
大東文化大学東洋研究所国際交流講演会開催一覧

開催日 曜日 時間 会場 テーマ 講師 講師身分

1 1983.06.22 水 板橋校舎中会議室 ベトナム社会主義共和国における歴史研究について ヴァン・タオ
ベトナム社会主義共和国社会科学委員会
史学院院長

2 1984.07.05 木 板橋校舎 古代中国における親族構造と国家構造 ﾚｵﾝ･ｳﾞｧﾝﾃﾞﾙﾒｰﾙｼｭ
日仏会館フランス学長、フランス国立高等研
究院教授

3 1985.10.30 水 14:00～
板橋校舎50周年記念館4階小会議
室

現代国際関係研究所の機構と研究の現状 奚志豪 現代国際関係研究所助理研究員（講師）

4 1985.10.30 水 14:00～
板橋校舎50周年記念館4階小会議
室

中日関係の現状と日本に対する見方・期待 劉江永 現代国際関係研究所助理研究員（講師）

5 1986.04.25 金 17:00～ 大東文化会館 インド文明と民主主義 ラジニ・コタリ
The Centre for the Study of Developing
Societies 教授　ｲﾝﾄﾞ政治学者

6 1986.07.09 水 大東文化会館 中国の対朝鮮半島政策 陶炳蔚 中国国際問題研究所アジア太平洋室主任

7 1987.07.06 月 14:00～ 大東文化会館4階小会議室 今日のパキスタン アスラーム･シャー カラチ大学社会問題学科長、準教授

8 1987.11.25 水 15:00～ 大東文化会館4階第1会議室 内蒙古の少数民族の生活と文化 巴達栄嗄（ﾊﾞﾀﾙﾝｶﾞ）
中華人民共和国内蒙古自治区社会科学院
顧問

9 1989.07.10 月 15:00～ 大東文化会館第2会議室 インドから見たアジア太平洋時代 V. D. チョプラ
アジア太平洋国際研究所〔ｲﾝﾄﾞ･ﾆｭｰﾃﾞﾘｰ〕
副所長、教授

10 1989.10.12 木 大東文化会館特別会議室 近代日本における華僑社会の形成 陳昌福 上海師範大学歴史系副教授

11 1990.10.23 火 17:30～ 大東文化会館特別会議室 アジア・太平洋地域の新しい枠組みについて 陳啓懋
中国上海国際問題研究所所長、上海国際
学会会長

12 1992.07.07 火 板橋校舎研究管理棟4階中会議室 近代経学と政治 湯志釣 上海社会科学院歴史研究所前所長

13 1992.12.08 火 大東文化会館特別会議室
災害管理―1990年イラン地震後における社会経済問
題

メフディ･ターレブ

14 1993.10.14 木 13:00～ 板橋校舎研究管理棟4階中会議室 中国人の「忍」―内容・方式・限度 馬宏偉
内蒙古師範大学〔中国〕、東洋研究所客員
研究員

15 1994.02.18 金 15:00～ 大東文化会館3階特別会議室 台湾の現状と将来の展望 洪樵榕 二松学舎大学教授
16 1994.10.31 月 板橋校舎1号館3階･LL教室(2) 中国における人口の変動からみた少数民族問題 胡起望 中央民族大学〔中国〕民族研究所教授
17 1995.02.04 土 16:00～ 大東文化会館特別会議室 韓国仏教の現状 金知見 韓国精神文化研究院　文学博士
18 1995.10.26 木 15:00～ 板橋校舎研究管理棟3階会議室 中国の簡体字について 張明輝 二松学舎大学教授
19 1996.02.24 土 大東文化会館4階大会議室 ヒンドゥー彫刻における母なる女神 シリル・バリヤト 上智大学助教授
20 1996.06.15 土 15:00～ 大東文化会館4階大会議室 タイ仏教の歴史と現状 ターナヴット･ビック ダンマカーヤ寺比丘
21 1997.02.22 土 15:00～ 大東文化会館4階大会議室 アメリカと日本の百年 ウィリアム･スティール 国際基督教大学教授

22 1997.12.04 木 14:00～
板橋校舎1号館4階402号室ﾊﾟｿｺﾝ
ﾙｰﾑ

日本からオランダに渡った1188枚の写真コレクション
について

ﾍﾙﾏﾝ･J･ﾑｰｽﾊﾙﾄ オランダ国立ライデン大学

23 1998.02.21 土 15:00～ （大東文化会館） 21世紀における台日文化交流について 何瑞藤 国立台湾大学教授

24 1998.12.10 木 15:00～ 板橋校舎研究管理棟3階会議室 韓国宗教界の現状と問題点 金漢益（キムハンイク）
東方学院講師・東京大学東洋文化研究所
協力研究員

25 1999.02.20 土 15:00～ 大東文化会館4階大会議室 中国に関して何を問うべきか クルト・W・ラドケ
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教
授

26 1999.06.26 土 15:00～ 大東文化会館4階大会議室 19世紀初頭の日本人の生活と文化 ﾑｲｰﾇｯﾃﾞｨｰﾝ･ｱｷｰﾙ 東京外国語大学客員教授
27 2000.02.19 土 15:00～ 大東文化会館4階大会議室 科挙制度と現代中国教育の問題点 叢小榕 大東文化大学国際関係学部講師

28 2000.12.07 木 16:00～ 東洋研究所共同研究室
16世紀末期～20世紀初頭日中両国における西洋文
化導入の比較－科学技術文献を中心とする－

李素槙
東海大学外国語教育ｾﾝﾀｰ中国語講師
成城大学日中文化比較非常勤講師

29 2001.02.17 土 15:00～ 大東文化会館4階大会議室
ドイツ人の目で見た日本の社会運動とその政治的役
割

ヴィリアム・フォッセ
国際基督教大学教養学部社会科学科助教
授

30 2001.12.06 木 14:30～ 東洋研究所共同研究室 最近のオランダの人口動態について アントン・フェルコフ 日蘭学会講師

31 2002.02.23 土 15:00～ 大東文化会館4階大会議室 私の日本美術史研究 リチャード・ウィルソン 国際基督教大学教養学部人文科学科教授

32 2002.06.22 土 15:00～ 大東文化会館4階中会議室 敦煌漢文仏教文献の価値について 李徳龍 中央民族大学〔中国〕教授　図書館長
33 2003.02.22 土 15:00～ 大東文化会館4階大会議室 私の日本研究―戦後民主主義の源流 Ｍ.ｳｨﾘｱﾑ･ｽﾃｨｰﾙ 国際基督教大学教養学部社会科学科教授

34 2003.06.21 土 15:00～ 大東文化会館4階大会議室
明治前期における中国人が作成した日本地図
―『日本環海険要図誌』を中心に―

王宝平
浙江大学日本文化研究所教授、現二松学
舎大学大学院特任教授

35 2004.02.21 土 15:00～ 徳丸研究棟3階会議室 紅に映る涙－王朝文学の詩的言語－ ｸﾘｽﾃﾜ･ﾂﾍﾞﾀﾅ ｲﾘｲﾜ 国際基督教大学教養学部教授

36 2004.06.19 土 15:00～ 徳丸研究棟3階会議室 伊勢物語の視覚的享受史 ｼﾞｮｼｭｱ．Ｓ．ﾓｽﾄｳ
ブリティッシュ・コロンビア大学〔カナダ〕アジ
ア研究科教授

37 2005.02.19 土 15:00～ 徳丸研究棟3階会議室 中国における対日世論と感情の動向 石　平 （有）ＰＰＣ研究所　取締役

38 2005.06.18 土 15:00～ 徳丸研究棟3階会議室 清代の秀女選抜制度について 趙令志
中央民族大学〔北京〕歴史系副教授　歴史
学博士

39 2006.02.18 土 15:00～ 徳丸研究棟3階会議室 日本近代小説の一ジャンルとしての私小説 トゥンマン･典子
スウェーデン･ヨーテボリ大学アジア･アフリカ
語学科日本語科教授

40 2006.06.17 土 15:00～ 大東文化会館4階 K-0404研修室 凧揚げについて ﾏｽﾞﾊﾙ･ｲｸﾊﾞｰﾙ･ﾀﾞｰﾆｼ
大東文化大学国際関係学部国際文化学科
非常勤講師

41 2007.02.17 土 15:00～ 大東文化会館4階 K-0404研修室
通訳教育から考えた日中両国間の文化的違いにつ
いて

劉麗華 吉林大学〔中国〕外国語学院教授

42 2008.02.16 土 15:00～ 大東文化会館4階 K-0401研修室 オランダ商館長日記に見る日蘭関係 ｲｻﾍﾞﾙ・ﾌｧﾝ・ﾀﾞｰﾚﾝ 財団法人日蘭学会　渉外・学芸担当
43 2009.02.21 土 15:00～ 大東文化会館4階 K-0404研修室 東アジアの将来像：共同体か共異体か ウェッブ・ジェイスン 東京大学東洋文化研究所准教授

44 2010.02.20 土 15:00～ 大東文化会館3階 K-0302研修室
通訳者としてのプロ意識の生む通訳者の存在価値と
は―中・日通訳トレーナーの視点から―

張宇澄
大連外国語学院日本語学院〔中国〕 専任
講師

45 2011.02.19 土 15:00～ 大東文化会館3階 K-0302研修室
東西の古典における「見る」ことの呪性と恋愛
―神話的原型より文学的トポスへ―

ルカ・カッポンチェッリ
カターニア大学〔イタリア〕外国語外国文学
学部講師

46 2012.02.18 土 15:00～ 大東文化会館3階 K-0401研修室 韓国の先祖供養 釋　悟震
東方学院講師
東方研究会研究員

47 2013.02.16 土 15:00～ 大東文化会館3階 K-0401研修室 与謝野晶子と私 ｼﾞｬﾆｰﾝ・ﾊﾞｲﾁﾏﾝ 本学英米文学科教授
48 2014.02.15 土 15:00～ 大東文化会館3階 K-0302研修室 東京裁判：歴史の犯罪化 エリオット・ミルトン 駐日アイルランド大使館二等書記官

49 2015.02.28 土 15:00～ 大東文化会館4階 K-0401研修室
カール・ハウスホーファーの地政学理論と
　　　　　　　　　日本の「大東亜共栄圏」構想

ｸﾘｽﾃｨｱﾝ･W.ｼｭﾊﾟﾝｸﾞ 本学外国語学部准教授

50 2016.02.20 土 10:30～ 大東文化会館4階 K-0401研修室
激動の中東とイランの変革
：イランは「フツウ」の国になれるか

ｱﾌﾞﾄﾞﾘ･ｹｲﾜﾝ
神奈川大学
アジア研究センター研究員

51 2017.02.18 土 10:00～ 大東文化会館3階 K-0302研修室 朝鮮朱子学の特質～心に対する研究～ 金　光来
東京大学大学院
人文社会系研究科助教

52 2018.02.17 土 10:00～ 大東文化会館3階 K-0302研修室
江戸初期の東照宮三十六歌仙扁額
 ―群馬県世良田東照宮本の伝来と系統―

オレグ・プリミアーニ
大東文化大学
外国語学部日本語学科非常勤講師

53 2019.02.23 土 10:00～ 大東文化会館3階 K-0302研修室 ハラールと日本におけるハラール事情 ムハマド・ズベル
大東文化大学
国際関係学部国際文化非常勤講師



開催日 曜日 時間 会場 テーマ 講師 講師身分

54 2020.02.22 土 10:00～ 大東文化会館3階 K-0302研修室
宗教儀礼に見る仙薬としての茶
―「称名寺聖教」を中心に―

張　名揚
実践女子大学 文芸資料研究所
客員研究員

55 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点より、開催中止。


