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開講のあいさつ

報

ー西欧近代文明と夏目漱石そして章姻麟ー

河田悌一

︿中国研究あれこれその四﹀

︹内容題目︺

6 泊園第一二十四号︵平成七年九月二十日刊︶

︵平成八年三月三十一日刊︶

5 東西学術研究所々報第六十二号

4 東西学術研究所々報第六十一号
︵平成七年九月三十日刊︶

︵平成八年三月三十一日刊︶

3 東西学術研究所紀要第二十九輯

A 5判四三四頁︵平成八年一ー一月三十一日刊︶

︵東西学術研究所資料集刊十九︶

﹃明治前期染織資料集成﹄

2角山幸洋編著

A 5判五五四頁︵平成七年十一月三十日刊︶

︵東西学術研究所資料集刊九ー四︶

﹃享保時代の日中関係資料三ー荻生北渓集ー﹄

1 大庭脩編著

一︑今年度刊行した出版物

彙
東洋文明と西洋文明のはざまで

彙

ー日中間のヶわずか在違い—

李白﹁静夜思﹂と李攀龍﹃唐詩選﹄
中国現状報告ーことば・文化を中心に

1

ー太乎洋圏における人•もの・文化のリンケージー

二︑国際シンポジウム

十六時1

百周年記念会館・総合図書館ホール他

平成八年三月二十四日︵日︶ーニ十七日︵水︶

1 特別講演会

三︑講演会・研究例会

東西学術研究所会議室

平成七年十月四日︵金︶
﹁張家山漠簡について﹂

講師高大倫氏︵四川大学歴史系副教授︶

通訳陳波氏︵関西大学非常勤購師︶
2 特別講演会

東西学術研究所会議室

平成七年十一月一日︵水︶十五時i
﹁現代英米の女性作家について﹂

森瀬壽一

西川和男

講師ダイアナ・コリコット女史︵英国ダラム大学上級講師︶

通訳喜多文子氏︵同大学大学院生︶
3 特別講演会
東西学術研究所会議室

平成七年十二月十五日︵金︶十七時ー
﹁明清蒙学与世俗儒家倫理﹂

講師陳来氏︵北京大学哲学系教授︶

通訳陳波氏︵関西大学非常勤講師︶

九
＝

4 特別講演会︵財団法人交流協会後援︶

経済学部会議室

1

平成八年 月 十 五 日 ︵ 月 ︶ 十 四 時i

講師王世慶氏︵国立中央大学歴史研究所教授︶

﹁日本統治時代台湾の公文書に就いて﹂

講師王啓宗氏︵国立台湾師範大学歴史系教授︶

﹁台湾に於ける日本の文化遺産に就いて﹂
﹁日本の植民地統治と台湾社会の変遷﹂
講師呉文星氏︵国立台湾師範大学歴史系教授︶
﹁福オラソダの海外拡展に就いてー台日を中心に﹂
講師翁佳音氏︵国立台湾大学史学系講師︶
﹁戦後台湾研究の趨勢ー台湾の大学院歴史学科の卒業論文を中心に﹂
講師張勝彦氏︵国立中央大学歴史研究所教授︶

5 特別講演会
乎 成 八 年 三 月 八 日 ︵ 金 ︶ 十 八 時i
東西学術研究所会議室

員
︶
十四時四十分1

十四時四十分i

九四

研究員山岡泰造

研究員木村宣彰

研究員大庭脩

十四時四十分i

③﹁中国的仏教の形成 1 天台と華厳﹂

乎成七年六月二十一日︵金︶

8 研究例会
切﹁北渓荻生観伝略﹂

平成七年七月十九日︵水︶

研究例会

十四時四十分i

研究員河田悌

研究員奥村郁

研 究 員 丹 羽 良治

ーアメリカ人作家のみたマレーシア・シンガボール﹂

②﹁P ・セルーの﹃領事官報告﹄

︐

い﹁令集解の諸問題﹂

③﹁︱つの日中交流史ー胡適をめぐって﹂
研究例会

平成七年十月四日︵水︶十四時四十分1

研究員平田渡

﹁アレホ・カルペンティニール﹃ニクニ・ヤンバ・オー﹄について﹂

研究員藤善箕澄

研究員尾崎賓

十四時四十分i
①﹁杭州白話報の記事から﹂

平成七年十二月二十日︵水︶

研究例会
研究員高橋隆博

十五時三十分i

②﹁西明寺址をめぐってー学術調査と公安﹂

平成八年一月十七日︵水︶

12研究例会

研究員藤善員澄

講師徐建新氏︵中国・社会科学院世界歴史研究所副研究

﹁好太王碑文の再吟味ー碑文永楽十 (4
oo) 年の記事を中心に﹂

6 研究例会
乎成七年四月十九日︵水︶
①﹁唐代螺細と正倉院の螺細﹂
＠﹁入宋僧と杭州﹂

7 研究例会
平成七年五月十七日︵水︶
①﹁インドの彫刻﹂

10
11

0
﹁内藤文庫の整理と利用について﹂
研究員 奥村
研 究 員 丹 治 昭義

③﹁アーナンダ (Ananda) についてー維摩経を中心にして﹂

第一一一十五回泊園記念講座︵泊園記念会・東西学術研究所・大阪府立文

四︑公開購座
化情報センター共催︶
平成七年十一月二十日ーニ十二日毎十八時三十分ーニ十時

講師関西大学宮下︱︱一郎

於大阪府立文化情報センクーホール︵住友中之島ビル五階︶
︿中国研究あれこれその五﹀
①︱︱十日︵月︶
﹁本草の解剖用語から﹂
+︱日︵火︶

11

諧師関西大学石田浩

講師関西大学 橋 本 敬 造

﹁湯若望・南披仁・戴進賢の星図にみる東西科学交流﹂

•四月八日（土）！四月十五日（土）

五︑研究者往来

﹁中国農業と経済建設﹂

⑱二十二日︵水︶

③

郁

デークペースシステムに関する会議のためツンガボール大学訪問

上島紳一研究員

•六月十六日（金）l 六月二十六日（月）

報

アジアにおける中国の役割に関する会議のため訪米

河田悌一研究員

彙

•六月二十七日（火）ー七月二日（日）

ホプキソズ国際学会のためアイルランド訪問

和田葉子研究員
・七月九日︵日︶ i 八月＝︱十日︵水︶

国家教育委員会主催外国人中国語教師研修班会議のため訪中

尾崎賞研究員
・七月二十二日︵土︶！八月六日︵日︶
敦煽懸泉置漠簡研究のため訪中

大庭脩所長
・七月二十八日︵金︶ i八月二日︵水︶

ノルマン研究に関する会議のため訪英

和田葉子研究員
・八月二日︵水︶！八月四日︵金︶

M.R・ジェームズ国際書誌学会のためケンプリッジ大学訪問

和田葉子研究員
・八月十日︵金︶！九月十三日︵水︶

地中海世界の技術研究のためトルコ︑ウズペキスクソ訪問

新谷英治研究員

・八月十六日︵水︶ i 八月二十三日︵水︶
河田悌一研究員

l八月二十四日︵木︶

アジアオー︒フンフォーラムのため訪台
・八月二十一日︵月︶

漆芸技術に関する資料調査のため訪中

高橋隆博研究員

・八月二十一日︵月︶し九月十六日︵土︶

太平洋諸島の英語文学共同研究のためハワイ大学訪問

安川畏研究員
橋本征治研究員

九五

太平洋地域の農耕技術共同研究のためハワイ大学訪問
・八月二十一日︵月︶
王勇氏中国・杭州大学日本文化研究所所長
まで滞在

漠籍と和書の相互交流の共同研究のため招へい︑九月三十日︵土︶
・八月二十五日︵金︶ー九月八日︵金︶
イギリス︑オーストリアヘ漠簡研究のため訪欧

大庭脩所長
・八月二十七日︵日︶！九月八日︵金︶
藤善員澄研究員
江南文化と日本に関する調査のため訪中
1

内田慶市研究員

・八月 一十九日︵火︶！九月四日︵月︶
上海租界に関する調査のため訪中
和田葉子研究員

・九月六日︵水︶ー九月八日︵金︶
十六世紀の書籍に関する会議のためオックスフォード大学訪問
柳沢兌衛氏秋田県鹿角市先人顕彰館館長

・九月十二日︵火︶し十四日︵木︶
相川積氏秋田県鹿角市市史編纂室
阿部甚之助氏秋田県鹿角市先人顕彰館協議会会員
内藤文庫書簡調査のため来訪
陳金梁氏シソガボール国立大学専任講師

・九月二十七日︵水︶

意見交換のため来所

ロナルド・トビ氏米国イリノイ大学歴史学科教授

内田慶市研究員

・十月九日︵月︶！十月十六日︵月︶

上海租界に関する調査のため訪中

江南文化と日本に関する調査のため訪中

藤善員澄研究員

薬種貿易に関する調査のため訪中

宮下三郎研究員

高橋隆博研究員

・十月十二日︵木︶！十月二十四日︵火︶

九六

漆芸技術に関する資料調査のためプークン︑タイ訪問

ダイアナ・コリコット女史英国ダラム大学英文学科上級講師

・十月二十三日︵月︶

日︵火︶まで滞在

英国︑米国︑日本の詩の比較共同研究のため招へい︑十一月二十一

・十月二十四日︵火︶ー十月二十八日︵土︶
日華書学検討会議のため訪台

大庭脩所長
・十一月六日︵月︶
意見交換のため来所

田人隆氏中国・社会科学院歴史研究所研究員
・十二月十五日︵金︶
特別講演会講師として来所

陳来氏北京大学中国哲学系教授

・十二月二十七日︵水︶！十二月一二十日︵土︶
中国絵画史の研究のため訪台

山岡泰造研究員

有信宗氏交流協会日台交流センクー所長

・一月十五日︵月︶

王啓宗氏国立台湾師範大学歴史系教授

王世慶氏国立中央大学歴史研究所教授

張勝彦氏国立中央大学歴史研究所教授

呉文星氏国立台湾師範大学歴史系教授
•その他

•紀要の編集委員について

・東西学術研究所利用案内について

特別講演会のため来訪

•その他

•平成八年度招へい研究員募集について

・研究所の運営について

③第二回研究員会︹平成七年六月二十一日︵水︶︺

翁佳音氏国立台湾大学歴史系教授
・ニ月五日︵月︶
漢簡釈文の共同研究のため招へい︑︳︱‑月三十一日︵日︶まで滞在

徐建新氏中国・社会科学院世界歴史研究所副研究員

•平成八年度の予算申請について

⑱第三回研究員会︹平成七年十月四日︵水︶︺

•その他

•平成七年度の予算執行状況について

・研究例会および特別講演会の企画について

月二十一日︵水︶ i
‑︱‑月一＝日︵月︶

・委嘱研究員の推薦について
•特別講演会について

•国際シンポジウムについて
•その他

自己点検・評価委員会委員長報告書提出

七︑達成事項

九七

⑮第五回研究員会︹平成八年二月二十日︵火︶︺

•その他

・自己点検・評価報告書について

・予算について

④第四回研究員会︹平成七年十二月二十日︵水︶︺

藪田貫研究員

江南文化と日本に関する会議・資料調査のため訪中

藤善員澄研究員

・ニ月二十一日︵水︶！二月二十八日︵水︶

・11

高橋隆博研究員
日印学術調査のため訪印
•三月二十1一日（金）

幸村千佳良氏成跳大学国際交流センクー所員
研究所調査のため来所

菅谷徳司氏成賦大学アジア太平洋研究センクー事務長
•三月二十五日（月）

瀧澤秀樹氏国際高麗学会会長
国際シンボジウム出席のため来訪

長澤正樹氏大和銀行アジア・オセアニア財団専務理事

①第一回研究員会︹平成七年四月十九日︵水︶︺

六︑研究員会

•平成七年度の研究体制〔研究題目と研究員〕について

報

・年間行事予定について

•平成七年度の研究所予算について

彙

