日本中国学会第一回若手シンポジウム

「中国学の新局面」

2011 年３月 26 日（土） 午前９時から午後６時まで
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中嶋 諒（早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程）
陳亮の思想における「道」と「心」について
司会
垣内景子（明治大学）
コメンテーター 早坂俊廣（信州大学）

９：00 ～９：40

平澤 歩（東京大学大学院人文社会系研究科博士課程）
洪範五行伝と時令思想
司会
渡邉義浩（大東文化大学）
コメンテーター 田中良明（大東文化大学大学院）

９：40 ～ 10：20

城山 陽宣（関西大学文学部非常勤講師）
新田 元規（東京大学文学部非常勤職員）
董仲舒対策とその周辺
宋元春秋学における「以夏時冠周月」説
司会
渡邉義浩（大東文化大学）
司会
横手裕（東京大学）
コメンテーター 渡邉将智（早稲田大学大学院）
コメンテーター 早坂俊廣（信州大学）

10：40 ～ 11：20

和久 希（筑波大学大学院）
「辞人」の位置──沈約『宋書』謝霊運伝論考
司会
渡邉義浩（大東文化大学）
コメンテーター 佐藤大志（広島大学）

川

池田 恭哉（京都大学大学院）
北朝における隠逸
司会
横手裕（東京大学）
コメンテーター 稀代麻也子（筑波大学）

馬場

13：00 ～ 13：40

土屋 聡（岡山大学教育学部講師）
司馬相如の駢文とその創作意識
司会
谷口洋（奈良女子大学）
コメンテーター 嘉瀬達男（小樽商科大学）

田中 有紀（東京大学大学院人文社会系研究科博士課程） 阿部 幹雄（一橋大学言語社会研究科研究員）
明代楽論の考察 ―楽制と音楽理論書の分析通して
『自由人』論争、『第三種人』論争再考
司会
森由利亞（早稲田大学）
司会
鈴木将久（明治大学）
コメンテーター 中尾友香梨（佐賀大学）
コメンテーター 藤澤太郎（桜美林大学）

島田 悠（青山学院大学大学院）
魏晋南北朝の都督と将軍
司会
渡邉義浩（大東文化大学）
コメンテーター 谷口建速（早稲田大学大学院）

13：40 ～ 14：20

渡邉 登紀（京都大学非常勤講師）
陶淵明のトポス―「桃花源」と「田園」
司会
谷口洋（奈良女子大学）
コメンテーター 坂口三樹（聖徳大学）

小野 泰教（東京大学大学院人文社会系研究科博士課程） 楊

阿部 光麿（早稲田大学非常勤講師）
江戸時代前期に於ける「聖人可学」の諸展開
司会
垣内景子（明治大学）
コメンテーター 瀧康秀（清泉女学院高）

二宮 美那子（京都大学大学院）
唐代における景物連作詩の展開について
司会
谷口洋（奈良女子大学）
コメンテーター 玉城要（作新学院大学）

大渕 貴之（九州大学大学院）

鈴木 達明（追手門学院大学非常勤講師）
『六韜』における兵書の「黄老」化の様相
司会
近藤浩之（北海道大学）
コメンテーター 末永高康（鹿児島大学）

原田 信（早稲田大学大学院文学研究科）

11：20 ～ 12：00

14：40 ～ 15：20

15：20 ～ 16：00

16：20 ～ 17：00

浩二（早稲田大学非常勤講師）
司会
コメンテーター

中川諭（大東文化大学）
廣澤裕介（立命館大学）

昭佳（東京大学非常勤職員）

司会
コメンテーター

台湾道教の異常死者救済儀礼で使用される文書について

司会
コメンテーター

伊藤晋太郎（二松学舎大学）
中川諭（大東文化大学）

韜（名古屋大学国際言語文化研究科博士後期課程）
近代中国におけるセクシュアリティの言説空間 ―雑誌『生

清末期官僚郭嵩燾（1818-1891）の『荘子』解釈 ―そ
の政治秩序観を中心に

活』の投書欄における「恋愛と貞操」をめぐる論争を中心に

司会
コメンテーター

司会
コメンテーター

森由利亞（早稲田大学）
渡邉義浩（大東文化大学）

鈴木将久（明治大学）
高橋俊（高知大学）

王 艶珍（名古屋大学国際言語文化研究科博士後期課程）

宋刊唐代三類書間に見えるテキスト移入について―『藝
文類聚』・『初学記』・『白氏六帖事類集』を対象として

夢と詩を織り成す嘗試者 ―『嘗試集』、『新体詩抄』を中
心に

司会
コメンテーター

司会
コメンテーター

田口一郎（日本大学）
加藤聰（尚絅大学）

桑島道夫（静岡大学）
秋吉收（九州大学）

津守 陽（東京大学非常勤講師）

王安石の『字説』と蔡卞の『毛詩名物解』―名物考証
学の影響と方法について

「田舎の人間」を描出する文体 ―沈従文の〈郷土〉表象
を定位する試み

司会
コメンテーター

司会
コメンテーター

田口一郎（日本大学）
井澤耕一（茨城大学）

桑島道夫（静岡大学）
齊藤大紀（富山大学）

森中 美樹（安田女子大学非常勤講師）
劉 海燕（名古屋大学国際言語文化研究科博士後期課程）
『紅楼夢』における枠の設定と「無能」
台湾新文学における中国新文学の代弁者張我軍 ―『台湾
近藤浩之（北海道大学）
司会
伊藤晋太郎（二松学舎大学）
民報』時期の文学活動を中心に
森和（早稲田大学非常勤講師）
コメンテーター 船越達志（名古屋外国語大学）
司会
星野幸代（名古屋大学）
コメンテーター 丸川哲史（明治大学）

『白澤圖』をめぐる辟邪文化の広がりとその鬼神観

17：00 ～ 17：40

山田 明広（関西大学非常勤講師）

明清時代における白話小説読解の一面 ―『水滸伝』
とその関連作品に見られる「要素の越境」を軸に

佐々木 聡（東北大学大学院文学研究科）
司会
コメンテーター

洲脇 武志（大東文化大学大学院）
『漢書』顔師古注と敦煌本『漢書集解』
司会
名和敏光（山梨県立大学）
コメンテーター 栗山雅央（九州大学大学院）

天一閣博物館蔵『国朝英烈伝』と歴史小説『皇明英烈
伝』の制作

村田 みお（京都大学大学院）
六朝隋唐期の仏典書写をめぐる思想的考察
司会
名和敏光（山梨県立大学）
コメンテーター 内田誠一（安田女子大学）

稲澤 夕子（京都大学大学院）
反転する「江湖」―黄天覇劇にみられる盗賊と王法
司会
廣澤裕介（立命館大学）
コメンテーター 山本範子（北星学園大学）

二階堂善弘（関西大学）
水口拓寿（東京大学）

高山 大毅（東京大学大学院人文社会系研究科博士課程）
礼の「遊芸」化 ―田中江南の思想
司会
長尾直茂（上智大学）
コメンテーター 中尾友香梨（佐賀大学）
姜 智恩（東京大学大学院人文社会系研究科博士課程）
17 世紀経学に見る朱子学批判―東アジア各国の比較研究

司会
コメンテーター

垣内景子（明治大学）
中田喜万（学習院大学）

川邉 雄大（国士舘大学非常勤講師）
『東瀛詩選』編纂に関する一考察 ―松本白華・北方心泉
の関与を中心に

司会
コメンテーター

町泉寿郎（二松学舎大学）
諸田龍美（愛媛大学）

佐藤 浩一（東海大学）
吉川幸次郎という課題
司会
河野貴美子（早稲田大学）
コメンテーター 谷口匡（京都教育大学）

