研究発表会
第１回研究発表会
2007 年７月２５日
発表者・題名
吉井 克己（修士課程 1 年）
「日本人のコミュニケーションにおけるコンテクストについての―考察――日本人はコミ
ュニケーションにおいて、なぜコンテクストを重要視するのか？」
伊藤 伸二（修士課程 1 年）
「現代日本社会の急速な変化とビジネスマンの活力に関する一考察」
セーロ・ディーポン（修士課程１年）
「平家物語の文体 副詞の用法を中心として」

第２回研究発表会
2008 年３月１４日
発表者・題名
何 力（修士課程 1 年）
「日本の恥の文化について」
楊 龍輝（研究生）
「
『法苑珠林』と『今昔物語集』の文体の比較」

第３回研究発表会
2008 年７月２３日
発表者・題名
吉井克己（修士課程２年）
「日本人のコミュニケーションにおけるコンテクストについて 日本人のコミュニケー
ションにおけるコンテクストの持つ意味と背景」
伊藤伸二（博士前期課程２年）
「
『空気』を中心にしたコミュニケーションに関する一考察 ―実務現場の視点から―」
セーロ・ディーポーン（修士課程２年）
「
『平家物語』の文体―訓読語にみる副詞を中心として―」
楊 龍輝（修士課程１年）
「
『今昔物語集』の原典の取り入れ方について―『法苑珠林』との対照」

17

2008 年７月２４日
発表者・題名
宮内麻理絵（修士課程１年）
「里山の文化的価値に関する研究」
王微（修士課程１年）
「グローバルビジネスにおけるリーダーシップ」
宋群（修士課程１年）
「江戸時代（徳川時代）の教育について」
陳晶（修士課程１年）
「日本文学にみる女性の心情」
董萍萍（修士課程１年）
「日系企業における人事管理の現地化―大連開発区における日系企業を中心に―」
孟厳（修士課程１年）
「東アジア平和―台湾問題を中心に」
李嘉（修士課程１年）
「日中間のパーセプションギャップについて」

第４回研究発表会
2009 年３月１２日
発表者・題名
何

力（修士課程２年生）

「日本人の集団意識と中国人の集団意識との比較から―」
阿部大輔（修士課程１年生）
「北西太平洋の地政学」
干

洋（修士課程１年生）

「日本貿易発展の一考察―開港場をめぐって」
賈 昭旋（修士課程１年生）
「日本自動車工業の技術革新を経営戦略に関する一考察」
耿

銘（修士課程１年生）

「オバマ新大統領と日米関係」
古川 琳（修士課程１年生）
「日中都市家庭における育児状況について」
楊 文浩（修士課程１年生）
「日中流行語の比較について」
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第５回研究発表会
2009 年７月２２日
発表者・題名
宮内麻理絵（修士課程２年）
「里山の文化的価値に関する研究

主として地域住民のコミュニケーションを中心とし

て」
王 微（修士課程２年）
「リーダーシップに関する研究―日本企業を中心として史的展開―」
宋 群（修士課程２年）
「関東州及び南満鉄附属地における日本語教育に関する一考察」
董萍萍（修士課程２年）
「日系進出企業の人事管理に関する考察―大連開発区における現地化を中心として―」
孟 厳（修士課程２年）
「台湾問題の現状と将来」
李 嘉（修士課程２年）
「日中間の認識違い」
2009 年７月２３日（木）
陳 晶（修士課程２年）
「
『紅楼夢』と『源氏物語』の比較研究」
林少敏（修士課程１年）
「
『から』の用法」
刘 淼（修士課程１年）
「中小企業における IT 経営の有効活用する」
李 麗（修士課程 1 年）
「日本人と中国人の生活意識の比較―若者中心に」
馬 磊（修士課程１年）
「中国の高速道路業界について」
彭丹丹（修士課程１年）
「現代迄残っている日本 の江戸時代の食文化―中国の食文化と比較して」
王婧伊（修士課程 1 年）
「日中敬語の比較」
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第６回研究発表会
2010 年３月１２日
発表者・題名
金 芷慧（修士課程１年生）
「大規模小売業界の経営に関する一考察――日中の百貨店をめぐる諸課題について」
徐 洋洋（修士課程１年生）
「日中生活文化の比較―食文化を中心に」
陳 晶晶（修士課程１年生）
「日本語と中国語における待遇表現について」
劉

然（修士課程１年生）

「日中茶文化の比較について―茶芸と茶道を中心に」
阿部大輔（修士課程２年生）
「現代における西太平洋における地政学的考察」
干

洋（修士課程２年生）

「日中貿易の発展と諸課題―とくに 1980 年代以降を中心として」
賈 昭旋（修士課程２年生）
「日本自動車工業の技術革新と経営戦略に関する―考察」
耿

銘（修士課程２年生）

「オバマ新大統領と日米関係」
古川 琳（修士課程２年生）
「現代における家庭のあり方から見る親と子―─日中都市生活家庭を中心として─―」
楊 文浩（修士課程２年生）
「日中の流行語の比較について――若者言葉について」

第７回研究発表会
2010 年７月２１日（水）
発表者・題名
孔祥宇（修士課程１年）
「観光業界における CSR の現状と課題一社会貢献活動への取り組みを中心に一」
蘇 静（修士課程１年）
「CSR に関する－考察―化粧品業界を中心に―」
李 琛（修士課程１年）
「日本人と中国人の自然観について」
王 斌（修士課程１年）
「文化人・井伊直弼について」
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張 一（修士課程１年）
「日本人と中国人の生活意識の比較について」
徐疏影（修士課程１年）
「オバマ政権と日米中関係」
李 昂（修士課程１年）
「世界の食器・中国の影響と日中比較―なぜ魯山人は中国や西洋にいないのか」
甄 真（修士課程１年）
「マスメディアは人々の環境問題への認識を変えるか？」

2010 年７月２２日（木）
発表者・題名
林少敏（修士課程２年）
「格助詞「から」の用法について」
刘 淼（修士課程２年）
「日本中小製造業の IT 経営の有効活用―ビジネスモデル変革のツールとしての IT へ」
李 麗（修士課程２年）
「日本人と中国人の生活意識の比較―若者を中心に」
馬 磊（修士課程２年）
「中国高速道路網の整備と産業構造、物流の変化―山東省の例に」
彭丹丹（修士課程２年）
「現在まで残っている江戸時代食文化と中国食文化の比較」
王婧伊（修士課程２年）
「日中敬語の比較」

第８回研究発表会
2011 年３月１０日（木）
発表者・題名
呉 燕紅（修士課程１年生）
「日本人の義理人情について―中国との比較」
鄭 玄青（修士課程１年生）
「日本のソフトウェア文化」
金 芷慧（修士課程２年生）
「大規模小売業界の経営に関する一考察――日中の百貨店をめぐる諸課題について」
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徐 洋洋（修士課程２年生）
「日中食文化の比較研究―現代食文化の様相を中心に」
陳 晶晶（修士２課程年生）
「日本語と中国語の文末待遇表現―ポライトネス理論による比較―」
劉

然（修士２課程年生）

「日中茶文化の比較について―茶芸と茶道を中心に」

第９回研究発表会
2011 年７月２０日（水）
発表者・題名
孔 祥宇（修士課程２年生）
「中国進出した日系企業における CSR 展開の現状と課題―労使問題を中心に―」
蘇

静（修士課程２年生）

「CSR に関する一考察―化粧品業界を中心に―」
岩田 澄子（博士後期課程１年生）
「天目（てんもく）茶碗の研究について」
楊

松涛（博士前期課程１年生）

「コミュニケーションとしての茶の湯」
徐 疏影（修士課程２年生）
「オバマ政権と日米中関係」
李 昂（修士課程２年生）
「世界の陶磁食器の研究―なぜ魯山人は中国や西洋にいないのか」
ニニミィン（博士前期課程１年生）
「日本のアジアからの留学生受け入れ～ミャンマーからの留学生を中心に」
関田 充（博士前期課程１年生）
「山岳信仰の畏怖観」
沈 少華（博士前期課程１年生）
「日中の「挨拶」文化の比較」

2011 年７月２１日（木）
発表者・題名
甄

真（修士課程２年生）

「マスメディアが人々の環境問題への認識に及ぼす影響について」
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張

一（修士課程２年生）

「日本経営から見た企業内人間関係の研究―日本企業における職場活性化に関する考察」
李

琛（修士課程２年生）

「日本人と中国人の自然観について」
霍 延明（博士前期課程１年生）
「日本語表現から見る日本人の心理特徴」

第１０回研究発表会
2012 年２月２２日（水）
発表者・題名
岩田 澄子（博士後期課程１年生）
「天目茶碗の研究」
陳 裕雯（博士前期課程１年生９
「日中茶文化の比較について」
呉 燕紅（修士２年生）
「日本人の義理人情について―中国人との比較」
鄭 玄青（修士２年生）
「現代中国及び日本のアニメ」
陳 璐璐（博士前期課程１年生）
「女性名、子について」
森 禎悟（博士前期課程１年生）
「職場におけるコミュニケーションの機能と活性化に関する研究―ホッピービバレッジ株
式会社 調布工場の職場活性化の事例研究―」
横滝公市（博士前期課程１年生）
「日・中・韓における高齢者福祉サービスの比較研究」

第１１回研究発表会
2012 年７月１８日（水）
発表者・題名
徐 源（博士前期課程１年生）
「特定の地域限定ながらも日中友好関係の発展と今後の課題に関する一考察」―日中姉妹
都市になっている日本の一都市の経済交流調査を通して―」
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ニ・ニ・ミィン（博士前期課程２年生）
「日本における外国人留学生～特にミャンマーからの留学生について」
張秀楊（博士前期課程１年生）
「葡萄酒文化についての日中比較研究」
楊松涛（博士前期課程２年生）
「コミュニケーションとしての茶の湯」
謝心範（博士後期課程１年生）
「養生学が現代社会の生活質改善に対する貢献の可能性に関する研究〜日中比較研究を中
心としての一考察〜」
岩田澄子（博士後期課程２年生）
「中国から日本へ伝えられた三種の喫茶法と、その呼称について」
楊前立（博士前期１年生）
「国際協力による黄砂対策プロジェクトの再検討」
田崎亜希子（博士後期課程１年生）
「国際教育交流に関する考察」

2012 年７月１９日（水）
発表者・題名
王 坤（博士前期課程１年生）
「市場開拓で中国進出する日本企業の国際戦略―フィットネスクラブの事例からの考察」
鄭秋月（博士前期課程１年生）
「中国中小企業の企業競争力の強化に関する研究－中国偽札感知器企業の事例研究－」
霍延明（博士前期課程２年生）
「日本語の表現から見る日本人の心理特徴」
楊昕彤（博士前期課程１年生）
「虎屋の歴史について」
関田充（博士前期課程２年生）
「アイヌの山岳観とカムイ観」
沈少華（博士前期課程２年生）
「日中の挨拶文化の比較」
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第１２回研究発表会
2013 年２月２１日（木）
発表者・題名
謝 心範（博士後期課程１年生）
「養生学が現代社会の生活質改善に対する貢献の可能性に関する研究～日中比較研究を中
心としての一考察～」
岩田 澄子（博士後期課程２年生）
「日中茶文化の研究―中国からの茶文化伝播と日本での展開―」
陳 裕雯（博士前期課程２年生）
「日中茶文化の比較について―湖南省の桃源擂茶を中心に」
渡辺 充彦（博士後期課程１年生）
「組織変革の停滞を回避するリーダーシップ研究〜変革ステージと階層別リーダーシップ
の関係考察〜」
陳 璐璐（博士前期課程２年生）
「子のつく日本女性名」
盛山 利紀（博士前期課程１年生）
「福祉施設における組織化を促進するコミュニケーション理論の研究〜社会福祉法人ひま
わり福祉会 保育所の組織化促進事例の研究〜」
森 禎悟（博士前期課程２年生）
「職場におけるコミュニケーションの機能と活性化に関する研究―K 技研 S 工場の職場活性
化の事例研究―」
横滝 公市（博士前期課程２年生）
「日・中・韓における高齢者福祉サービスの比較研究～サービス・サイエンスの視点から
～」
田崎 亜希子（博士後期課程１年生）
「日中の国際教育交流に関する考察」

第１３回研究発表会
2013 年７月１７日（水）
発表者・題名
徐

源（博士前期課程２年生）

「日中友好関係の発展と今後の課題に関する一考察

明石市と無錫市との経済交流の調査

及び日中貿易に特化した日本の三社の調査を通して」
岩田 澄子（博士後期課程３年生）
「天目茶碗からみた日中茶文化の研究」
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謝 心範（博士後期課程２年生）
「養生概念の源流を探る過程の中での発見と思考」
張 秀楊（博士前期課程２年生）
「葡萄酒文化についての日中比較研究」
王

坤（博士前期課程２年生）

「市場開拓で中国進出する企業の国際戦略～フィットネスクラブの事例からの考察～」
鄭 秋月（博士前期課程２年生）
「中国中小企業の企業競争力の強化に関する研究―中国偽札感知器企業の事例研究―」
圓角 佳苗（博士前期課程１年生）
「医療専門職における組織理念の受容に関する研究―医師における組織理念の受容につい
て―」
吉永 敦郎（博士前期課程１年生）
「我が国の大学経営における持続的競争力に関する研究―MB 賞 Education Criteria を通じ
て本学就職部の考察―」
2013 年７月１８日（木）
発表者・題名
邢

越（博士前期課程１年生）

「日中におけるオタク文化の比較研究」
岡澤 陽子（博士後期課程 1 年生）
「幼児に対する絵本の選択とその与え方について」
楊 昕彤（博士前期課程２年生）
「端午と月見の菓子文化―日本と中国の比較」
喬 保斌（博士前期課程１年生）
「中国、火神台と日本、火の神様の信仰について」
渡辺 充彦（博士後期課程１年生）
「組織変革の停滞を回避するリーダーシップ研究〜変革ステージと階層別リーダーシップ
の関係考察〜
丁 鶴翔（博士前期課程１年生）
「日中同形意義語の比較研究」
馬 金龍（博士前期課程１年生）
「日中飲食業についての比較研究」
田崎 亜希子（博士後期課程２年生）
「マレーシアにおける対華人政策について」
渡辺 征克（博士後期課程１年生）
「医療と高齢者介護福祉における企業文化を転換させるコミュニケーションプロセスの研
究」
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第１４回研究発表会
2014 年 2 月 19 日（水）
発表者・題名
渡辺 充彦（博士後期課程２年生）
「組織変革の停滞を回避するリーダーシップ研究〜変革ステージと階層別リーダーシップ
の関係考察〜」
盛山 利紀（博士前期課程 2 年生）
「福祉事業における組織一体化に関する研究」
張

頴（博士前期課程１年生）

「日中飲食文化比較―伝統行事食を中心に」
趙 月楠（博士前期課程１年生）
「日中両国の贈答文化の比較について」
陳 小琪（博士前期課程１年生）
「日中両国の酒文化の比較について」
岡澤 陽子（博士後期課程１年生）
「幼児に対する絵本の選択とその与え方について」
渡辺 征克（博士後期課程１年生）
「介護従事者における組織帰属の研究」
田崎亜希子（博士後期課程２年生）
「マレーシアの社会統合に向けた言語政策」
松田 元（博士後期課程１年生）
「日中におけるスモールビジネスの誕生とその発展～日中両国におけるスモールビジネス
が誕生する条件と発展に寄与する要素の定義～」
謝 心範（博士後期課程２年生）
「『養生訓』の解析、研究に基づく養生文化に対する認識とその深化」

第１５回研究発表会
2014 年７月１６日（水）
研究発表
発表者・題名
岡澤 陽子（博士後期課程２年生）

「幼児に対する絵本の選択とその与え方に関する研究
邢

越（博士前期課程２年生）

「日中におけるオタク文化の比較研究」
圓角 佳苗（博士前期課程２年生）
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―日本と中国の比較―」

「病院における組織一体化に関する研究〜医療専門職への組織理念浸透活動が及ぼす効果
について」
黄

雄傑（博士前期課程１年生

「中国の老親扶養における社会福祉法人マネジメントのありかた」
久島 保孝（博士前期課程１年生）
「
『小企業の海外進出戦略の研究』～自社のタイ進出に事例を中心に～」
吉永 敦郎（博士前期課程２年生）
「経営品質モデルから見た小規模大学就職支援モデルへの一考察―武蔵野学院大学での取
り組みを中心に―」
松田 元（博士後期課程１年生）
「日・中・北米の証券市場に見る、上場審査プロセスにおける異文化間コミュニケーショ
ンの背景」
謝 心範（博士後期課程３年生）
「
『養生訓』の日中養生文化の比較研究」
2014 年７月１７日（木）
研究発表
発表者・題名
渡辺 充彦（博士後期課程２年生）
「組織変革とリーダーシップ・コミュニケーション機能〜変革ステージ別リーダーシッ
プ・スタイルの考察〜」
丁 鶴翔（博士前期課程２年生）
「日中同形異義語についての比較研究」
馬 金龍（博士前期課程２年生）
「日中飲食業についての比較研究」
渡辺 征克（博士後期課程２年生）

「介護従事者における組織帰属の研究」
田崎 亜希子（博士後期課程３年生）
「マレーシア華人のエスニシティ」
レー・ホアン・アン（博士前期課程 1 年生）
「日本とベトナムにおけるサービス・マネジメントの比較」
喬 保斌（博士前期課程２年生）
「中国、火神台と日本、火の神の比較研究」
伍 思（博士前期課程１年生）
「
『日中婚姻文化の比較』―近代恋愛と結婚観の変化を中心に」
佐々木 隆（教授）
特別講演「私の博士論文―構成とその後」
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第１６回研究発表会
2015 年２月１８日（水）
研究発表
発表者・題名
欧 遠霖（博士前期課程１年生）
「中国に進出する日台合弁会社における社員モチベーションに関する研究－広州東陽立松
の事例を通してー」
曽 嬌（博士前期課程１年生）
「観光産業の人材育成における観光マネジメントのあり方」
」
張玫（博士前期課程１年生）
「日中合弁企業における異文化マネジメントの研究―広汽車トヨタ自動車の事例をとおし
てー」
滕 飛（博士前期課程１年生）
「中国中小企業のアメーバ経営導入方法に関する研究」
李 璐琪（博士前期課程１年生）
「日中通信販売の比較研究」
松田 元（博士後期課程２年生）
「中堅・中小規模企業を対象とした企業活性とそれに寄与するコミュニケーション要因に
関する研究」
渡辺 充彦（博士後期課程３年生）
「経営理念と実践コミュニティを融合させるプロセス研究」
劉 征（博士前期課程１年生）
「中国映画産業再生の可能性について」
渡辺 征克（博士後期課程２年生）
「介護従事者における組織帰属の研究」
田崎 亜希子（博士後期課程３年生）
「マレーシアのコミュニケーション政策」
2015 年２月１９日（木）
研究発表
謝 茂佳（博士前期課程 1 年生）
「日中両国における妖怪文化に関する比較研究」
方 攸臨（博士前期課程 1 年生）
「寿司から見る日本の食文化」
張

頴（博士前期課程２年生）

「日中飲食文化比較―伝統行事食を中心に」
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趙 月楠（博士前期課程２年生）
「日中両国の贈答文化の比較について」
陳 小琪（博士前期課程２年生）
「日中両国の酒文化の比較について」
王 媛（博士前期課程 1 年生）
「日中ゴミ分別の比較」
楊 彪（博士前期課程１年生）
「日中の家族関係の一考察―親子関係を中心に―」
岡澤 陽子（博士後期課程２年生）
「幼児に対する絵本の選択とその与え方に関する研究 ―日本と中国の比較―」
本多周爾（教授）
「特別講演 博士論文と研究のプロセス」

第１７回研究発表会
2015 年７月２８日（火）
研究発表
侯 佳麗（博士前期課程１年生）
「日中『鬼』文化の比較研究」
伍 思（博士前期課程２年生）
「日中婚姻文化の比較―近世恋愛と結婚観の変化を中心に」
夏 洋（博士前期課程１年生）
「武蔵野茶業の近代化－狭山茶を中心に－」
向 麗娜（博士前期課程１年生）
「日中の『新年』についての文化的比較研究」
駱 蓉（博士前期課程１年生）
「日中における『住まい』についての比較研究―日本の廊下に見られる文化の特徴」
2015 年７月２９日（水）
研究発表
黄

雄傑（博士前期課程２年生）

「中国の老人扶養における社会福祉法人マネジメントのありかた」
久島 保孝（博士前期課程２年生）

「中小企業の海外進出戦略の研究」～タイ進出企業の事例考察を通じて～
松田 元（博士後期課程２年生）
「職業価値観の多様化に伴う、望ましい企業に関する研究―企業ホームページからの企業
の価値観抽出の試み―」
渡辺 充彦（博士後期課程３年生）
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「経営理念と実践を融合させる組織能力向上の研究」
陳 方龍（博士前期課程１年生）
「欧米列強の進出に対する日中比較研究」
久保田 哲（准教授）
特別講演「博士論文－執筆・出版・向後」
2015 年７月３０日（木）
研究発表
町田 渉（博士前期課程１年生）
「指定自動車教習所の新たな社会的役割の確立について〜社会人基礎力向上としての運転
免許取得〜」
レー・ホアン・アン（博士前期課程２年生）
「日本とベトナムにおけるサービス・マネジメントの比較」
渡辺 征克（博士後期課程３年生）
「介護従事者における組織帰属の研究」
田崎 亜希子（博士後期課程４年生）
「マレーシアの国家統合をめぐる華人政策に関する研究」
史 厚玲（博士前期課程１年生）
「日本語のコミュニケーションに関する一考察―中国での日本語教科書と実際の日本語会
話―」
岡澤 陽子（博士後期課程３年生）

「幼児に対する絵本の選択とその与え方に関する研究 ―日本と中国の比較―」

第１８回研究発表会
2015 年 2 月 17 日（水）
研究発表
渡辺 充彦（博士後期課程４年生）
「経営理念と実践コミュニティを融合させるプロセス研究」
曽 嬌（博士前期課程２年生）
「日中観光資源の魅力に関する研究」
張玫（博士前期課程２年生）
「日中合弁企業における異文化マネジメントの研究―広汽三菱自動車の事例をとおして
―」
滕 飛（博士前期課程２年生）
「中国中小企業に稲盛経営導入方法に関する研究」
欧 遠霖（博士前期課程２年生）
「中国に進出する日台合弁会社における社員モチベーションに関する研究（広州東陽立松
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の事例を通して）
」
李 璐琪（博士前期課程２年生）
「日中通信販売の比較研究」
松田 元（博士後期課程３年生）
「中堅・中小規模企業を対象とした企業活性と、それに寄与するコミュニケーション要因
に関する研究（中間報告）
」
2016 年 2 月 18 日（木）
研究発表
全 平平（博士前期課程 1 年生）
「日中道徳教育について：
『三字経』と『教育勅語』の比較」
暢 兆斌（博士前期課程 1 年生）
「日中の食事マナーの比較研究―結婚式宴会上の食事マナー」
王 媛（博士前期課程２年生）
「日中ゴミ分別の比較」
楊 彪（博士前期課程２年生）
「日中親子関係の一考察―若者を中心に」
岡澤 陽子（博士後期課程３年生）
「幼児に対する絵本の選択とその与え方に関する研究 ―日本と中国の比較―」
劉 征（博士前期課程２年生）
「中国映画産業の活性化に関する研究」
渡辺 征克（博士後期課程３年生）
「介護従事者における組織帰属の研究」
田崎 亜希子（博士後期課程４年生）
「マレーシアにおけるマス・メディアの状況と政策」
2016 年 2 月 19 日（金）
研究発表
鄺 林美（博士前期課程 1 年生）
「日中食文化の比較研究――正月料理を中心として」
蒋 鳳霞（博士前期課程１年生）
「日中葬儀に関する比較研究」
張 培浩（博士前期課程１年生）
「日中行動規範の研究」
廖 悦延（博士前期課程１年生）
「日中両国の伝統服装について——漢服と着物」
謝 茂佳（博士前期課程２年生）
「日中両国における妖怪文化に関する比較研究」
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方 攸臨（博士前期課程２年生）
「寿司から見る日本の食文化」

第１９回研究発表会
2016 年 7 月 20 日（水）
研究発表
渡辺 充彦（博士後期課程４年生）
「経営理念と実践コミュニティを融合させるプロセス研究」
松田 元（博士後期課程３年生）
「中堅・中小規模企業を対象とした企業活性と、それに寄与するコミュニケーション要因
に関する研究（中間報告）
」
朱 雨濃（博士後期課程１年生）
「ＬＴ貿易の民間需給効果」
中尾 憲司（博士後期課程１年生）
「
『若年修業者の人財化とコミュニケーション能力の向上』～京都産業大学における研究の
課題点と今後のキャリア教育の指導方法に関する研究の方向性と仮説について～」
陳 方龍（博士前期課程２年生）
「欧米列強の進出に対する日中比較研究―アヘン戦争・薩英戦争・下関戦争を通じて」
北島 佳苗（博士後期課程１年生）
「地域包括ケアシステム時代における、病院コミュニケーション機能に関する研究」
史厚玲（博士前期課程２年生）
「日本語のコミュニケーションに関するー考察－中国での日本語教科書と実際の日本語会
話－」
言 佳榮（博士前期課程１年生）
「日中『アニメーション』産業の比較研究」
2016 年 7 月 21 日（木）
研究発表
向 麗娜（博士前期課程２年生）
「日中の『新年』についての文化的比較研究―湖南省の新年と比較して―」
李 茜（博士前期課程 1 年生）
「流行語から見た日中の文化の比較研究」
渡辺 征克（博士後期課程４年生）
「介護従事者における組織帰属の研究」
田崎 亜希子（博士後期課程５年生）
「マレーシアの国家統合をめぐる華人政策に関する研究」
夏 洋（博士前期課程２年生）
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「狭山におけるお茶の近代化について」
町田 渉（博士前期課程２年生）
「規制業種における差別化戦略の確立―教習力を基軸としたコア・コンピタンスの観点か
ら」
侯 佳麗（博士前期課程２年生）
「日中『鬼』文化の比較研究」
第２０回研究発表会
2017 年 2 月 20 日（月）
研究発表
張 西韵（博士前期課程１年生）
「日本の昔話の動植物イメージについての研究」
張 培浩（博士前期課程２年生）
「日中両国の恥文化」
蒋 鳳霞（博士前期課程２年生）
「日本葬儀の変容―孤独死の葬儀を中心として」
鄺 林美（博士前期課程２年生）
「日中鯉食文化の考察―料理方法の比較を通して」
尹 佳暉（博士前期課程１年生）
「マンガの日中翻訳に関する一考察」
全 平平（博士前期課程２年生）
「日中道徳教育の比較研究」
朱雨濃（博士後期課程１年生）
「アニメに見る日本人の中国イメージの一考察」
2017 年 2 月 22 日（水）
研究発表
鄔王萍（博士前期課程 1 年生）
「日中インターネットで物流情報化の比較」
藤原俊昭（博士前期課程 1 年生）
「老舗企業の誕生と消滅に関する研究」
田崎亜希子（博士後期課程在学延長）
「マレーシアの開発とイスラーム化政策」
渡辺征克（博士後期課程在学延長）
「介護従事者における組織帰属の研究」
暢 兆斌（博士前期課程２年生）
「経営品質視点から見た中国中小企業経営の考察」
北島 佳苗（博士後期課程１年生）
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「地域包括ケアシステム時代における、病院コミュニケーション機能に関する研究」
中尾 憲司（博士後期課程１年生）
「若年修業者の人財化とコミュニケーション能力の向上～人事実務家の経験から見えたキ
ャリア教育の課題点と、仕事観についての考察について～」
松田 元（博士後期課程在学延長）
「中堅・中小規模企業を対象とした企業活性とそれに寄与するコミュニケーション要因に
関する研究－企業活性における、従業員の経営理念への共感について－」
渡辺 充彦（博士後期課程在学延長）
「経営理念と実践コミュニティを融合させるプロセス研究」
第２１回研究発表会
2017 年 7 月 19 日（水）
特別発表
山崎 和邦（武蔵野学院大学大学院兼任講師）
「景気循環論に関する理論的考察、及び、経済諸指標による景気循環観測に関する実証的
考察――株価の景気への先行性を中心として――」
研究発表
中尾 憲司（日中コミュニケーション専攻博士後期課程２年生）
「若年就業者の人財化とコミュニケーション能力の向上」
朱 雨濃（日中コミュニケーション専攻博士後期課程２年生）
「アニメに見る日本人の中国イメージの一考察」
北島 佳苗（日中コミュニケーション専攻博士後期課程２年生）
「地域包括ケアシステム時代における、病院コミュニケーション機能に関する研究」
楊

彪（国際コミュニケーション専攻博士後期課程１年生）

「学校教育に見る人間関係の『いじめ』の研究
言 佳瑩（博士前期課程２年生）
「日中『アニメ』産業の比較」
馬 正元（博士前期課程１年生）
「中国人から見る日本アニメ」
李 茜（博士前期課程２年生）
「
『ゆとり世代』と『90 後』における日中の文化の比較研究」
第２２回研究発表会
2018 年 2 月 20 日（火）
研究発表
朱 春媚（博士前期課程秋入学 1 年生）
「日中の茶文化について」
段 雲梅（博士前期課程秋入学 1 年生）
35

「日本女性着物型の漢服影響研究」
張 西韵（博士前期課程秋入学２年生）
「日本の多様な文化――『花咲爺』を中心として」
馮 鈺寰（博士前期課程秋入学 1 年生）
「中国の茶芸術の禅宗と日本の茶の湯の禅宗との比較研究」
尹 佳暉（博士前期課程秋入学２年生）
「マンガの日中翻訳に関する一考察」
楊

彪（博士後期課程春入学１年生）

「養生訓における日本の古典文献からの影響」
朱 雨濃（博士後期課程春入学２年生）
「アニメに見る日本人の中国イメージの一考察」
北島 佳苗（博士後期課程春入学２年生）
「地域包括ケアシステム時代における、病院コミュニケーション機能に関する研究」
2018 年２月２１日（水）
研究発表
胥

燁（博士前期課程秋入学１年生）

「日中のドラマから見る文化の差異―『最高の離婚』と『彼と私と両家の事情』を中心に
して」
肖 婉竹（博士前期課程秋入学１年生）
「非言語コミュニケーションにおける日中の比較」
鄔王萍（博士前期課程秋入学２年生）
「日中インターネットで物流情報化の比較」
藤原俊昭（博士前期課程秋入学２年生）
「老舗企業の栄光と消滅―ROVER と HONDA の比較事例を通じて―」
呉 海瓊（博士前期課程秋入学１年生）
「日中両国幼稚園におけるマルチメディア教育の方法の比較研究
山崎 和邦（武蔵野学院大学大学院兼任講師）
「景気循環論から見る株価の景気先行性の研究――投資量決定仮説による景気循環論から
のアプローチ」
中尾 憲司（博士後期課程春入学２年生）
「若年就業者人財化のためのコミュニケーション能力の向上に関する一研究」
第２３回研究発表会
2018 年７月 17 日（火）
研究発表
湛 雪晴（博士前期課程春入学 1 年生）
「アニメから見た日中ポップカルチャーの異同についての研究」
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馬 正元（博士前期課程春入学２年生）
「アニメ産業と観光―聖地巡礼を中心として」
楊

彪（博士後期課程春入学２年生）

「
『養生訓』における日本の古典文献からの影響」
朱 雨濃（博士後期課程春入学３年生）
「アニメに見る日本人の中国イメージの一考察」
北島 佳苗（博士後期課程春入学３年生）
「地域包括ケアシステム時代における、病院コミュニケーション機能に関する研究」
2018 年７月 18 日（水）
研究発表
朱 流銘（博士前期課程春入学 1 年生）
「日中インターネット教育比較研究－中国インターネット・プラス政策の言語教育に及ぼ
す影響－」
孫 鑫鈺（博士後期課程春入学１年生）
「中国の新聞記者教育環境に関する研究」
中尾 憲司（博士後期課程春入学３年生）
「若年就業者人財化のためのコミュニケーション能力の向上に関する一研究」
2018 年７月 19 日（木）
研究発表
隋

月航（博士前期課程春入学１年生）

「葬儀の推移についての研究」
駱

嘉欣（博士前期課程春入学１年生）

「日中の挨拶表現の比較研究」
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