日中社会学会第２８回大会プログラム
開催日：2016 年 6 月 4 日、5 日
会場：長崎ブリックホール３階
（注）プログラムは一部変更となる可能性があります。
当日会場にて配布される資料でご確認ください

土

日
受付
自由報告Ⅰ
（session A,B,C）
自由報告

理事会

（session D,E,F）

受付
開会式

理事会

記念講演
中日社会学学会専門委員会設立記念

「中国の商業・華僑研究と社会学」

シンポジウム
開催校企画シンポジウム

「中国社会学の課題と展望」

閉会式

「越境を考える—その課題と可能性」

総会
懇親会
長崎

6 月４日(土)
１２：００～

受付開始

長崎ブリックホール３階・国際会議場前ラウンジ
大会参加費：会員・非会員とも

2000 円（ただし学生は 1000 円）

１１：００～１２：３０

理事会

長崎ブリックホール３階・会議室１

１３：００～１３：０５

開会式

長崎ブリックホール３階・国際会議場

開催校挨拶：首藤明和（長崎大学）
会長

挨拶：首藤明和（長崎大学）

１３：０５～１４：３０

記念講演

長崎ブリックホール３階・国際会議場

講演者：斯波義信（日本学士院会員、文化功労者、東洋文庫長、大阪大学名誉教授）
題

目：「中国の商業・華僑研究と社会学」

司

会 ：首藤明和（長崎大学）
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１４：４５～１７：３０

開催校企画シンポジウム

長崎ブリックホール３階・国際会議場

「越境を考える――その課題と可能性」
発表者：
「ペーパードーム―神戸のその後から」

羅

紅光（中国社会科学院）

「近世磁器生産における日本と中国の影響関係」

野上

建紀（長崎大学）

「華人新世代の中国留学」

奈倉

京子（静岡県立大学）

「長崎華僑―そのネットワーク、地域空間及び文化形成」
「越境する中国帰国者」

南

王
誠

維（長崎大学）
（長崎大学）

討論者：西原和久（成城大学）・櫻井義秀（北海道大学）
司

会：中村則弘（長崎大学）

１７：４０～１８：３０

総会

１９：００～２１：００

懇親会

長崎ブリックホール３階・国際会議場
ベストウェスタンプレミアホテル長崎３階

懇親会費：学生 3000 円、一般 4000 円

6 月５日(日)
9：0０～

受付開始

9：1５～１０：30

長崎ブリックホール３階・会議室１の前
自由報告（１）

セッションＡ

長崎ブリックホール３階・会議室１
司会

南

誠（長崎大学）

「神戸華僑のアイデンティティと神戸中華同文学校
―神阪京華僑口述記録研究会編『聞き書き・関西華僑のライフヒストリー』の分析から」
門永

美保（京都女子大学）

「中国帰国者二世三世による中国帰国者一世に対する支援活動
―『自助』組織のもつ意味と役割」
郭

文琪（大阪大学）

「外国人研修生・技能実習生から見た日本の企業文化
―岐阜県で行った現地調査の結果を通して」
王

セッションＢ

武雲（岐阜市立女子短期大学）

長崎ブリックホール３階・会議室３
司会

李

妍焱（駒沢大学）

「中国メディアの『世論による監督』―インターネット普及以前の状況を中心に」
西本

紫乃（北海道大学）

袁

帥（横浜市立大学）

「中国社会における草の根 NGO と企業
―農民工権益の改善におけるパートナーシップの可能性についての考察」

2

「異文化経営の再考―企業エスノグラフィー研究からの示唆」
朱

セッション C

藝（筑波大学）

長崎ブリックホール３階・会議室５
司会

坂部

晶子（名古屋大学）

「錯綜する民族境界―中国傣族の観光化を事例に」
林

梅(関西学院大学）

「中国浙江省における教会取締りからみた習近平政権の宗教政策」
佐藤

千歳（北海商科大学）

「北方少数民族移民第二世代のアイデンティティの形成
―中国北京の成人モンゴル人の事例分析」
賽漢卓娜（長崎大学）

10：40～12：20

自由報告（２）

セッション D

長崎ブリックホール３階・会議室１
司会

王

維（長崎大学）

「日本と中国の協同組合と農村救済―比較歴史社会学的考察」
穐山

新（茨城県立中央看護学校）

「チャイニーズネスの所有と定義をめぐるポリティクス
―中華民国期の武術運動における強種と健身の対立を事例に」

池本

淳一（松山大学）

「環境・資源・エネルギー問題の文脈における中国」
尾形

清一（京都大学）・松木

孝文（大同大学）

「両義補完と生生流転にもとづく社会学を求めて―共存と調和をめぐるアジア的視点」
中村

セッション E

則弘（愛媛大学）

長崎ブリックホール３階・会議室３
司会

唐 燕霞（愛知大学）

「中国都市の在宅高齢者の生活と社区サービスの実態―西安市での調査を事例に」
劉

念（神戸大学）

「台湾における障害者支援の現状と課題―NPO 活動から見える支援のあり方」
上村

明（大阪教育大学）

「高齢者施設における医養結合について―上海市を中心に」
董

申琪（大阪大学）

鳳月（大阪大学）・大谷

順子（大阪大学）

「中国における介護保障制度の創設に向けた取り組みと課題」
李

セッション F

長崎ブリックホール３階・会議室５
司会

永野

武（松山大学）

「中国における高等教育グローバル化の影響」
大谷
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順子（大阪大学）

「中国四川省北川県におけるディザスターツーリズム開発に関する研究―災害教育を中心に」
高

欣（大阪大学）・大谷

順子（大阪大学）

「現代中国における大学選択前までの教育投資―企業家と『事業単位』の父親の相違を中心に」
劉

楠（山形大学）

「学校を中退したあとの若者―中国農村中学校の退学者のインタビューを通して」
劉

１２：３０～１３：３０
１３：３０～１６：００

理事会

麗鳳（日本大学）

長崎ブリックホール３階・会議室４

中日社会学学会専門委員会設立記念シンポジウム
長崎ブリックホール３階・会議室１～３連結

「中国社会学の課題と展望」
発表者：
「グローバル化と厦門自由貿易試験区―発展社会学の視点から」
鄧

蓉（アモイ大学）

「21 世紀中日関係の深化に向けた民間文化交流の実態と分析
―「料理教室」を中心に」
張

雅意（北京第二外国語学院日語学院）

「中日農村工業化の最新進展についての比較研究」
周

偉宏（北京外国語大学）

「台湾における社会組織と高齢者の社会参加に関する研究
―揚昇慈善基金会としての事例研究」
荘

家怡（輔仁大学）

「内モンゴルの牧畜社会における資源開発をめぐる問題に関する研究
―ダルハン・モーミンガン旗の事例より」
楊

常宝（内蒙古大学）

「地域社会における草の根 NPO の成長と困難－事例研究に基づいて」
鄭

南（吉林大学）

討論者：西原和久（成城大学）・中村則弘（長崎大学）・南裕子（一橋大学）・
李妍焱（駒澤大学）・唐燕霞（愛知大学）・坂部晶子（名古屋大学）・
尾形清一（京都大学）
司

会：首藤明和（長崎大学）

１６：００～

閉会式

長崎ブリックホール３階・会議室１～３連結

大会担当理事挨拶：唐燕霞（愛知大学）・坂部晶子（名古屋大学）
大会実行委員長挨拶：首藤明和(長崎大学)
次年度大会開催校挨拶
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■宿泊施設及び食事について
長崎市は比較的コンパクトな規模の観光都市で、宿泊施設は多数あります。ただし、昨今の旅行
ブームのこともありますので、お早めに各自でご手配いただきますようお願いいたします。
長崎市内の移動は路面電車が頻繁に出ていて、わかりやすく便利です。会場の長崎ブリックホー
ルに最寄りの「茂里町」停車場へは、長崎駅周辺からは約 10 分、新地周辺からは約 20 分、グラバ
ー邸周辺からは「築町」停車場乗り換えで約 30 分の所要時間です。
タクシーから会場へは、駅や新地周辺のホテルであれば、1000 円～2000 円程度です。
大会会場での食事は、ブリックホール近隣のココウォーク（ショッピングモール）に飲食店が多
数あります。また、コンビニも近くにあります。
■大会連絡先
〒852-8521

長崎市文教町１－１４

長崎大学多文化社会学部

首藤明和

Mail：shuto@nagasaki-u.ac.jp
TEL/FAX: 095-819-2921 （研究室直通）
■会場へのアクセス
長崎空港から
長崎空港から長崎市内へは、到着ターミナル出てすぐのバス停より出ている高速バスが大変
便利です。予約は必要ありません。コンパクトな空港なので、バス停への移動に時間がかかり
ません。
会場の長崎ブリックホールへは、４番乗り場のバスにご乗車いただき、「茂里町」バス停（コ
コウォーク茂里町バス停）で下車ください（約 50 分）。
長崎市内の新地や JR 長崎駅に行く場合、5 番乗り場でバスにご乗車ください（約 40 分）。
長崎大学や浦上に行かれる場合には４番乗り場から乗車してください。
料金は、片道 900 円ですが、往復で乗る場合には 2 回券（1600 円）がお勧めです。自動券売
機やバス運転手より購入することができます
福岡方面からの移動
JR 博多駅から特急かもめが長崎駅まで出ています。終着駅の長崎駅より１駅前が浦上駅です。
浦上駅から会場の長崎ブリックホールへは徒歩５分です。
福岡空港からは「九州号」という高速バスが出ています。所要時間は 2 時間半くらいです。
ご乗車の際は予約が必要です。以下をご覧ください。
「九州急行バス」（http://www.nishitetsu.ne.jp/kyushugo/reservation/）
自動車の場合
ブリックホールや近隣のココウォークには有料駐車場があります。
レンタカーの場合、福岡空港で借りて、長崎空港で返却しても、乗り捨て料金がかからない
会社もあります。
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■会場付近の地図
①大会会場（長崎ブリックホール）

長崎ブリックホール
〒852-8104

長崎市茂里町 2-38

TEL.095-842-2002
FAX.095-842-2330
Mail.info@brickhall.jp
＜アクセス＞
•ＪＲ浦上駅から徒歩 5 分
•路面電車あるいはバス：茂里町停留所下車徒歩 3 分
＜隣接市営有料駐車場＞
•駐車場収容台数： 152 台
•出入庫時間： 8:00〜22:00
•料

金： 最初の 30 分 130 円、その後 30 分毎に 120 円
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・大会会場：長崎ブリックホール３階

・大会一日目：「国際会議場」（記念講演、大会主催校企画シンポジウム、総会）
「会議室２」「ラウンジ」（会員控室）
「会議室１」（理事会室）
・大会二日目(午前)
「会議室１」「会議室３」「会議室５」（自由報告）
「会議室２」「ラウンジ」（会員控室）
「会議室４」（理事会室）
・大会二日目(午後)
「会議室１・２・３連結」（中日社会学学会専門委員会設立記念シンポジウム）
「ラウンジ」（会員控室）
「会議室４」（理事会室）
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