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20!4年度京都大学南京大学
社会学人類学若手ワークショップ

第 1日 8月12日（火） 12:30開場 13:00開会 18:30閉会

第 2日 8月13日（水） 08:30開場 09:00開会 12:00閉会

会 場 京 都 大 学 文 学部新館第一講義室

一第1日 日本と中国の近現代の諸相ー
開会の挨拶 13:00～13:05 
第 1部人の移動と地域 13:05～14:30 
「創造」乱象 交錯する社会ロジック視角下の計画発展－・州漢方薬剤集散市場の事例研究

イ専埼（南京大学社会学院博士課程）

東北農村における奉公移動の考察－1920～60年代の山形県庄内地方を中心に

阿部友香（京都大学大学院文学研究科－博士後期課程）

戦後日本をめぐる台湾籍者の移動一占領期を中心として（1945-52年）

亙説 （京都大学大学院人間・環境学研究科・博士後期課程）

第 2 部社会学から見~日本と中国 14:45～15:45 
社会の高齢化が青年層に与えるダメージ一日本の失われた 10年は中国で起きるのか？

苗国（江蘇省社会科学院・助理研究員 兼 南京大学社会学院博士課程）

日本と中国におけるヴェーパー受容の問題性

羅太）1頃（京都大学大学院人間・環境学研究科・博士後期課程／日本学術振興会特別研究員）

第 3部社会の再生産 16:00～17:00 
f一人っ子夫婦」のニ人目出産意思とその関係因子

貴志科（河北大学政法学院社会学系・講師 兼 南京大学社会学院博士課程）

道徳の標準を求めて一明治日本の道徳教育

林子博（京都大学大学院教育学研究科－博士後期課程）

第4部評者の研究組介 17:15～18:00 
日本の生態人類学とアフリカ熱帯雨林

坂梨健太（同志社大学グ、ローパル－スタディーズ研究科－日本学術振興会特別研究員）

サハリン島と台湾島から見る境界地域史

中山大将（北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター・日本学術振興会特別研究員）

「中国哲学史Jの描き方について

福谷彬（京都大学大学院文学研究科・日本学術振興会特別研究員）

北朝鮮の社会政治的生命体論について

萎海日（京都大学大学院人間－環境学研究科－博士後期課程）

日中におけるこれまでの周作人研究について

山口早苗（東京大学大学院総合文化研究科・博士後期課程）

総合討誼 18:00～18:30 
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一第2日現代中国社会の諸相一
第581 現代中国をめぐ~関係とネットワーク 09:00～10:00 
現代中国青年の親密関係の「スーパーマーケットイじ」一結婚恋愛雑誌の経年的比較分析に基づいて

葉青（南京大学社会学院・修士課程）

タイ華人社会と中国ムスリムネットワーク

王柳蘭（京都大学白眉センター／京都大学地域研究統合情報センター・特定准教授）

第 681 現代中国の陪践と民族 10:15～11:15 
エリートの制度的交替と階級対立意識一国営企業 Lを事例として

陳勇（安徽師範大学法学院講師 兼 南京大学社会学院博士課程）

揺れ動くエスニック・アイデンティティー「田族」と「田民Jの聞で

第7部評者の研究紹介
移民社会におけるノスタルジアー南洋華人の事例を中心に

県外在住の沖縄県出身者の故郷との宗教的連帯

今中崇文（国立民族学博物館－外来研究員）

11:15～11:40 

ネ嬰田涼子（育英短期大学－准教授）

平井芽阿里（園皐院大学文学部－日本学術振興会特別研究員）

福島第一原発事故の原子炉爆発映像からみるジャーナリズムのありかた

矢内真理子（同志社大学社会学研究科－博士後期課程／日本学術振興会特別研究員）

総合討誼

閉会の挨拶

趣旨ほか

11:40～11:55 

11:55～12:00 

－京都エラスムス計画を契機に2011年度から始まった本ワークショップは、京大で2度目、南京大開催と合わせて4度目の開

催となりました。人文社会科学の若手研究者が地域、分野を越えて「自分の母語で考え、アジアの言語で分かち合うこと」を

目標とし交流を続けてきました。

－使用言語は、日本語と中国語です。中国語報告には日本語訳のハンドアウトを用意し、コメント・総合討論時には日中通訳

がつきます。中国語の能力のない方も安心してご参加できます。

－事前申し込みや参加費は不要です。

－お問い合わせ先： 福谷彬（valhap@gmail.com) 亙観（winifredliang0424@gmail.com) 

中山大将（nkym@slav.hokudai.ac.jp)

主催
－京都大学文学研究科

－京都大学人文科学研究所附属現代中国研究センター

．京都大学アジア研究教育ユニット

鐙盤
－一般財団法人東方学会「若手研究者の研究会等支援事業」
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2014 年度京都大学南京大学
社会学人类学研究生论坛
第 1 天 8 月 12 日（周二） 12: 30 开场 13: 00 开幕 18: 30 闭幕

第 2 天 8 月 13 日（周三） 08: 30 开场 09: 00 开幕 12: 00 闭幕

会主暴 京都大学文学部新馆第一讲义室
I －＂去Z

l J 0 

一第 1 日 中国与日本的近代一

开幕词 13: 00~ 13: 05 

第 1 部移动与地域 13: 05~ 14: 30 

“制造”乱象：交织的社会逻辑视角下的规划发展一一毫州中药材集散市场的个案研究

傅琦（南京大学社会学院，博士研究生）

关于在日本东北农村“奉公（家佣〉”移动的考察一一以 20 世纪 20-60 年代的山形县庄内地区为中心

阿部友香（京都大学大学院文学研究科，博士研究生）

战后台湾籍人士的移动一一以联合国占领期（1945-52 年）的日本为中心

巫规（京都大学大学院人间·环境学研究科，博士研究生）

第 2 部 从社会学来看的中国与日本 14: 45~ 15:“ 
人口老龄化对青年群体的冲击：日本失去的十年会在中国上演吗？

苗国（南京大学社会学院，博士研究生／江苏省社会科学院，助理研究员）

中日韦伯学的比较与错误继受

罗太｝I顷（京都大学大学院人间·环境学研究科，博士研究生／日本学术振兴会特别研究员）

第 3 部社会的在产生 16: 00~ 17: 00 

“单独夫妇”的二胎生育意思、及其相关因素

贾志科（南京大学社会学院，博士研究生／河北大学政法学院社会学系，讲师）

探求道德的标准一一浅谈日本明治时代的道德教育

林子博（京都大学大学院教育学研究科，博士研究生）

第 4 部 点评人的研究介绍 17: 15~ 18: 00 
日本的生态人类学与非洲热带雨林

放梨健太（同志社大学全球研究科 日本学术振兴会特别研究员）

从萨哈林岛以及台湾岛来看的边界地域史

中山大将（北海道大学斯拉夫欧亚研究中心，日本学术振兴会特别研究员）

关于“中国哲学史”的叙述方法一一胡适与冯友兰的比较

关于朝鲜的政治生命体论

中日周作人研究评述

综合讨论

8 

福谷彬（京都大学大学院文学研究科，日本学术振兴会特别研究员）

姜海日（京都大学大学院人间·环境学研究科，博士研究生）

山口早苗（束京大学大学院综合文化研究科，博士研究生〉

18: 00~ 18: 30 



一第 2 日 现代中国社会一

第 5 部现代中国的关系与网络 09: 00~ 10: 00 

当代中国青年亲密关系的“超市化”转型一一基于婚恋杂志的历时性比较分析

叶青（南京大学社会学院，硕士研究生）

泰国华人移氏社会与回族网络 （没有中文原稿）

王柳荫（京都大学白眉中心／京都大学地域研究统合情辄中心·特定准教授）

第 6 部现代中国的阶级与民族 10: 15~ 11: 15 

精英的制度性更替与阶级冲突意识一一以 L 国企为例

陈勇（南京大学社会学院，博士研究生／安徽师范大学法学院，讲师）

变动中的族群认同一一在“回族”与“回氏”之间

今中崇文（国立氏族学博物馆，外来研究员〉

第 7 部 点评人的研究介绍 11: 15~ 11: 40 

在移氏社会的 nostalgi a：以南洋华人为中心

樱田凉子（育英短期大学，副教授）

居住县外的冲绳人和故乡之间的宗教性联系

平井芽阿里（国学院大学文学部，日本学术振兴会特别研究员）

从福岛第一核电站事故的原子炉爆炸图像来看日本传媒业的应有状态

矢内真理子（同志社大学社会学研究科，博士研究生／日本学术振兴会特别研究员）

综合讨论 11: 40~ 11: 55 

闭幕辞 11: 55~ 12: 00 

宗旨

以京都伊拉斯误计划为契机开始的本论坛，今年是第二次在京都大学举行，连同之前在南京大学举行的

两届，今年已经是第四届。我们的宗旨是让更多人文社会科学年轻研究者能够跨地域跨学科地进行交流，“通

过自己的母语思考，利用亚洲的语言相互理解”。

主催

－京都大学文学研究科

－京都大学人文科学研究所附属现代中国研究中心

·京都大学亚洲研究教育机构（KUASU)

后援

－一般财团法人东方学会「年轻研究者支援事业」

9 



苗国 陳勇 中山大将坂梨健太責志科 今中 崇文 林子 博萎 海日 福谷 彬

堀 江 未 央山口早苗葉青 侍埼 落合恵美子平田昌司星観矢内真理子 羅太）噴

2014年8月12日

ワークショップ記念写真と討論の様子

治括妃念照片以及現場吋治的情景

（敬称略）

報告論文　日本語



披告治文 中文

中山大将 今中崇え 貫，ち科 林子博王柳三 除勇

叶青 侍埼標田J京子山口早苗平田昌司 失内兵理子平井茅町里苗困美海日 桶谷彬

2014年 8月 13日

合土云記念照片以及現場吋合的情景

ワークショップ記念写真と討論の様子

（敬称札略）



研究紹介

2014年 8月 12日

ワークショップと交流会の様子

治括的情景及玲土云后的交流会

日本語



研究介紹

2014年 8月 13日

治括的情景及玲土云后的交流会

ワークショップと交流会の様子

中文



ワークショップの感想

治t云的感想

2014年8月14日

参ヌ見日本国立氏族学博物館的情景

国立民俗学博物館見学の様子
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執筆者

執筆者抗篭者

福，~ 材P 福谷彬
-u i FUKUTANI Akira 

京都大学大学院文学研究科博士後期課程／日本学術振興会特別研究員 ＊本企画代表者、編者
京都大学大学院文学研究科博士研究生／日本学木振央会特別研究員 台本iり云代表，編者
Doctoral Course Student, Graduate School of Letters, Kyoto University I JSPS Researcher 

傍 E青侍碕
FU Qi 

雨京大学人類学研究所博士課程
南京大学人美学研究所博士研究生
Doctoral Course Student, School of Social and Behavioral Science, Nanjing University 

阿雫 友香阿部友香
ABEYuka 

京都大学大学院文学研究科博士後期課程
京都大学大学院文学研究科博士研究生
Doctoral Course Student, Graduate School of Letters, Kyoto University 

亙2 青見 ~i:!n
京都大学大学院人悶．環境学研究科博士後期謀程＊編者
京都大学大学院人（司王司：境学研究科博士研究生 ＊繍者
Doctoral Course Student, Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University 

苗圃苗困
ーiiiiiiiil MIAO Guo 

南京大学社会学院社会学専攻修士課程／江蘇省社会科学院助理研究員
南京大学社会学院博士研究生／江亦省社会科学院助理研究員
Doctoral Course Student, School of Social and Behavioral Science, Nanjing University 

太順歩太Jll買
LUO Taishun 

京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程／日本学術振興会特別研究員
京都大学大学院人間琢境学研究科博士研究生／日本学木振夫会特別研究員
Doctoral Course Student, Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University I JSPS Researcher 

置置司＝甚之1頁志科
ι瓦ヨL 内診‘句、T JIAZhike 

南京大学社会学院社会学専攻博士課程／河北大学政法学院社会学系講師
南京大学社会学院博士研究生／河北大学政法学院社会学系i井姉
Doctoral Course Student, School of Social and Behavioral Science, Nanjing University 

林子博林子博
』 ・言r LIN Zibo 

京都大学大学院教育学研究科博士後期課程
京都大学大学院教育学研究科博士研究生
Doctoral Course Student, Graduate School of Education, Kyoto University 

叶音葉青
．圃 E YE Qing 

南京大学社会学院社会学専攻修士課程
南京大学社会学院碩士研究生
Master Course Student, School of Social and Behavioral Science, Nanjing University 



.tJt）三者

田堕掴 WANG Liulan 王柳蘭王世
京都大学白眉センター／京都大学地域研究統合情報センター特定准教授／京都大学博士（人間・環境学｝
京都大学白眉中心／京都大学地域研究統合情報中心，特定准教授／京都大学博士（人間琢境学）
Associate Professor, The Hakubi Center for Advanced Research & CIAS, Kyoto University 

隙勇陳勇
唱’咽，J CHENYong 

南京大学社会学院社会学専攻博士課程／安徽師範大学法学院講師
南京大学社会学院博士研究生／安徽姉活大学法学院i井姉
Doctoral Course Student, School of Social and Behavioral Science, Nanjing University 

A 叶， E皇τケ今中崇文
I ・ 1’ ~ ...、 J扇町 IMANAKA Takafumi 

国立民族学博物館外来研究員
日本国立民族学博物情タ卜来研究員
Visiting Researcher, National Museum of Ethnology 

坂梨健太坂梨健太
コ咽S SAKANASHI Kenta 

同志社大学グローバル・スタディーズ研究科・日本学術振興会特別研究員／京都大学博士（農学｝
同志社大学全球研究科日本学木振央会特別研究員／京都大学博士（衣学）
JSPS Researcher, Doshisha University Graduate School of Global studies/ Dr of Agricultural Science 

山大将中山大将
句 NAKAYAMATaisho 

北海道大学スラブ研究センター・日本学術振興会特別研究員／京都大学博士（農学｝ ＊編者
北海道大学斯控夫欧亜研究中心日本学木振央会特別研究員／京都大学博士（衣学） ＊編者
JSPS Researcher, SRC, Hokkaido University/ Dr of Agricultural Science 

菱海日萎海日
JIANG Hairi 

京都文学大学院入間・I農民学研究制博士後期課程
京都大学大学院人間琢境学研究科博士研究生
Doctoral Course Student, Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University 

山口早苗山口早苗
一冒A YAMAGUCHI Sanae 

東京文字文学院総邑文ft研究制1喜主後期課程
東京大学大学院集合文化研究科，博士研究生
Doctoral Course Student, Graduate School of Arts and Sciences, Tokyo University 

嬰回 涼子楼田涼子
、a SAKURADA Ryoko 

育英短期大学准教授／博士（文学｝
育英短期大副教授／博士（文学）
Associate Professor, IKUEI Junior College/ Dr of Letters 

主眼’~圭堂町S 田平井芽阿里
I II .A v’羽二宜主 HIRAI Meari 

困亭院大学大学院文学研究科・日本学術振興会特別研究員／博士（文学｝
国学院大学大学院文学研究科日本学木振央会特別研究員／博士（文学）
JSPS Researcher, Graduate School of Letters, Kokugakuin University/ Dr of Letters 

内妻理子；~A言里子1 ariko 
同志社大学社会学研究科博士後期課程／日本学術振興会特別研究員
同志社大学社会学研究科博士研究生／日本学木振央会特別研究員
Doctoral Course Student, Doshisha University Graduate School of Social Studies I JSPS Researcher 
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