
１３：００～１３：０５

1 1014111101 池田　翔一 交際費課税に関する一考察 千葉客員教授 １３：０５～１３：１５

2 1014111102 郭　琳
所得概念における所得区分の在り方についての
一考察

千葉客員教授 １３：１５～１３：２５

3 1014111104 藤井　洋行 無償取引規定の適用範囲に関する一考察 千葉客員教授 １３：２５～１３：３５

4 1014111105 八木　俊樹 租税法規不遡及に関する一考察 千葉客員教授 １３：３５～１３：４５

5 1014101101 王　霞 環境と経済両立：中国エネルギー戦略 馬田教授 １３：４５～１３：５５

１３：５５～１４：００

1 高橋　豊 日本の文化外交の将来戦略
（紹介教授）
松田 教授

１４：００～１４：３０

1 1004071101 左  咏梅

中国における外資系企業の会社名、製品名の研
究

武内客員教授 １４：３０～１５：００

１５：００～１５：０５

論文提出による博士の学位申請者

課程による博士の学位申請者

指導教授NO. 学籍番号

休憩

博士後期（博士）課程：開発問題専攻

閉会挨拶

博士後期（博士）課程 ： 発表時間 ２０分、質疑応答 １０分

　標記のことについて、下記のとおり行います。

　※ 発表時間は、都合により繰り上がる場合があります。

記

博士前期（修士）課程：国際開発専攻
博士後期（博士）課程：開発問題専攻

２０１２年秋学期　大学院国際協力研究科 学位論文公開発表会

会場責任者（司会・進行他）　伊藤　敦司　准教授　

博士前期（修士）課程 ： 発表時間 ７分、質疑応答 ３分

開会挨拶・発表ルール説明

発表時間

日時：２０１３年１月１６日（水）１３：００～１５：０５

会場：八王子キャンパス　Ｆ２５１教室

申請者氏名 論文題目



１３：００～１３：０５

1 1014112101 大沢 友花里
ピット・リバース博物館における日本コレク
ションの研究

楠家教授 １３：０５～１３：１５

2 1014112102 韓　氷
1981年の映画「魯迅伝」に見る魯迅評価につい
て

小山教授 １３：１５～１３：２５

3 1014112103 金　黎琳
新語から見る韓流分析
―日本（語）への浸透を中心に―

鄭准教授 １３：２５～１３：３５

4 1014112104 小山　菜摘 「あくた」の流れ 玉村教授 １３：３５～１３：４５

5 1014112105 嶋崎　雄輔
疑問副詞「どうして・なぜ・なんで」の語用論
的用法

金田一教授 １３：４５～１３：５５

１３：５５～１４：００

6 1014112106 隋　春珊
条件表現に関する日中対照
―「たら」を中心に―

今泉教授 １４：００～１４：１０

7 1014112107 高畑　伸子

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ評価を用いた形成的評価による日本語
口頭表現の運用力育成
―CEFR,JFｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ、日本語Can-doとの照合と応
用から―

金田一教授 １４：１０～１４：２０

8 1014112108 陳　業
「N＋の＋前（まえ）」と「N＋前（まえ）」に
ついての研究

今泉教授 １４：２０～１４：３０

9 1014112109 田　帥
現代中国語の新受身表現「被XX」について
―「被」の新しい使用法に関する研究―

今泉教授 １４：３０～１４：４０

10 1014112111 由　欣玉
中国語介詞“在”と日本語格助詞「に」、
「で」の対照研究

今泉教授 １４：４０～１４：５０

11 1014102110 劉　項霏 中国語母語話者の日本語に見られる误用分析 玉村教授 １４：５０～１５：００

開会挨拶・発表ルール説明

　標記のことについて、下記のとおり行います。

　※ 発表時間は、都合により繰り上がる場合があります。

記

２０１２年秋学期　大学院国際協力研究科 学位論文公開発表会

博士前期（修士）課程：国際文化交流専攻
博士後期（博士）課程：開発問題専攻

日時：２０１３年１月１６日（水）１３：００～１５：４０

会場：八王子キャンパス　Ｆ２５２教室

会場責任者（司会・進行他）　玉村　禎郎　教授　

博士前期（修士）課程 ： 発表時間 ７分、質疑応答 ３分

博士後期（博士）課程 ： 発表時間 ２０分、質疑応答 １０分

発表時間指導教授申請者氏名 論文題目NO. 学籍番号

休　憩



発表時間指導教授申請者氏名 論文題目NO. 学籍番号

１５：００～１５：０５

1 1004081101 高　立偉
中国語形容詞の動態性と時間表現に関する考察
―日本語との対照研究から―

今泉教授 １５：０５～１５：３５

１５：３５～１５：４０閉会挨拶

博士後期（博士）課程：開発問題専攻

休　憩



会　場：三鷹キャンパス　看護・医学教育研究棟　１０１講義室

１９：００～１９：１０

1 1014113102 野島　真美
東日本大震災の派遣救援者のメンタルヘ
ルスに関する研究

角田教授 １９：１０～１９：２５

2 1014113103 溝口　敦子
発展途上国における必須医療品の入手可
能性と国際協力

北島教授 １９：２５～１９：４０

3 1014113104 室田　力
国際地震災害における緊急援助の医療評
価に関する研究

北島教授 １９：４０～１９：５５

4 1014113105 山下 菜穂子
本邦における男性同性愛者に対するＨＩ
Ｖ感染予防啓蒙活動の効果と今後の課題

田口教授 １９：５５～２０：１０

２０：１０～２０：１５

　標記のことについて、下記のとおり行います。

　※ 発表時間は、都合により繰り上がる場合があります。

記

日時：２０１３年１月１６日（水）１９：００～２０：１５

博士前期（修士）課程：　発表時間１０分、質疑応答５分

閉会挨拶

発表時間NO. 申請者氏名

２０１２年秋学期　大学院国際協力研究科 学位論文公開発表会

博士前期（修士）課程：国際医療協力専攻

開会挨拶・発表ルール説明

会場責任者（司会・進行他）　岡村　裕　准教授　

論文題目 指導教授学籍番号



１３：００～１３：０５

1 1014114103 呉　雅雯
日中時差通訳における情報処理の手法に関す
る一考察
―凝縮化と明示化を中心に―

塚本(慶)教授 １３：０５～１３：１５

2 1014114104 呉　珍珍
法廷通訳資格試験の一考察
―法廷通訳資格試験を新設する際の試験内容
を中心に―

塚本(慶)教授 １３：１５～１３：２５

3 1014114105 朴　梅花
通訳における言語干渉について
―日中同形語を中心に―

塚本(慶)教授 １３：２５～１３：３５

4 1014114106 余　麗君

翻訳小説における「トイウ」についての中国
語訳考察
―夏目漱石『我輩は猫である』を研究材料と
して

塚本(慶)教授 １３：３５～１３：４５

5 1014114107 楊　瑩 日中通訳翻訳における「倒訳」の応用 塚本(尋)教授 １３：４５～１３：５５

6 1014114108 林　舒
帰化翻訳と異化翻訳の時代性についての一考
察
―中国近代における翻訳語彙を中心に―

塚本(尋)教授 １３：５５～１４：０５

7 1014114102 川端 谷津子
同時通訳における起点テクスト特性と訳出パ
フォーマンス
―中国語から日本語への訳出の場合―

塚本(尋)教授 １４：０５～１４：１５

１４：１５～１４：２０

会場：八王子キャンパス　Ｅ棟２０１教室

会場責任者（司会・進行他）　塚本　慶一　教授　

博士前期（修士）課程 ： 発表時間 ７分、質疑応答 ３分

　標記のことについて、下記のとおり行います。

記

日時：２０１３年１月１６日（水）１３：００～１４：２０

２０１２年秋学期　大学院国際協力研究科 学位論文公開発表会

博士前期（修士）課程：国際言語コミュニケーション専攻

閉会挨拶

開会挨拶・発表ルール説明

発表時間NO. 申請者氏名 論文題目 指導教授学籍番号


