
 
 

異文化接触の生態学

文化接触の一般的なパターンを概観しながら、戦後沖縄における文化接触のありようを

世界文明史の文脈から考える

講師： 山里勝己（名桜大学長）

 

 
沖縄外国 学会 第30回 会
The 30th Conference of The Foreign Language
& Literature Society of Okinawa

 

特別講演  2015 年 6 月 20 日（土） 15：20～16：40  

            琉球大学 共通教育棟 2 号館 205 教室 



 
沖縄外国文学会第 30回大会 

THE 30TH CONFERENCE OF THE FOREIGN LANGUAGE & 
LITERATURE SOCIETY OF OKINAWA 

 

   

	 	 ＜日時＞	 2015年 6月 20日（土）	 10:00 より    ＜受付＞	 9:30より 
	 	 ＜場所＞	 琉球大学	 	 共通教育 2号館 205, 3号館 104, 203, 204教室 
 

I．総会	 	 	 	 10:00 ~ 10:30	 	 	 	 共通教育棟 3号館 104教室	 

  総合司会      事務局長  島袋盛世  （琉球大学） 

開会の辞                   副会長    兼本 敏  （沖縄国際大学） 

   会長挨拶                         会長      金城宏幸  （琉球大学） 

   議案審議                     議長選出による 

  閉会の辞      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 副会長    浜川 仁  （キリスト教学院大学）	 

 

II．研究発表	 	 10:40 ~ 12:40 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 会場	 I:	 	 共通教育棟 3号館 203教室	 

1.  [10:40 ~ 11:10]     

 発表者： 岩原日有子（琉球大学大学院） 

 発表テーマ： 日系南米人のこどもの母語継承と日本の言語教育政策	 

 司会者： 石原昌英（琉球大学） 
 
2. [11:10 ~ 11:40] 
 発表者： 吉村友見（琉球大学大学院） 

 発表テーマ： ドイツの小規模事務所のワーク・ライフ・バランスについて 
 司会者： 漆谷克秀（沖縄国際大学） 
 
3. [11:40 ~ 12:10]     

 発表者： 仲里和花（琉球大学大学院） 
 発表テーマ： 在沖フィリピン人女性のジェンダー観と沖比夫婦間コミュニケーション 

 司会者： 石原昌英（琉球大学） 
 
4. [12:10 ~ 12:40]     

 発表者： 加納さおり（琉球大学大学院） 

	 発表テーマ：	 批判される日本語学的文法―日本語教育の定義とは	 

 司会者： 石原昌英（琉球大学） 

 



 

	 	 会場	 II:	 	 共通教育棟 3号館 204教室	 

1.  [10:40 ~ 11:10]     

 発表者： 知花綾香（琉球大学大学院） 
 発表テーマ： 日本人英語学習者の文法を意識したディクテーション練習による文構造への 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 意識化  

 司会者： 東矢光代（琉球大学） 
 
2. [11:10 ~ 11:40]     

 発表者： 伊東沙織 

 発表テーマ： 現代ドイツ語における Anglizismenの役割の考察―主に cleverの機能について― 

 司会者： 未定 

 

3. [11:40 ~ 12:10]     

 発表者： 渡久山幸功（琉球大学非常勤講師） 

 発表テーマ： Vern Sneider の沖縄小説—The Teahouse of the August Moon から  

	 	 	 	 	 	 	 The King from Ashtabula へ— 

 司会者： 平良柾史（琉球大学名誉教授） 

 
 
 

I I I．シンポジウム  13:40 ~ 15:10  （共通教育棟 2号館 205教室） 

  「沖縄外国文学会30年を振り返って」 

    パネリスト： 伊波和正（沖縄国際大学名誉教授）、島袋忠雄（沖縄キリスト教短期大学名誉教授）、 

                仲地弘善（琉球大学名誉教授）、吉村清（元琉球大学教授）、吉田兼次（琉球大学准教授） 

 

IV. 特別講演   15:20 ~ 16:40   （共通教育棟 2号館 205 教室） 

   歓迎のあいさつ	 	 	 	 	 	        大城	 肇	 （琉球大学長） 

	 	 	 講師紹介	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 金城宏幸	 （琉球大学）	 

 

  講師： 山里勝己 （名桜大学長） 

  演題： 「異文化接触の生態学」 

 

V．懇親会  17:00 ~ 19:00 

 場所：    共通教育棟 3号館 205教室 

  会費：     一般 1, 000円、学生 500円 
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