
2020 年度 日本イスパニヤ学会 第 66 回大会 

 
（敬称略） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

第１日 10 月 10 日（土）：理事会・研究発表・開会挨拶・総会・記念講演 
 
 11:00〜12:30  理事会 
 13:00〜16:50  研究発表 
 17:00〜17:10  開会挨拶 ：ミーティング会場：1R-1 
   日本イスパニヤ学会会長 木村琢也 
   関西外国語大学学長 大庭幸男 

 17:10〜17:40  総会  ：ミーティング会場：1R-1 
 17:50〜18:50  記念講演 ：ミーティング会場：1R-2 
    三好準之助 京都産業大学名誉教授  
      「『南北アメリカ・スペイン語辞典』について」 
第２日 10 月 11 日（日）：研究発表・閉会挨拶 
 
 10:00〜15:00  研究発表 
 15:00          閉会挨拶 ：ミーティング会場：2G-2 
   日本イスパニヤ学会会長 木村琢也 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
研究発表プログラム 

 
〈第１日 10 月 10 日（土）〉 

 

【言語：動詞】ミーティング会場：1G-1 

（司会：高松英樹） 

①  13:00-13:30 蔦原 亮（九州大学） 
 譲渡・付加を表す動詞とその慣習表現 
②  13:40-14:10 西口将司（神戸市外国語大学大学院） 
 心理動詞構文の概念化―gustar 型構文と対格構文を中心に― 
 



【言語：地域変異】ミーティング会場：1G-2 

（司会：山村ひろみ） 

①	 	 14:20-14:50 GARCÍA TESORO, Ana Isabel 
  El pretérito perfecto compuesto en el español andino peruano: usos evidenciales 
 y discursivos 
 （ペルー・アンデス地方のスペイン語における現在完了形の特殊用法：

 証拠性とディスコース） 
②	 	 15:00-15:30 JANG, Ji Son（アンティオキア大学） 
 Lo / cero en el sistema pronominal átono de tercera persona en la variedad de 
 español en contacto con el tzutujil en Guatemala 
 （グアテマラのスペイン語におけるツトュヒル語との言語接触による

 影響: 3 人称代名詞直接目的格の特殊用法） 
 
【言語：前置詞関係】ミーティング会場：1G-3 

（司会：土屋 亮） 

①	 	 15:40-16:10 喜多田敏嵩（東京外国語大学大学院） 
 非主要部における総称性─属格型名詞句 N1 de N2 の場合 
②	 	 16:20-16:50 長縄祐弥（拓殖大学） 
 「手段」を表す前置詞に関する意味論的考察―a, con, en を中心に― 
 
【スペイン語教育：教育方法】ミーティング会場：1K-1 

（司会：大森洋子） 

①	 	 13:40-14:10 FERNÁNDEZ LÁZARO, Gisele (京都外国語大学) 
 Cohesión grupal y aprendizaje de L2（グループの結束力と外国語学習） 
②	 	 14:20-14:50 中島さやか（早稲田大学） 
 教科書を用いたスペイン語教育を補助するインプットのためのショー

 トビデオ教材 
 

【スペイン語教育：教育におけるゲームの活用】ミーティング会場：1K-2 

（司会：西村君代） 

①	 	 15:00-15:30 POMATA GARCÍA, Joan Antoni（京都外国語大学） 
 El potencial de los videojuegos en la clase de ELE: experiencia didáctica 
 mediante el Aprendizaje Basado en Juegos (Game Based Learning) para la 
 mejora de la expresión e interacción orales y escritas 
 （スペイン語教育におけるゲームの可能性―会話作文表現力向上に向

 けたゲーム学習） 



②	 	 15:40-16:50【ワークショップ】  
 POMATA GARCÍA, Joan Antoni（京都外国語大学） 
 Taller de plataformas educativas gamificadas en línea para la enseñanza-
 aprendizaje de ELE: una propuesta para universidades japonesas 
 （スペイン語教育のためのゲーム学習を活用したオンライン学習管理

 システムワークショップ―日本の大学のための一提案） 
 
【文学】ミーティング会場：1B-1 

（司会：斎藤文子） 

①	 	 13:00-13:30 河村泰雄（東京大学大学院） 
 ベニート・ペレス・ガルドス、「精神主義時代」が示す新たな時代の人間

 の在り方：『アンヘル・ゲラ』を巡る考察 
②	 	 13:40-14:10 洲崎圭子（お茶の水女子大学） 
 二言語で読むバレリア・ルイセリ『俺の歯の話』 

 

【文学・文化：キューバ】ミーティング会場：1B-2 

（司会：内田兆史） 

①	 	 14:20-14:50 安保寛尚（立命館大学） 
 ラモン・ギラオとエミリオ・バジャガスの黒人詩とアンソロジーについ

 て 
②	 	 15:00-15:30 岩村健二郎（早稲田大学） 
 「ルイサ失踪事件」（1908年キューバ）における人種主義の分析 
 
【文化：スペイン語圏における教育】ミーティング会場：1B-3 

（司会：糸魚川美樹） 

①	 	 15:40-16:10 LAGONES, Jakeline（関西外国語大学） 
 Las costumbres japonesas para la formación ciudadana en América Latina: La 
 educación de los peruanos nikkei y no nikkei 
 （ラテンアメリカにおける市民的資質のための日本の慣習：日系および

 非日系ペルー人教育） 
②	 	 16:20-16:50 有江ディアナ（公益財団法人 世界人権問題研究センター） 
 スペインのセカンド・チャンス・スクールの役割―学習権保障の観点か

 ら― 
 
  



〈第 2日 10 月 11 日（日）〉 

 
【言語：音声・形態】ミーティング会場：2G-1 

（司会：仲井邦佳） 

①  10:00-10:30 川崎義史（東京大学） 
 『ティラン・ロ・ブラン』の計量文献学的分析 
②  10:40-11:10 徳吉敬介（拓殖大学大学院） 
 日西語における語頭から語中へのピッチ変化に関する対照研究 
③  11:20-11:50 泉水浩隆（南山大学） 
 qué と que の知覚に関する実験音声学的考察 
 
【言語：社会言語学】ミーティング会場：2G-2 

    13:00-15:00【パネル】  
 AROZ, Aingeru（上智大学） 
 Más allá del pensamiento monolingüe: Debates críticos sobre identidades, 
 ideologías y políticas lingüísticas desde las lenguas minorizadas del mundo 
 hispanohablante 
 （モノリンガル思想を超えて：スペイン語圏の少数言語から見たアイデ

 ンティティー・イデオロギー・政策に関する批判的議論) 
 <パネリスト> 
 AROZ, Aingeru（上智大学） 
 藤田 護（慶應義塾大学） 
 柿原武史（関西学院大学） 
 塚原信行（京都大学） 
 
【スペイン語教育：音声・形態】ミーティング会場：2K-1 

（司会：川口正通） 

①  10:00-10:30 高澤美由紀（亜細亜大学） 
        泉水浩隆（南山大学） 
        木村琢也（清泉女子大学） 
 オリジナルの歌を用いたスペイン語の強勢語・無強勢語および再音節化

 の発音指導に関する予備的研究 
②	 	 10:40-11:10 小橋さおり（順天堂大学） 
 スペイン語の冠詞とこれに相当する英語・日本語表現 
 
 



【文化：近現代のスペイン】ミーティング会場：2B-1 

（司会：野村竜仁） 

①  10:40-11:10 PÉREZ RIOBÓ, Andrés（同志社大学） 
 Una visión del Oriente desde el extremo occidental europeo: la mirada de 
 Vicente Risco (1884-1963) 
 （ヨーロッパの最西端から東洋への眼差し。ビセンテ・リスコ（1884-1963）
 の東洋認識） 
②	 	 11:20-11:50 長瀬由美（関西外国語大学） 
 Un análisis del aspecto diplomático de las relaciones misionales del Obispo 
 vasco de Guam durante el dominio naval americano (1934-1941) 
 （米国海軍統治下のグアムを司牧したバスク人司教の宣教活動におけ

 る外交面の分析（1934年-1941年）） 
  



2020年度 日本イスパニヤ学会 第 66回大会 
分科会・講演進行表 

 
第１日:10 月 10 日(土)    

 言語  

 

スペイン語教育 文学・文化 

13:00 

 ｜ 

13:30 

 Meeting：1G-1  
① 蔦原 亮 

 

  Meeting：1B-1  

① 河村泰雄 

 

13:40 

 ｜ 

14:10 

② 西口将司 

 

 Meeting：1K-1  

①FERNÁNDEZ LÁZARO, 

Gisele 

② 洲崎圭子 

14:20 

 ｜ 

14:50 

 Meeting：1G-2  
①  GARCÍA TESORO, 

Ana Isabel 

② 中島さやか  Meeting：1B-2  

① 安保寛尚 

 

15:00 

 ｜ 

15:30 

② JANG, Ji Son  Meeting：1K-2  

①  POMATA GARCÍA, 

Joan Antoni  

② 岩村健二郎 

 

15:40 

 ｜ 

16:10 

 Meeting：1G-3  

① 喜多田敏嵩 

【ワークショップ】 

②  POMATA GARCÍA, 

Joan Antoni  

 Meeting：1B-3  

① LAGONES, Jakeline 

16:20 

 ｜ 

16:50 

② 長縄祐弥 

 

② 有江ディアナ 

 

 

17:00 

 ｜ 

17:10 

 Meeting：1R-1  

開会挨拶 

 

17:10 

 ｜ 

17:40 

 

総会 

 

17:50 

 ｜ 

18:50 

 Meeting：1R-2  

記念講演  

三好準之助（京都産業大学名誉教授） 

「『南北アメリカ・スペイン語辞典』について」 



 
第 2 日:10 月 11 日(日) 
 言語  

 

スペイン語教育 

 

文化 

 

10:00 

 ｜ 

10:30 

 Meeting：2G-1  

① 川崎義史 

 

 Meeting：2K-1  

① 高澤美由紀  

  泉水浩隆 

   木村琢也 

 

10:40 

 ｜ 

11:10 

② 徳吉敬介 

 

② 小橋さおり 

 

 Meeting：2B-1  

① PÉREZ RIOBÓ, Andrés 

11:20 

 ｜ 

11:50 

③ 泉水浩隆 

 

 ② 長瀬由美 

 

13:00 

 ｜ 

15:00 

 Meeting：2G-2  

【パネル】 

 AROZ, Aingeru 

 藤田 護 

 柿原武史 

 塚原信行 

  

15:00 

｜ 
閉会挨拶   

 
 
 


