
日本中国語学会第 57 回全国大会プログラム 

 

2007 年 10 月 27 日（土），28 日（日） 

琉球大学 

 
Ⅰ．前日 10 月 26 日（金） 

17：00～ 理事会（50 周年記念館２階多目的交流ラウンジ） 

 
Ⅱ．第１日 10 月 27 日（土） 琉球大学 法文学部 

10：30～12：00 評議会（新棟 1階 111 教室） 

12：00～ 受付（新棟 1階玄関）  役員選挙投票 

13：00～ 開会式（新棟 2階 215 教室） 

  開会の辞  第 57 回全国大会準備会代表   上里 賢一 

  挨拶   日本中国語学会会長   木村 英樹 

13：10～13：15 学会奨励賞授与・経過報告 編集委員長   太田  斎 

13：20～16：20 招待講演（新棟 2階 215 教室） 

  1．关于汉语句法、语义研究的新的思考 

       北京大学   陸  倹明 

司会  大阪大学   古川  裕 

   

2．漢語認知功能語法－回顧與前瞻 

国立中正大学   戴  浩一 

司会  東京外国語大学   望月 圭子 

   

3．“知道”“了解”“愛”－引起状態動詞転換的詞語搭配和結構 

愛知大学   荒川 清秀 

司会  大阪大学   杉村 博文 

 

16：30～17：30 総会（新棟 2階 215 教室） 

18：00～20：00 懇親会（大学会館） 

 

Ⅲ．第２日 10 月 28 日（日） 琉球大学 法文学部 

9：00～  受付（新棟 1階玄関） 

9：30～12：10 分科会研究発表 午前の部（新棟 1階各教室） 

12：10～13：20 昼食・休憩（新棟 2階 215 教室） 

13：20～16：30 分科会研究発表 午後の部（新棟 1階各教室） 
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分科会研究発表 

＜Ａ前１＞文法語彙部会：法文学部新棟 1 階１１４教室（第１会場 9：30～12：10） 

1．台語被動式家族初探           国立清華大学  連 金發 
2．句位义的实现与动词的标量取值 

  中国社会科学院語言研究所/お茶の水女子大学  張 国憲 
            以上司会  東京大学  楊 凱栄 
3．“一＋量＋名”における“一”の脱落と量詞の性格      岐阜大学 橋本永貢子 
4．数量詞構造に割り込む形容詞についての認知的考察 大阪市立大学・非 井出 克子 
5. 方言地理学から見た“个”の用法の拡張          鹿児島大学 三木 夏華 
          以上司会  姫路獨協大学 原 由起子 
 

＜Ａ後１＞文法語彙部会：法文学部新棟１階１１４教室（第１会場 13：20～16：30） 

1．语义组合、句法分布和语用表达―对语气副词位置的考察 関西学院大学  章 天明 
2．副詞“就”の軽重音現象と意味指向について        大阪大学・院 佐々木俊雄 
3．とりたて詞と否定の作用域に関する日中対照分析      大東文化大学 山口 直人 
           以上司会  愛知県立大学 鵜殿 倫次 
4．疑問詞の量化と論理構造                   神奈川大学 松村 文芳 
5．“是(像・算)个 NP”を成立させる主観性について―前置成分の角度から― 
          大阪大学・院 岩佐 啓子 
6．表示“存在”的“是”字句的特征及其造句原理     京都外国語大学 岡本 俊裕 

            以上司会  明治大学 守屋 宏則 

 
＜Ａ前２＞文法語彙部会：法文学部新棟 1 階１１１教室（第２会場 9：30～12：10） 

1．《見究めの“看”》と《試みの“看”》         東京大学・院  張 佩茹 

2．現代中国語の試行行為を表す「试」と「看」の文法化過程について  
京都外国語専門学校  劉 暁晴 

          以上司会  広島修道大学  郭 春貴 
3．反復疑問句の敬意表現機能について        奈良女子大学・院  陳 瑞紅 
4．応答表現“别客气”と“不客气”の語用論的考察   北九州市立大学 西  香織 

5. 場面別に見る「小姐」の使用実態－北京大学生の意識調査に基づいて－ 

神奈川大学・院 宮本 大輔 

以上司会  静岡大学 今井 敬子 

 
＜Ａ後２＞文法語彙部会：法文学部新棟１階１１１教室（第２会場 13：20～16：30） 

1．湖南邵陽方言の文末助詞「着」について        鹿児島大学・院  王 振宇 
2．西寧方言で従属節末に現れる「着」について   神戸市外国語大学・非 川澄 哲也 
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3．動詞の後につく「了」と「着」 
―存在文に生じる「了」と「着」の意味的相違を中心に― 熊本大学・院  劉 琛琛 

         以上司会  東京外国語大学 依藤  醇 
4．動詞分類の視点から見る“了１”と“了２”        滋賀県立大学  呉 凌非 

5．発見表現に関する語用論的成立条件について―日本語・朝鮮語との対照から― 
          筑波大学・院 上田  裕 
6. 「継起」という構文カテゴリを担う一形式―“等Ａ，Ｂ”形式― 

お茶の水女子大学・非 島津 幸子 
            以上司会  新潟大学  朱 継征 
 

＜Ａ前３＞文法語彙部会：法文学部新棟 1 階１１２教室（第３会場 9：30～12：10） 

1．二重目的語構文の周縁的拡張についての一考察     大阪大学・院  葛  婧 
2．索取的意象图式及其句法再现             首都大学東京  盧  建 
            以上司会  天理大学 中川 裕三 
3．中国語の「動量補語(FP)」を含む[V O FP]/[V FP O]語順の一考察 

-文の容認性と意味情報-                    九州大学・院  徐 佩伶 

4．「开」と「～开」の構文的文法機能についての分析    沖縄大学  王 志英 
5. 複合動詞「改 V」と「換 V」における語形成            大阪大学・院  王 蓓淳 
         以上司会  大阪産業大学  張  黎 

 
 
＜Ａ後３＞文法語彙部会：法文学部新棟１階１１２教室（第３会場 13：20～16：30） 

1．上海方言中谓词后的“快”                東京大学・院  王 英輝 
2．閩南語程度結構和論元結構的語法互動關係：從程度補語「死」(Si2)入手 

       国立清華大学・院  張  群 
3．漢語中必要性補語與動賓結構的互動：致使構式的分析 国立清華大学・院  陳 怡璇 
            以上司会  同志社大学  沈  力 
4．泛意詞“打”之台灣華語、閩南語及客語比較                 成功大學  李 惠琦 

5．論成語「戴帽子」的概念映射：格式語法分析             亜州大学  蕭 景峻 

6．「地名」・「人名」は固有名詞の代表か           広島工業大学 中島 吾妻 

    以上司会  関西外国語大学  余  維 

 

＜Ａ前４＞文法語彙部会：法文学部新棟 1 階１０１教室（第４会場 9：30～12：10） 

1. 中国語のオノマトペに関する一考察―擬態オノマトペから中国語への翻訳資料を中心に― 

                     東京外国語大学・院  黄  慧 

2．中国語（武漢方言）における否定詞の用法   広島経済大学・非  許  慧 

                以上司会  大東文化大学 瀬戸口律子 
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3．移動事態を表す Vx 句と V 到句         お茶の水女子大学・院 中根 綾子 

4．動詞の自・他と移動のタイプ       大阪大学・院 島村 典子 
5.「自動的事象変化」の言語化に関する日中両語の認知的対照研究 
                                                      九州東海大学  姚 艶玲 
              以上司会  首都大学東京 小野 秀樹 

 
＜Ａ後４＞文法語彙部会：法文学部新棟１階１0１教室（第４会場 13：20～16：30） 

1．几个方言的「来」、「去」虚化用法探源                       慈済大学  郭 維茹 

2．台灣閩南語指示動詞與說話者的主觀表現       国立清華大学・院  陳 怡君 

3．“来”“去”の連接機能                      東京大学・院 池田  晋 

        以上司会  愛知教育大学  時 衛国 
4．方位詞“Ｘ上”、“Ｘ里”、“Ｘ中”の互換性について―媒体名詞を中心に― 

     大阪大学・院  蘇 文寶 
5．「こ，そ，あ」と“这、那”の非対応に見る日中両語の言語的特徴 

明海大学 加藤 晴子 

6．平江城関方言の指示詞について         東京外国語大学・院  張 盛開 

     以上司会  慶應義塾大学 山下 輝彦 
 

＜Ｃ前１＞教育法開発部会：法文学部新棟 1 階１０２教室（第５会場 9：30～12：10） 

1． 意味分野別比較研究から見る中国語語彙の特色と教育への応用 
関西大学・院 菊池 厚子 

2．語彙学習の単位としてのコロケーションとチャンクについて 
          関西大学・院 宝玉 芳惠 

           以上司会  成城大学 石村  広 
3．中国語非流暢性ポーズの顕在化特性            早稲田大学 砂岡 和子 

4．日本人中国語学習者のイントネーションにおける焦点重音について 
―実会話例から中国語母語話者との比較分析―        大阪大学・院  廖 娟慧 

5．リスニング能力に応じた音声合成技術の語学教育への活用法 
富士通研究開発中心 岩見田 均、早稲田大学 砂岡 和子 

     以上司会  京都産業大学 中川千枝子 
 
＜C 後１＞教育法開発部会：法文学部新棟１階１02 教室（第５会場 13：20～16：30） 

1．オンライン教育とカリキュラム改編の可能性～実験経過報告～ 
  早稲田大学・院 鋤田智彦、野原将揮、早稲田大学  楊  達 

2． コンピュータによる正誤判定に柔軟性を持たせるには─中国語ｅラーニングへの複数 
正答データベースと正規表現の導入                         法政大学 鈴木  靖 
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3． 地域文化に密着したマルチメディア教材の開発 －Multilingual Visual Dictionary(ＭＬＶＤ） 

の開発プロジェクトについて―                        沖縄大学 渡邉ゆきこ 
             以上司会  早稲田大学 村上 公一 

4．日本人中国語学習者における数量詞の誤用  
広島大学・院 滕 小春 広島大学 小川 泰生、山田  純 

5．中国語の「対」構文処理－中国の小学生を相手に－     九州大学・院  翟  勇 

6．並列複句與篇章銜接偏誤--兼論「真實材料」的取用    台灣師範大學・院  李 利津 
              以上司会  富山大学 山田 眞一 

 

＜C 前２＞教育法開発部会：法文学部新棟 1 階１０３教室（第６会場 9：30～10：30） 

1．中国語辞書の語彙収録範囲を考える－中国普通話辞典を越えて－ 

中央大学 遠藤 雅裕 

2．形容詞と名詞の兼類語の辞書における統一的扱いと適切な用例提示について 
       東京外国語大学 三宅 登之 

           以上司会  関西大学 山崎 直樹 
 
＜B 前１＞文字音韻部会：法文学部新棟 1 階１０３教室（第６会場 10：40～12：10） 

1.“名而动”句式的语法性质及其来源             日本大学／北京大学  楊 栄祥 

2. 從高誘注中的音訓詞看漢魏時期同義並列雙音詞的衍生模式 

                       淅江師範大学／東京大学  呉 澤順 

3. 關於“劇”的音                       ソウル女子大学  曲 暁雲 

       以上司会  青山学院大学 遠藤 光暁 
 
＜Ｂ後１＞文字音韻部会：法文学部新棟１階１03 教室（第６会場 13：20～16：30） 

1．论汉语词重音                                         県立広島大学  田 忠魁 

2．モンゴル語チャハル方言の漢語借用語における漢語重母音の音声 

愛知県立大学・院  哈  斯 
3．《班華字典－福安方言》の音系                              愛媛大学 秋谷 裕幸 

        以上司会  愛知県立大学 吉池 孝一 
4．『官話萃珍』の言語について             首都大学東京／東京都立大学 落合 守和 
5．部門別配列の唐話辞書について                         大阪市立大学 岩本 真理 
6．呂叔湘の品詞分類に関する一考察                   首都大学東京・院 田村  新 

         以上司会  京都大学 木津 祐子 
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●分科会タイムスケジュール表 

 
第１会場 第２会場 

111 教室 

第３会場

112 教室

第４会場 

101 教室 

第５会場 

102 教室 

第６会場 

114 教室 103 教室 

司会 楊 凱栄 郭 春貴 中川裕三 瀬戸口律子 石村広 山崎直樹 

9:30～10:00 連 金發 張 佩茹 葛 婧 黄 慧 菊池 厚子 遠藤 雅裕

10:00～10:30 張 国憲 劉 暁晴 盧 建 許 慧 宝玉 芳惠 三宅 登之

司会 原由起子 今井敬子 張 黎 小野秀樹 中川千枝子 遠藤光暁 

10:40～11:10 橋本永貢子 陳 瑞紅 徐 佩伶 中根 綾子 砂岡 和子 楊 栄祥 

11:10～11:40 井出克子 西 香織 王 志英 島村 典子 廖 娟慧 呉 澤順 

11:40～12:10 三木夏華 宮本 大輔 王 蓓淳 姚 艶玲 岩見田均他 曲 暁雲 

司会 鵜殿倫次 依藤 醇 沈 力 時衛国 村上公一 吉池孝一 

13:20～13:50 章 天明 王 振宇 王 英輝 郭 維茹 鋤田智彦他 田 忠魁 

13:50～14:20 佐々木俊雄 川澄 哲也 張 群 陳 怡君 鈴 木靖 哈 斯  

14:20～14:50 山口 直人 劉 琛琛 陳 怡璇 池 田晋 渡邉ゆきこ 秋谷 裕幸

司会 守屋宏則 朱 継征 余 維 山下輝彦 山田眞一 木津祐子 

15:00～15:30 松村 文芳 呉 凌非 李 惠琦 蘇 文寶 滕小春他 落合 守和

15:30～16:00 岩佐 啓子 上田 裕 蕭 景峻 加藤 晴子 翟 勇 岩本 真理

16:00～16:30 岡本 俊裕 島津 幸子 中島吾妻 張 盛開 李 利津 田村 新 

※１発表あたりの持ち時間は、発表 20 分、質疑応答 10 分です。スケジュール通り進行す

るようご協力をお願いします。 
●参加登録方法 

 同封の振替用紙により、お近くの郵便局から１０月１７日（水）までに必要経費をお支

払い下さい。    （振込先） 口座番号 01720-1-65958 

   加入者名 日本中国語学会第 57 回全国大会準備会 

※事務処理の都合上、１０月１８日（木）には口座を閉鎖しますのでご了承下さい。当日

の参加登録も承りますが、円滑な大会運営のため極力事前登録にご協力下さい。 

 （1） 参加費（予稿集代を含む） 3,500 円 

 （2） 懇親会 10 月 27 日（土）18：00～20：00 大学会館 

  一般 4,000 円（当日 4,500 円）  学生 3,000 円（当日 3,500 円） 

 （3） 昼食 10 月 28 日（日）12：10～13：20 法文学部新棟 2階 215 教室 

     弁当 700 円 

※会場周辺の飲食店は土日で閉店していることもあります。お弁当の注文をお勧めします。 

※「予稿集」のみの購入については、送付先住所を明記の上、準備会に連絡して下さい。

送料着払いで送付いたします。参加登録をされた方で当日参加されなかった場合は、参加

費 3,500 円で後日「予稿集」を送らせていただきます。追加の「予稿集」は、翌日(28 日)

午後 1 時より 1,500 円で販売いたします。 
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会場案内 
  
琉球大学まではタクシーかレンタカーが便利です。お誘い合わせの上、相乗りなさること

をおすすめします。土日のため公共の交通機関はあまり本数がありません。(なお、琉球大

学は 1984 年に移転事業を完了し、首里城内にはキャンパスはありません。) 
【タクシー】 
 沖縄のタクシーは初乗り料金が小型車４５０円，中型車４６０円です。以下は琉球大学

までの所要時間及び費用の見積ですが，時間帯等によって多少変動しますので，あらかじ

めご承知おき下さい。「琉大東口まで」と告げて下さい。 
        

   おおよその所要時間と費用 
那覇バスターミナル→琉球大学東口 30〜50 分  約 3,000 円 
おもろまち駅→琉球大学東口    20〜30 分  約 1,700 円 
 

【路線バス】 
 路線バスは「那覇バスターミル」から「97 琉大北口」行きのバスがあります。 
必ず「琉大東口」で下車してください。系統番号は「９７」です。バス停に表示してある

時刻表にもこの番号が表示されていますので必ずご確認下さい。「那覇バスターミル」か

らの時刻表上の所要時間は約５０分ですが、当日の道路事情により変動します。なお、バ

ス停では手を上げて乗車の意志を明確にする必要があります。 
 途中のバス停：バスには「市内線」用のバス停と「市外線」用のバス停に分かれている

ところがあります（国際通り内のバス停[松尾，牧志，安里]）。琉球大学へは「市外線」バ

ス停になりますので，バス停に記載の時刻表及び区分表示をご確認下さい。 
 
【モノレール＋路線バス】 
モノレール儀保駅(25分290円)→97番儀保バス停（駅から徒歩4分）→琉大東口へ(320円)。 

 

【モノレール＋タクシー】 
首里駅（27 分 290 円）→タクシーで琉大東口へ(1000 円〜1500 円) 

 
大学までのアクセスを詳述したページ 
http://www.u-ryukyu.ac.jp/univ_info/general/access/access.html#east
 

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原１ 
琉球大学法文学部 石崎研究室内 

日本中国語学会第 57 回全国大会準備会 

ishizaki@ll.u-ryukyu.ac.jp 
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懇親会会場 学会会場 ●学会会場案内図（琉球大学） 

 

 
●会場配置 

○第１日 10 月 27 日（土） 

評議会（10：30～）              …法文学部新棟 1 階 111 教室 

開会式・招待講演・総会（13：00～）    …法文学部新棟 2 階 215 教室 

展示販売（13：00～）                  …法文学部新棟 1 階学生ラウンジ 

懇親会（18：00～）     …大学会館 

○第２日 10 月 28 日（日） 

分科会会場（10：00～）     …法文学部新棟 1 階 

昼食（12：10～）      …法文学部新棟 2 階 215 教室 
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