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院祭開催について 
関西大学大学院十研究科 

院生協議会 会長 日比野晋也 

 毎年この時期に行われております院祭を今年度も開催することができました。これも大
学側のご配慮と関係者の方々のご協力によるものです。厚く御礼申し上げます。参会者の
方々におかれましてはお忙しい中参加をしていただき、誠にありがとうございます。今年
度も開催する研究科は九研究科ではございますが、充実した研究発表が行われることを期
待しております。 
 本大会が各研究科のみで行われる報告会と異なる点は、他研究科の報告会にも参加でき
ることです。これは自分が専門とする分野外の研究方法・知識を学ぶ大変よい機会だと思
います。一見自らの研究と関係ないように感じたとしても、実は非常に参考になる場合も
あるでしょう。それは今後の研究活動を進めていく上で有益なものとなるのではないでし
ょうか。また例年同様外部の講師をお招きして講演会が開かれます。今年度は法学研究
科・外国語教育学研究科・東アジア文化研究科・心理学研究科・経済学研究科が開催する
予定ですので、こちらにも是非足をお運びいただきたいと思います。 
 本大会は院生が主体となって運営する報告会となっております。報告者だけではなく、
全院生が協力して運営に参加していただき、今後の研究を進めていく上で有意義な場とな
ることを期待しております。 

 最後になりましたが、改めて本大会を開催するにあたり、協力していただいた方々、関
係者の方々に厚く御礼申し上げます。 

以上 



研究科名 月日 場所 発表時間 発表者名 演題

9:00-9:30 向 真央 社債価格の性質と変動

9:30-10:00 池井 優佳 監査法人の地方事務所における監査の品質に関する研究の現状

10:00-10:30 王 莉静 中国におけるアメーバ経営の現状と課題

10:30-11:00 呂 小静
Eコマースの影響での伝統小売業の発展

--MINISOを事例として

11:00-11:30 李哲クン 日本企業の中国進出の歴史

11:30-12:00 植木 弘喜
店舗拡大戦略からみたコンビニの発展とその展望

‐店舗タイプの変遷によるコンビニの成長過程を辿る-

10:00-10:30 劉裕霏 SNSでキャラクターを育てるCRM手法が顧客の購買行動に与える影響

10:30-11:00 屈巧婕 アリババの戦略とビジネスモデル

10:00-11:00 加野裕幸 西ドイツ対外経済法と対外取引税法の関係

11:00-11:30 大村祐貴
租税法と私法

～私法上の法律行為が無効・取消しとなった場合の取扱い～

11:30-12:00 金谷充子 一時所得と雑所得の所得区分に関する考察

15:00-15:30 白波瀬佑香 相続税法第9条「みなし贈与」の適用範囲についての一考察

15:30-16:00 吉本貴幸 所得税の人的控除を中心とした所得控除について

16:00-16:30 宮本耕介 相続税法における取引相場のない株式の時価に関する考察

16:30-17:00 柴田侑 法人税法22条2項と無償取引について

17:00-17:30 河村貴志 信託における課税関係と諸問題

10:00-11:00 沖野寛子 相続・贈与の国際的二重課税における外国税額控除の範囲に関する一考察

11:00-12:00 髙井有希
企業再生における債務免除益と課税

―デット・エクイティ・スワップ(ＤＥＳ)における債務者側の課税関係を中心に―

13:00-14:00 尾﨑匡峻
消費税法が定める複数税率

―複数税率の仕組みが地方消費税・地方消費税清算金にどのような影響を与えるか―

14:00-15:00 福留耀
電気事業に関する諸制度

～法人事業税の問題を中心に～

15:00-16:00 中谷由里恵
法人税法22条2項の適用範囲に関する一考察

―知的財産のオープン戦略による無償取引を中心として―

16:00-17:00 鄭元模
相続税法34条の連帯納付義務について

～法人も連帯納付義務を負うべきか否か～

17:00-18:00 三木千可 ストック・オプション税制における国際的二重課税について

11:00-12:00 岡本芙美子
『ポリクラティクス』の写体伝承について

──キーツ= ローハン説の検討を中心にして

13:00-14:00 竹原和慶 ＳＤＧＳの推進による国際協力ＮＧＯの支援活動の実効性について

14:00-15:00 江口直希 朝鮮戦争と集団的自衛権

15:00-16:00 宮下昌己 中世の土地租税について

16:00-17:00 左春梅 日本における華北問題研究について

17:00-18:00 鳥居也裟
精神的幇助の基準

―共犯者間の意思連絡と人的関係の要素を中心に―

10:00-11:00 木部学
消費税法における非課税制度の考察

―医療機関等の「損税問題」を中心に―

11:00-12:00 北橋幸典
相続税法が定める無制限納税義務者を決定する基準

―住所―

13:00-14:00 山下龍志
法人税法における租税回避行為の否認に関する一考察

―法人税法132条を中心に一般的否認規定に近い個別否認規定を考える―

14:00-15:00 大西陽奈
退職を基因として受領することとなる金員の課税のあり方について

―少子高齢化が進むわが国の現状をふまえて―
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15:00-16:00 長岡有希子
法人税法におけるＣＳＲ関連支出の損金該当性について

―企業の社会的責任を果たすために行う支出を考える―

16:00-17:00 田中勇二
法人税法における無償取引についての一考察

―法人税法22条2項を題材に―

17:00-18:00 近藤みさき 従業員持株会に係る所得税の課税関係についての一考察

講演会
11/29
(木)

尚文館
402

13:00-14:30 石田修朗 ひとり税理士の可能性

13:30-14:00 陳雨欣 中国EC物流の税関優遇政策

14:00-14:30 王鑫雅 中国の高学歴ワーキング問題ー「蟻族」を中心として

14:30-15:00 徐ユウイ
なぜ馬寅初『新人口論』は批判・誤解されたのか？
―中国の人口政策をめぐる歴史的・思想的再検討―

10:00-10:30 嶋村　彩 配偶者控除のあり方と課税単位

10:30-11:00 田口　方美 個人事業主と専従者制度

11:00-11:30 郭 彦トウ 中国の不動産税制について

11:30-12:00 王榕楠 中国の年金制度と問題

13:30-14:00 賀 悦 日本の乗用車におけるエコラベリングの効果

14:00-14:30 黄　梓洋 Quantitative-Qualitative Easing Policy and Inequality in Japan

14:30-15:00 休憩

15:00-15:30 盖 笑然
中国自動車部品企業発展戦略

ーグローバル市場で低炭素化、知能化を契機に

15:30-16:00 秦　磊 中国石油産業管理部門の変遷（建国初期から現在まで）

16:00-16:30 周赫男 中国の高速鉄道網の意味と可能性ー国内格差の是正からみる

16:30-17:00 何 杉 ごみ有料化政策と一次資源の課税によるリサイクル促進効果

10:30-11:00 李欣偉 新エネルギー車の普及が社会厚生に与える影響に関する分析

11:00-11:30 李晨驍 中国の増値税改革

13:00-13:30 劉澤遠 中国OEM企業の現状と発展

13:30-14:00 崔美子 発展途上国における技術革新と経済成長について

14:00-14:30 李詩雨 クチコミサイトの情報と購買行動の関係性分析

14:30-15:00 楊冉冉 An Empirical Analysis on the Factors influencing Private Consumption in Japan

講演会
12/1
(土)

尚文館
407

14:00-15:30 北川勝彦 大学院で学ぶということ

14:00-14:30 中東聡子 ブータン王国憲法における宗教の位置付けについて

14:40-15:10 趙桜潺 中国の都市部基本医療保険の整備と持続可能性

15:20-15:50 何家歡 台湾の電動スクーター企業GOGOROの経営分析

16:00-16:30 由利俊之 東南アジアの社会保障制度について

16:40-17:10 鈴木威信 中小企業の役割と中小企業振興基本条例について

10:00-10:30 北波英幸 「テレビまんが」の誕生とその変容

10:30-11:00 李承芸 パートタイム労働の規制とマネジメントー台湾と日本の比較研究ー

13:00-13:30 山口京
Changes of Elementary School Teachers’ Identities in a Long-Term

In-Service Training Specialized in Foreign Language Education

13:30-14:00 袁帥
言語景観を資源とした言語学習に関する研究

―自律学習できる学習者を育てるために―

14:00-14:30 平岡裕資 機械翻訳に字幕翻訳はできるのか
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14:30-15:00 樫葉博子 日本人の母親のための英語絵本発音指導教材

15:15-15:45 新原由希恵　 小学校英語教育に於けるCLILの効果的な導入について

15:45-16:15 山崎千英子 日本人大学生を対象とした英語リスニング力を向上させるための発音指導

16:15-16:45 稲田優子 オールイングリッシュの授業における日本人英語教師の役割

講演会
12/1
(土)

尚文館
501

10:00-12:00 井上優 対照研究を通じて考えたこと

13:00-13:30 黄夢荷 サイコパシー傾向の高い人はどのような他者操作方略を使っているか

13:30-14:00 周梁 VRによる疑似体験が態度に与える影響

14:00-14:30 ソウショウウ
ソーシャルスキルが友人関係満足度と対人ストレスに及ぼす影響

ー過剰適応傾向に中心にー

講演会
11/30
(金)

尚文館
501

16:20-17:50 岡村心平 フェルトセンスの言語論
〜フォーカシングと言葉遊びの交差〜

10:00-10:30 韓莉 王陽明と王心斎との交際についての考察

10:30-11:00 呉瑶
《西铭》“称”之意涵

——从“乾称父，坤称母”说起
11:00-11:30 周琦 国書に関する研究　ｰ唐を中心にｰ　

11:30-12:00 崔睿岩 西突厥内乱と安西都護府について

13:00-13:30 劉重越 《东方文化联盟会志》初探

13:30-14:00 韋吉祥 英華字典における「官話」解釈の考察

14:00-14:30 朱紅軍 九世紀における新羅商人の活動―山東半島を中心に―

講演会
11/29
(木)

以文館
4階

15:00-16:30 山里純一 琉球における中国習俗の受容と展開

13:30-14:00 阿部　彩乃 伝西行筆『一条摂政御集』の書写者についての一考察

14:00-14:30 瀧下真莉耶 狐をめぐる異類婚-女仙・仙境・浦島太郎譚-

14:45-15:15 梁　三芳 円地文子「家のいのち」論

15:15-15:45 橋本大輝 三島由紀夫『複雑な彼』──時代が求めた男の背中──

13:30-14:00 張暁夏 李白「古風．荘周夢胡蝶」の帰属問題について

14:00-14:30 付鵬飛 李璟、冯延巳对李煜词风的影响

14:30-15:00 胡夢斐 『詩経』『楚辞』における「月」のイメージについて

16:00-16:30 龍陽 《聊斋志异》对《夜窗鬼谈》的影响

16:30-17:00 王言 《型世言》中的士与商

17:00-17:30 質疑応答

10:40-11:20 山中崇史 西田哲学と華厳思想－－「世界」の構造と「事事無礙法界」について－－

11:30-12:10 伊藤耕一郎 精神世界と作られる教祖　ー調査事例より

10:30-11:00 松崎章人 ウォルター・リチャード・シッカートの作品における「不穏な室内」

11:00-11:30 小西舞歩

11:30-12:00

シャガールの《青い恋人たち》における青の再考ー色彩論を手がかりに
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石田修朗先生による特別講演会

『ひとり税理士の可能性』

2018年11月２９日（木） 13：00〜14：30

場所：尚文館 402教室

関西大学大学院法学研究科院生協議会主催 院生合同学術研究大会講演会
お問い合わせ先：法学研究科 大村祐貴（院際担当） ｋ101358＠kansai-u.ac.jp

講演者プロフィール

氏名 石田　修朗

所属 石田修朗税理士事務所

役職／資格 税理士

　2001年8月より資格の学校TAC税理士講座にて、税理士講座の「財務諸表論」講師として従事。現在は「消費

税法」を担当。

　2005年8月、大阪市中央区の税理士事務所に入所。さまざまな規模・業種の法人を担当。

主な業務は月次監査、税務申告、融資支援、リスケ交渉支援、経営計画策定、組織再編など。2011年8月退職。

　2011年9月、神戸市中央区（三宮）にて独立開業。勤めていた事務所からの暖簾分けはなく、顧客ゼロからの

スタート。

　2016年6月、住まいのある姫路市に事務所を移転。開業当初からの目標であった『職住近接』を実現し、また

『ひとり税理士』として自分のライフスタイルとのバランスをとりながらマイペースに活動中。

経歴

石田修朗税理士の実体験に基づく、「ひとり税
理士」ならではの利点等を、余すことなく語って
頂だける貴重な機会です。
税理士として独立を目指す方はもちろんのこと、
勤務税理士として活躍することを目指す方も、
「ひとり税理士」としての活動の場についてお知
り頂けます。
多数の皆様のご来場をお待ちしております。



主催：東アジア文化研究科院生協議会
共催：KU－ORCAS（関西大学アジア・オープン・リサーチセンター）

講師

山里純一先生（琉球大学名誉教授）

2018年11月29日(木)
15：00－16：30

お問い合わせ先
東アジア文化研究科院生協議会
ku.east.asian.culture2018@gmail.com

関西大学千里山キャンパス
以文館4階・セミナースペース

琉
球における中国習俗

の受容と展開

（略歴）
1951年 沖縄県石垣市生まれ
1974年 琉球大学文学部経済学科卒業
1980年 國學院大学大学院文学研究科

日本史学専攻博士後期課程単位取得
1983年 琉球大学着任、1993年同大学教授

現在、琉球大学名誉教授博士（歴史学）

（研究業績）
『律令地方財政史の研究』（吉川弘文館、1991年）
『古代の琉球弧と東アジア』（吉川弘文館、2012年）
『沖縄の魔除けとまじない』（第一書房、1997年）
『呪符の文化史-習俗にみる沖縄の精神文化-』（三弥井書店、2004年）
『沖縄のまじない-暮らしの中の魔除け、呪文、呪符の民俗史-』
（ボーダーインク、2017年）等

2018年度関西大学大学院院生合同学術研究大会



 

お問い合わせ先：心理学研究科 院生協議会 shinrigakukenkyuka@gmail.com 

【講師略歴】 

・関西大学大学院 心理学研究科 心理臨床学専攻(専門職学位課程) 修了 

・関西大学大学院 心理学研究科 心理学専攻(博士課程後期課程) 修了 

・臨床心理士 

・関西大学・神戸学院大学非常勤講師（～現在） 

・関西大学東西学術研究所 身体論研究班 非常勤研究員（～現在） 

 
【主要著書・論文等】 

・『フォーカシングはみんなのもの』(共著, 創元社) 

・『傾聴・心理臨床学アップデートとフォーカシング』(共著, ナカニシヤ出版) 

・「交差と創造性」(人間性心理学研究, 35(1), 89-100.) 

・「アラカワ＋ギンズ：人間ー有機体ー環境プロセス」 

(邦訳, Eugene Gendlin(原著), 東西学術研究所紀要) 

関西大学大学院心理学研究科院生協議会主催 2018年度大学院院生合同学術研究大会講演会 
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2018年経済学研究科
院祭特別講演会

北川勝彦名誉教授

放送大学客員教授

〜大学院で学ぶということ〜

開催日:12月1日(土)	14:00〜15:30
開催場所:尚文館 407室

講演会では北川名誉教授
の大学院時代の経験をお

話しいただきます。終了

後、北川名誉教授との意
見交換の時間を設けてお

ります。大学院生活を充
実させるための貴重な講

演会です。たくさんの参

加をお待ちしております。

講師略歴:
1975年関西大学大学院経済学研究科博士課程単位取得後退学
1999年総合研究大学院大学博士(学術)	学位取得
1979年〜1992年関西外国語短期大学
1992年〜1995年四国学院大学
1995年〜2018年関西大学経済学部教授
専門研究分野:南部アフリカ社会経済史、日本—アフリカ通商関係
史
所属学会:社会経済史学会、日本アフリカ学会、日本アフラシア
学会

お問い合わせ:経済学研究科黄梓洋
(koushiyou_0717@yahoo.co.jp)	



アクセスマップ 
尚文館  

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 
ガバナンス研究科院生協議会 
   
以文館４階 
東アジア文化研究科院生協議会   
   
   
   

大学院棟尚文館 

以文館 4 階セミナースペース 
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