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2020 年 11 月 26 日 

「院生合同学術研究大会（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 北波英幸 

 

記 

 

毎年 11 月に行われております本大学院「院生合同学術研究大会（院祭）」を本年度も開催することが

できます。これも大学側のご配慮と関係者の皆様によるご協力の賜物として，厚く御礼申し上げます。今

年度も九研究科により，充実した研究発表と意見交換等が行われることと存じます。 

 

本大会が各研究科のみで行われる報告会と異なる点は，ゼミの垣根はもちろんのこと，他研究科の報告

会にも参加できるところです。これは院生個々人の専門外にある分野同士を架橋し，その方法・知識を得

るのに大変良い機会だと存じます。一見自らの研究とは関係ないものと感じたとしても，非常に参考に

なる場合もあるでしょう。それは互いの研究活動をさらに進め，深めていく上で有意義ではないでしょ

うか。また例年同様，外部の講師をお招きしての講演会も開かれます。こちらにも是非，足をお運びいた

だけれれば幸いです。 

 

本大会は院生が主体となって運営しております。報告者のみならず，全院生が協力して運営に関わり交

流できる，有意義な場となることを期待しております。 

 

末筆ながら改めまして本大会開催にあたり，ご協力いただいた皆様・関係者ご一同に，心より厚く御礼

申し上げます。 

 

以上 



月日 教室 タイムスケジュール 発表者名 演題 その他

9：30～10：00 松林　美希 源泉徴収制度の問題点

10：00～10：30 山本　芳子 信託における所得税と相続税の一考察

10：30～11：00
吉永　真子

（商学研究科）
国境を越える利子の支払いを通じた租税回避の防止措置について

11：00～12：00 辻　理 日中間におけるストック・オプションを巡る国際的二重課税問題について

12：00～13：00

13：00～14：00 小西　隆太 必要経費に関する一考察～所得税法３７条の解釈について～

14：00～15：00 宮本　尚美 同族会社の行為計算否認規定についての一考察ー相続税法64条1項適用の検討を中心にー

16：00～17：00
上田　隆文

（商学研究科）

日本における事業再編に関する移転価格税制上の問題の検討～無形資産の譲渡に焦点を当てて

～

13：00～14：00 孫　小田 米中の国連平和維持活動の比較と協力のあり方

14：00～15：00 小西　朝陽 メディアと政治を見る

　9：00～10：00 加野　裕幸 国内法における恒久的施設の概念の研究

10：00～11：00 高田　久子 資本取引-自己株式取得と寄付金課税-

11：00～13：00

14：00～15：00 野澤　左保 消費税法における仕入税額控除-医療非課税を中心に-

15：00～16：00 中山　滋弘
租税法の解釈による租税回避の否認に関する一考察-りそな外国税額控除余裕枠否認事件を中

心に-

16：00～17：00 中島　英恵 債務免除益と源泉徴収制度についての一考察

17：00～18：00 米氏　一志 相続税法における財産の所在

9：00～9：50 薬師院美統 ブルターニュとケルト的カトリック

10：00～11：00 濱 夏 聖なるものを発生させる/感知する装置－音としての洞窟壁画

11：00～11：50 本田 優花 変化する憑依と宗教性－文化・社会の関係から

11：50～13：20

503 13：30～15：00 講演会 毎日新聞社教育事業室｢記者-トレ」 ZOOM IDはポスターより

15：30～16：00 伊藤 耕一郎 霊とマスク－米大統領選挙を予言した人々

16：00～17：00 文院協 第2回合同学術フォーラム

505 13：00～13：30 山口駿 『宇治物語拾遺物語』「鬼に癭取らるること」再考 なし

10：00～10：30 山田航汰 COVID-19下におけるマクロ経済分析について～S I Rモデルを中心に～

10：30～11：00 藤岡裕大 地域別人口データからみたコンパクトシティ富山市の研究

11：00～11：30 吴依凡 寡占市場における国際貿易及び海外直接投資(FDI)の理論と実証分析

11：30～12：00 謝楊
アプリ導入による資源ごみの分別収集における住民の意識と行動に関する研究 ―杭州市・余

杭区資源ごみの分別収集を事例として―

12：30～13：30

13：30～14：00 顧丹ブン 小売業国際化におけるPB商品戦略に関する一考察

14：00～14：30 閻愛雪 中国山東省の野菜生産基地の研究 ―農民専業合作社と市場―

14：30～15：00 孫靖淇 中国における外資銀行の発展についての研究

15：00～15：30 徐浩文 初婚年齢の決定要因 ～CGSSを用いた計量分析～

15：00～16：00 葛倩宏 中国の鉄鋼産業について

10：30～11：00 楊冉冉 
Studies on Macroeconomic Impacts of Consumption Tax based DSGE model ～ An

Overview

11：00～11：30 蔡銘 空港までの交通選択手段の確率と新しいムードを導入するとどんな変化するか

11：30～12：00 李賀楠 人口政策が中国の養老保険に与える影響について

12：00～13：30

13：30～14：00 呉軍 中国の鄂湘渝黔地域の慣習経済に関する考察 ―「集市」の商業活動を中心に―

14：00～14：30 王帥 中国郷鎮地域における中小企業金融の歴史と現状

14：30～15：00 陸青卓 企業城下町における下請中小企業の自立化と地域経済の発展 －日立市を事例として－

15：30～16：00 杜娟 日本の「一村一品運動」と中国の「美麗郷村建設」との比較研究

13：30～13：45 北波英幸 研究報告『1930年代の「アニメ」鑑賞空間とメディア・ミックスの諸相』

13：50～14：35 酒井美優 『男性表象とケア役割：2000年以降の少年マンガから』

14：45～15：15 坂元康世 『男らしさの構造－－R.W.コンネル『ジェンダーと権力』より』

15：20～16：05 談韡 『郊外への欲望と「少女性」—宝塚歌劇団の成立と変容—』

16：10～16：40 劉栄 『中国におけるインディーズ・ロックの音楽市場の現状――マイナーなロックバンドのインタビュー調査を通じて』

14：4０～15：25 米田　真 社会文化的アプローチ、対話原理

15：25～16：10 王片桐望
The Washback Effect of English Speaking Assessment in University Entrance Exam: A

Case Study of HKDSE English Paper 4

16：20～17：05 竹ノ内　朋子 成人学習者を対象とした音声認識ソフトを利用した発音練習

17：05～17：45 羽尾　将司 明確性のある英語発音の学習や指導に関して：EFL環境における日本の英語教育において

18：00～19：30 講演会 水本篤     コンピューターを利用した外国語教育研究の展開 鈴木までk945236@kansai-u.ac.jp

10：40～12：10 講演会 村上祐介 　教師のコーリング(天職):“納得のいく人生”とスピリチュアリティ ポスターURLより申込み

12：10～13：00

13：00～13：30 壱﨑 真由 虚記憶と流動性知能の個人差の検討－一般化可能性について－

10：30～11：00 沈和
『察世俗每月統計伝』、『地理全志』と『新釈地理備考全書』に見られるヨーロッパ地名の変

遷

11：00～11：30 王番 清末民初来华传教士汉语学习方法探析
11：30～12：00 顔龍龍 民国初年青年森恪与“满洲租借”关系之考察
12：00～13：00

13：00～13：30 高絵景 『東山清音帖』における八景の配列順序について

13：30～14：00 陳暁淇 夏目漱石『吾輩は猫である』の中国語訳について―1942年訳と1994年訳の懸隔

14：00～14：30 西口友容
清代康熙朝における康熙朝の鄭氏台湾政権への対応について―康熙1年(1662)から康熙20年

(1681)までを対象としてー

15：00～16：30 講演会 森由利亜 　清朝全真教龍門派のアイデンティティ形成 ポスターURLより申込み

13：00～13：30 王テイ 日中近世告示の語体とその形成背景

13：30～14：00 邱吉 民国初期廉泉与日本艺坛的互动

14：00～14：30 劉明鍇 明代士人の和物趣味と対日認識

14：30～15：00

15：00～15：30 韓莉 梁漱溟の唯識研究（二）－内的理論構造をめぐって－

15：30～16：00 蔡林汐 御宝からみた朝鮮における自認識の変化

16：00～16：30 王芸ブン 北宋时期文人绘画中的文人审美意象

13：00～13：30 松浦四郎 社会民主主義の現代的意義

13：30～14：00 石原清美 自動車運転者の労働時間と現場での実情について

14：00～14：30 佐藤淳子 地域人材の日常的循環による態様な働き方の創出

14：30～15：00 清水光 大阪の文化政策とミュージアム－大阪市博物館が担う都市

15：00～15：30 『離婚冷静期』に見る中国における女性のジレンマ

15：30～16：00 劉毘侖 中国半導体産業の現状に関する研究－半導体産業と貿易の関係－
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 2020 年度 関西大学大学院合同学術研究大会 文学研究科 院生協議会 

特別講演会 

 

 
 
 
 

記者トレ −伝える力育てます− 
毎日新聞社ビジネス開発本部教育事業室（監修：東京理科大学准教授 井藤元） 

 

 本年度、文学研究科院生協議会では、毎日新聞社教育事業室が開発した「記者トレ -伝える力育

てます- 」を尚文館にて行います。このプログラムは、東京理科大学 井藤元准教授（教育学）の

監修による、新聞記者の文章力やコミュニケーション力を体系化したものです。同プログラムは文

章で明確に伝える表現力を育成することを目標としており、東京理科大学、大阪経済大学、昭和女

子大学といった学術機関だけでなく、大阪警察本部や警視庁・警察大学校でも行われております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈講師〉 

遠藤萌美（えんどう もえみ） 松竹芸能所

属アナウンサー 

2009 年に NHK 釧路放送局に入局し、お昼の情

報番組のキャスターや夕方のニュース番組「ネ

ットワークニュース北海道」にて中継を担当。 

2010 年からは山形さくらんぼテレビの記者兼

キャスターとして活躍。 

文院協公式 LINE アカウント 

 

プログラムの詳細はこちら 
記 者 ト レ ホ ー ム ペ ー ジ

 

リモート（ZOOM）参加者は、事前申し込

みを文院協公式 LINE より行ってください。

（学籍番号または所属と氏名を明記） 

日時 2020 年 11 月 27 日（金） 13：30〜15：00 

形式 対面(尚文館 ５０３号)・リモート（ZOOM）併用  

対象 関西大学大学院生および学部生・大学関係者 



主催：関西大学大学院 十研究科院生協議会
問い合わせ：外国語教育学研究科院祭委員会（鈴木まで k945236@kansai-u.ac.jp）

〈学生発表・基調講演〉
QRコードより参加フォームを送信してください。
当日13時頃にメールにてZoomリンク配信します。
（〆切：11月28日12時まで）



 

 

 

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認知・発達心理学専攻博士課程前期課程 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 入学 

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 

鳴門教育大学予防教育科学センター 研究員 

プール学院大学教育学部教育科学 講師 

桃山学院教育大学教育学部 講師（プール学院大学から継承） 

桃山学院教育大学人間教育学部 准教授 
 

11 月 28 日（土） 

10:40～12:10 

オンライン(zoom)開催 
参加希望者は、https://forms.gle/xeKHX1T2vGxhMLENA

または QR コードより事前に申し込んでください。 

講師：村上 祐介先生 

関西大学大学院心理学研究科院生協議会主催 2020年度大学院院生合同学術研究大会講演会 

【主要著書・論⽂】 
 

村上 祐介 (2020). 「大きな問い」に根ざした教育実践：「唯一無二の人生」を生きる主体の育成 

梶田叡一・日本人間教育学会 (編)  教育フォーラム 65 人間力の育成：人間教育をどう進める

か 金子書房 pp. 139-149. 

村上 祐介他 (2020). 初年次教育における「学び続ける教員養成プログラム」の開発―マインドセ

ットと学習方略に焦点をあてた少人数制教育― 桃山学院教育大学研究紀要, 2, 157-174. 

村上 祐介・菅村 玄二 (2019). 立腰椅子を用いた学習場面での身体感覚とエンゲージメントの関連 

桃山学院教育大学研究紀要, 1, 114-129. 

村上 祐介 (2016). スピリチュアリティ教育への科学的アプローチ―大きな問い・コンパッショ

ン・超越性― ratik 

 



2020年度関西大学大学院院生合同学術研究大会
東アジア文化研究科院生協議会主催

講師
森由利亜先生（早稲田大学教授）

2020年11月26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

オンライン（zoom）開催：
参加希望者はhttps://forms.gle/b99pSpLW3L2Ny4b7A
またはQRコードより事前に申請。

清朝全真教龍門派

アイデンティティの形成

「私は、目下のところ中国近世の宗教、特に道教と民間信仰を研究
しながら、前近代の中国人に複数の倫理的な正統性のよりどころが
あったことを具体的に分析し、それを通じて、彼等の生活において多
様な倫理的正統性を相互に関連づける視点がどのように確立するのか
を考えています。
これは、最終的には中国だけの問題ではなく、人々の文化において

「正しさの根拠」がどのように想定されるかということを考えるヒン
トとなるのではないかと考えています。」

専門：中国宗教思想（道教・民間信仰）


