 中国即席麺市場について

13:00～13:30 包璐璐 レノボのブランドに関する研究

13:30～14:00 孫磊 日本小売業の国際化の展開

14:10～14:40 何怡婷 アジアにおけるローコスト・キャリアの発展と極東市場への影響

14:40～15:10 徐楨 外資小売業の中国進出としてのインパクト

15:20～15:50 崎濱敬子 高齢化社会における小売流通機構

16:00～16:30 鄭紅 インターネットがもたらした中国ビジネス・モデルの革新

13:30～14:00 李潔 中国の国債市場と国債管理政策

14:10～14:40 河瀬宏則 収益認識のパラダイムシフト

9:30-10:00 上野由夏子 ジャポニスムにおける日本文化の受容

10:10-10:40 高岸敦夫 映画『食人族』の詩学

10:50-11:20 桑野圭太 アルベール・カミュ《不条理》と《反抗》の思想について。

11:30-12:00 出口由美
マスメディアの科学ディスコースの中の数の性質ーメタファーにおける「たと
えるもの」との比較を通してー

13:00-13:30 海暁芳 传统汉语语法研究中的术语及词类划分问题

13:30-14:00 王彩芹 关于《西学凡》中相关学科用语的成立

14:00-14:30 韓一瑾 从中日言语接触角度看汉语区别词的欧化现象

14:50-15:20 松井真希子 太宰春台研究の現状と課題―『老子』研究の観点から

15:20-15:50 鄭英實 朝鮮後期知識人から見た新井白石

16:00-16:30 陳暁傑 『超越的他者』から見た中江藤樹

16:30-17:00 李暁辰 京城帝国大学在職期における高橋亨の思想及び活動について

13:00-13:30 辻本香澄 老舎と北京  －城門・城壁をめぐって－

13:30-14:00 前原あやの 張衡の著作とその思想―『渾天儀』をめぐって―

14:00-14:30 渡邉賢一 古代中国における五則と五行

14:40-15:10 王琦琳
《三国演義》中民族性格的研究――以魏晋文化精神対《三国演義》的影響
為中心

15:10-15:40 竹下大輔 『史記』褚先生記述部分のおもしろさについて

15:50-16:20 東條智恵 『三国志演義』の結末部分に関する一考察

16:20-16:50 西川芳樹 元雑劇歴史劇の主題

13:00-13:30 江小嬌 大原富枝「於雪」論

13:30-14:00 邸昆鵬 黒島伝治「浮動する地価」論

14:10-14:40 薩仁珠格 司馬遼太郎「草原の記」論　―モンゴル一女性の波乱に満ちた生涯―

14:40-15:10 西村峰龍 川端康成「寒風」の成立の経緯について

15:20-15:50 鳥山紫織 みやびについて（源氏物語を中心に）

15:50-16:20 前田理 キャラクター化されるダルマ―キャラクタービジネスの根源を探る―

15:00-15:30 平出喜代恵 カント『道徳形而上学の基礎づけ』における定言命法の解釈

15:40-16:10 アディラ・オスマンジャーン 少数民族ウイグル族とイスラム

16:20-16:50 喜多源典
「逆対応」の論理と神概念―西田幾多郎『場所的論理と宗教的世界観』を中
心に―
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研究科 日にち 部屋 時間 発表者名 題目

10:00-10:30 竹元喬哉 映画『白雪姫』(1937)によるムーブメント

13:00-13:30 中山創太 「《通俗水滸伝豪傑百八人之一個》の揃物にみられる国芳の反骨精神」

13:40-14:10 日並彩乃
戯画に流れる日本人のアニミズム精神―擬人化からみる鳥獣人物戯画と
百鬼夜行絵巻―

14:20-14:50 石田智子 「岡倉天心『日本美術史』から見た江戸狩野」

15:00-15:30 園田恵梨果 グスタフ・クリムトの《ダナエ》についての考察

15:40-16:10 恵崎麻美 ドガと写真

16:20-16:50 林彩惠子 メデイア劇の系譜－上演とテクストの問題－

13:00-13:30 久保江梨香 南北朝から室町時代の書物の将来と読書

13:30-14:00 林靖恵 日本統治時代台湾人の西洋音楽に対する印象

14:10-14:40 劉婧 日本人旅行記からみる20世紀前期の大連航路

14:40-15:10 王竹敏 清代外国使節としての中国人通事について

15:20-15:50 岡川　絵里加 南方徴用作家―横山隆一とジャワ―

15:50-16:20 橋本千明 七夕の日本伝来

16:30-17:00 張旭 都市建築の配置と装飾からみる日中伝統文化の比較

17:00-17:30 張立宇 東アジアにおける城門の比較－16世紀以降の日本と中国を中心に

404 15:00-15:30 岡部美沙子 白澤図像から見た日中文化交流　―自了筆『白澤之図』を事例として―

10:00-10:30 近澤邦子 H.W.Longfellow と Brattle Street のHorse-Chestnut tree.

10:30-11:00 辻エリカ “leech”と“physician”から見るChillingworth像

13:00-13:30 田中詠子 宗教標章法からみるフランスの統合問題

13:30-14:00 神田直樹
"So who's the fanatic now?" ―ハニフ・クレイシ「我が息子狂信者」について
の一考察

14:15-14:45 外越真衣
児童文学とポストコロニアリズム―Beverley Naidoo. The Other Side of
Truth を具体例に―

14:45-15:15 福西恵子 ケニアとは誰の国かーThe In-Between World of Vikram Lall を読む
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本件に関するお問い合わせは、 

法学研究科  松田真治（院祭担当）：masaharu.shinji@gmail.com までお願いいたします。 

 

 

◆ 関西大学大学院院生合同学術研究大会 ◆ 

法学研究科院生協議会主催 講演会 

消費者法の歴史、 

その発展と今後の展望 

尾崎法律事務所  弁護士 尾崎博彦 先生 
 

 
 
 
 
 

◆日時◆ 平成２２年１１月２７日（土） 

１５：３０～１７：００ 

◆場所◆ 関西大学 尚文館 ５階 

５０１教室 
 
 
 
 

来場自由 

多数の皆様のご来場をお待ちしております 



 

関西大学大学院 
2010 年度大学院祭外国語教育学研究科特別講演 

「ライブ！日々の授業にひと工夫」 
 

プロフィール 
文教大学国際学部国際理解学科准教授。大学で

は英語教職課程を担当。ゼミナールの研究テーマ

は英語教育。 

中学時代は「基礎英語」「続基礎英語」、高校・

大学時代は「英語会話」と、NHK ラジオ講座で

英語を学ぶ。大学時代は当時の「英語会話」講師

の東後勝明先生のゼミナール所属。早稲田大学教

育学部卒業後、早稲田大学大学院教育学研究科修

了。埼玉県立高校・中学校、茨城大学を経て現職。

2008 年度より「基礎英語 3」講師。 

 

プロフィール 
2006、2007 年度 NHK ラジオ「レベルアップ

英文法」講師。 

文部科学省検定教科書「Columbus English 

Course 21」（共編著、光村図書）、「英語を教える

50 のポイント」（単著、光村図書出版）「英語力

はどのように伸びてゆくか」（共著、大修館書店）、

「コーパスからはじめる単語使いこなし英会話」

（共著、旺文社）「新しい語彙指導のカタチ 学

習者コーパスを活用して」（共著、明治図書）な

どの著書がある。 

 

阿野 幸一先生 太田 洋先生 

日時：11 月 27 日（土）16:30-18:00（16 時より受付開始） 
場所：関西大学千里山キャンパス尚文館 502 教室 
※ どなたでもご参加頂けます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月２５日～２７日 
尚文館４階・５階で開催。 
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