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日本日中関係学会主催          2021年 12月 18日 

「第10回宮本賞(学生懸賞論文)」応募 68本、受賞者決定！ 

  
（左から第 7回「若者シンポジウム」、既刊「宮本賞論文集第 8巻」、第 9 回受賞者による「若者シンポジウム」） 

 
今年 6 月から応募を開始した第 10 回宮本賞（学生検証論文）には、日本、中国から合計 68 

本（学部生：43 本、院生 25 本）の応募がありました。 
12 月中旬に宮本賞審査委員会を開催し、以下の 13 本が受賞作として選ばれましたので、 

お知らせらせします。受賞者の皆さん、おめでとうございます！ 
3月下旬には都内の会場と遠隔地の受賞者をオンラインで結び、ハイブリッド方式にて授賞 

式並びに若者シンポジウムを行う予定です。詳細は確定次第 HP 等を通じて連絡いたしますの

で、ご期待ください。 
 
【学部生の部】最優秀賞1本、優秀賞3本、特別賞3本 （計 7本） 

〇最優秀賞：郭 秋 欒
カク・シュウラン

さん、魏
ギ・

文
ブン

君
クン

さん（チーム）南京大学外国語学部日本語学科３年 

  「ポストコロナ時代における中国オンラインツアー産業の現状と展望 

～日本からの示唆～」 

 〇優秀賞：耿雅凝
コウ・ガギョウ

さん 瀋陽大学外国語学部日本語学科4年  

「中国の躺平(タンピン)族の社会的分析」 

 〇優秀賞：陳傲
チン・ゴウ

さん 南京大学外国語学部日本語学科3年  

「ソーシャルメディア時代における日中相互理解増進の試みについての考察 

～竹内亮監督『私がここに住む理由』を例にして～ 

〇優秀賞：雨宮
アメミヤ・

亮
リョウ

さん 明治大学経営学部4年 

「日中金融協力と今後の展望〜中国金融市場に対してどう向き合うか〜」 

 〇特別賞：袁藹怡
エン・アイイ

さん 中山大学日本語学科４年  

「21世紀以来、中国における芥川龍之介文学の翻訳出版」 
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〇特別賞：楊
ヨウ・

皓
コウ

然
ゼン

さん 大連民族大学日本語学部四年生  

「中国と日本の大学生におけるSNSの使用状況に関する調査」 

 〇特別賞：胡
コ・

孟
モウ

雪
セツ

さん 上海外国語大学日本文化と経済学部学部生 4 年生  

「RCEP下の中日韓自由貿易地域建設の可能性を考える―農産物貿易の視点から」 

 

【大学院生の部】優秀賞3本、特別賞3本（計6本）※最優秀賞は該当なし 

●優秀賞：曽
ソ・

小
ショウ

蘭
ラン

さん 東北大学大学院国際文化研究科後期３年 

「鄭伯奇青年はなぜ『国民文学』を唱えたのか～世界主義と世界人の視点から～」 

●優秀賞：楊妍
ヨウ・ケン

さん 東北大学大学院国際文化研究科ＧＳＩＣＳフェロー 

「清末女子学生の日本留学体験 ～近代日本における異文化の融合と衝突～」 

●優秀賞：黄
コウ・

嘉
カ

欣
キン

さん 明治大学大学院経営学研究科博士後期 1 年 

「中国河北省普陽鉄鋼におけるアメーバ経営の導入の成功要因」 

●特別賞：及
オイ

川
カワ

純
ジュン

さん 北京大学燕京学堂修士２年 

「日本の新聞における『一帯一路』報道  

〜朝日・日経・産経三紙の対中報道姿勢の分析〜」 

 ●特別賞： 張
チョウ・

陽
ヨウ

さん 関西大学東アジア文化研究科博士後期 3 年 

「『下学邇言』における『神儒折衷』～国学受容と形而上学の欠如～」 

●特別賞：楊
ヨウ・

中
チュウ

奕
エ キ

さん 上海外国語大学日本経済文化部修士１年 

「日中比較による競技ダンス界の一考察  

～現状と発展・プロとアマ・オフラインとオンライン～」 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第１０回宮本賞／受賞作品要約 

【学部生の部】 
○最優秀賞=副賞：10万円 

郭秋欒さん、魏文君さん（チーム）南京大学外国語学部日本語学科３年  

「ポストコロナ時代における中国オンラインツアー産業の現状と展望 

～日本からの示唆～」 

 新型コロナウィルスの世界的な流行により、伝統的な観光業は大きな打撃を受けた。本論文

ではこのような状況下で生まれたオンラインツアーについて、その必要性と重要性を説明し

た上で、中日両国の本分野における現状を比較した。また、アンケート調査を行い、中国オ

ンラインツアーの問題点を明らかにし、日本のオンラインツアーにどう学ぶべきかを論じた。 

○優秀賞=副賞：3万円 
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耿雅凝さん 瀋陽大学外国語学部日本語学科4年  

「中国の躺平(タンピン)族の社会的分析」 

「タンピン」はもともと「寝そべる」という意味だが、そこから転じて「欲張らない」「頑張

らない」「競争しない」という意味で使われるようになった。生活費を極端に抑え、短期のア

ルバイトで自由な生活状態を謳歌する「タンピン族」は、なぜ生まれたのか。本論文では日

本のひきこもりやニートなどと比較しながら、タンピン族が生まれた社会的背景等を分析し

ていく。 

○優秀賞=副賞：3万円 

陳傲さん 南京大学外国語学部日本語学科3年  

ソーシャルメディア時代における日中相互理解増進の試みについての考察 

～竹内亮監督『私がここに住む理由』を例にして～ 

 竹内亮監督のシリーズ・ドキュメンタリー番組『私がここに住む理由』は、中国のソーシャ

ルメディアにより「影響力のある旅行動画ベスト 10」に選ばれ、大きな反響を呼んでいる。

番組制作にあたって台本がなく、監督と司会者が主人公と顔を合わせた時点から関係を作り

はじめるため、ありがちな「やらせ」が見られない。ゆえに、日中文化における個々の人間

の存在のあり方をありのままに視聴者に伝え、ソーシャルメディア時代における新たな異文

化理解の可能性を提示している。 

○優秀賞=副賞：3万円 

雨宮亮さん 明治大学経営学部4年 

日中金融協力と今後の展望〜中国金融市場に対してどう向き合うか〜 

 中国金融市場は銀行市場を基盤とし、証券市場と保険市場も近年発展を遂げつつある。世界

屈指の規模に成長した中国金融市場では、日本を含む世界の金融機関がその巨大な市場に注

目し、激しい競争を展開している。本論文では中国金融市場が発展してきた歴史的背景や、

現状における課題を踏まえつつ、日中金融市場の今後の協力の可能性につき展望する。 

○特別賞=副賞：図書券（5000円相当） 

袁藹怡さん 中山大学日本語学科４年  

21 世紀以来、中国における芥川龍之介文学の翻訳出版 

芥川文学は1921年魯迅によって初めて翻訳されて以来、すでに100年の間、中国で読み継が

れている。21世紀に入っても、その人気は高まり続けており、20世紀に比べて翻訳出版も格

段に増加している。これまで 20 世紀の翻訳史に着目した多くの論考が存在するが、21 世紀

における翻訳出版についての研究が不足している。よって、本論文は先行研究を踏まえ、20

世紀の中国における芥川文学の翻訳状況を確認した上で、21世紀の中国における芥川龍之介

文学の翻訳出版について考察した。 

○特別賞=副賞：図書券（5000円相当） 

 楊皓然差さん 大連民族大学日本語学部四年生  

中国と日本の大学生におけるSNSの使用状況に関する調査 

日本の大学生はSNSをどのように利用しているのか、両国の大学生においてSNSの使用の仕

方に何か違いがあるのか。これらの問題意識に基づき、日中の大学生を対象にしたアンケー

ト調査を通じて、両国の大学生におけるSNSの使用状況の実態を把握し、中国の大学生は日

本の大学生よりコミュニケーション志向が強く、SNS の使用に関して、外面的で、現実的な

需要に傾いている一方、日本の大学生は内面的な精神傾向を見せていることなど、いくつか

の特徴が明らかになった。 
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○特別賞=副賞：図書券（5000円相当） 

 胡孟雪さん 上海外国語大学日本文化と経済学部学部生 4 年生  

RCEP 下の中日韓自由貿易地域建設の可能性を考える―農産物貿易の視点から 

2020年 11月 15日に開催された東アジア地域包括的経済連携（RCEP）首脳会議で、日本や中

国、韓国など東アジアを中心に15か国が参加するRCEPが合意に達し署名式が行われた。中

日韓の三カ国にとっては、過去の歴史問題や、主導権争いの等種々問題もあり、中日韓自由

貿易地域協定締結への道のりは険しいが、今般の RCEP の交渉妥結は多くの可能性をもたら

すだろう。 

 

【院生の部】 

○優秀賞=副賞：3万円 

曽小蘭さん 東北大学大学院国際文化研究科後期３年 

鄭伯奇青年はなぜ「国民文学」を唱えたのか～世界主義と世界人の視点から～ 

青年時代の鄭伯奇が「国民文学論」を提唱した経緯を探るため、彼における「国民」の定義

を考察した。鄭伯奇は京都帝大在学中に「国民文学論」を発表。そこでは国民の意識を覚醒

させる「国民文学」の必要性を説き国民連帯を強調した。国民を重視したのは軍閥支配で四

分五裂状態の中国を一体化させる目的があった。また最終的に中国国民は世界人（コスモポ

リタン）になることが最終目標だとする壮大な構想もあった。哲学や思想に傾倒した彼なら

ではの創案であり、青年時代特有の理想主義的性格ともいえる。 

○優秀賞=副賞：3万円 

楊妍さん 東北大学大学院国際文化研究科ＧＳＩＣＳフェロー 
清末女子学生の日本留学体験 ～近代日本における異文化の融合と衝突～ 

 近代中国女子留学生の多様な姿と、それが日本でどう見られていたかを論じる。中国では女 

性は家庭内に居るべきだとされていたが、日本に留学した女性の実態は必ずしもそうではな 

く、積極的に社会活動に参加し、帰国後に新思想を伝え、女性運動の発展に貢献した。しか 

し先行研究では男性留学に比べ等閑に附される傾向が強かった。本研究では『女学世界』と

『中国新女界雑誌』という二誌で中国人女子留学生を記述した記事を整理し、「異文化の融合

と衝突」「女子留学生の日本女子教育観」の２方面から考察、日中関係史の一側面を究明した。 

○優秀賞=副賞：3万円 

黄嘉欣さん 明治大学大学院経営学研究科博士後期1年 

中国河北省普陽鉄鋼におけるアメーバ経営の導入の成功要因 

 「アメーバ経営」を導入した中国の河北普陽鉄鋼グループを取り上げ、アメーバ経営の導入

状況及び日中各企業経営者のアメーバ経営に対する認識を考察した。アメーバ経営及び稲盛

和夫の経営哲学は、多くの中国起業家の注目を集めている。しかしそれを中国企業に導入す

るのは決して簡単ではなく、失敗例もある。そこで、なぜ普陽鉄鋼で成功したのかについて

要因を分析した。重要なのは経営者の意識と決心・導入条件を満たしていること・システム

面における現地化の改善・思想面における日中文化の融合、の四つである。 

○特別賞=副賞：図書券（5000円相当） 

及川純さん 北京大学燕京学堂修士２年 
日本の新聞における「一帯一路」報道  

〜朝日・日経・産経三紙の対中報道姿勢の分析〜 

「日中双方のメディアで報道の画一化が進んでいる」と指摘されて久しい。アカデミアにお 



5 
 

いても、日本の新聞における対中報道は「画一的」で、一定の「報道フレーム」のもとで中 

国を批判する傾向があると指摘されている。そこで朝日・日経・産経三紙の「一帯一路」報 

道を量的内容分析の手法で比較分析し、三紙の対中報道姿勢に数多くの相違点があることを 

明らかにした。各紙の頻出語や特徴語、重視するトピックや論調の性格も大きく異なる。こ 

の結果を踏まえた上で、日本の対中報道姿勢（多様性と客観性）について二つの提言をする。 

○特別賞=副賞：図書券（5000円相当） 

張陽さん 関西大学東アジア文化研究科博士後期3年 

『下学邇言』における「神儒折衷」～国学受容と形而上学の欠如～ 

水戸学は「尊王攘夷」の源流として知られるが、本論文では、水戸学のイデオロギー的側面 

ではなく、「学問上の水戸学」に注目する。水戸学は歴史書編纂事業に伴って起こった学問で

あり、儒学と国学の両方から影響を受けている。そこで会沢正志斎著『下学邇言』を取り上

げ、いわゆる「神儒折衷」の構造を考察した。ただ、今回取り上げた「三種の神器」の受容

や「形而上学」の欠如などは、水戸学＝日中における文化交渉から生まれたもの、という宏

大なテーマの中では僅かな一側面に過ぎず、より広い視野で日中の多学問融合を考えたい。 

○特別賞=副賞：図書券（5000円相当） 

楊中奕さん 上海外国語大学日本経済文化部修士１年 
日中比較による競技ダンス界の一考察  

～現状と発展・プロとアマ・オフラインとオンライン～ 

「競技ダンス」の世界トップを目指す日中のダンス界には様々な問題点が存在している。両  

国の競技ダンスのさらなる発展には、隣国との比較によって自国のダンス界の発展に有益な

情報とヒントを得ることが必要である。本論は第1章で日本と中国の競技ダンスの歴史を回

顧し、現状を把握する。第2章では日中の競技ダンスのプロ選手の育成、ダンス部活の活動

実態、関連産業の違いを比較する。第3章では両国の競技ダンスの今後を展望し、特にオン

ライン時代とアフターコロナ時代におけるダンス界の発展について考察を行う。 

 
 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

〇審査委員長： 宮本雄二  元駐中国大使、日中関係学会会長 
〇審査委員： 

  【学部生の部】 

    大久保勲   福山大学名誉教授、日中協会顧問、中国経済経営学会顧問、中国研究所 

         顧問 

    杉本勝則 元参議院法制局法制主幹、日中関係学会理事、ｱｼﾞｱ･ﾕｰﾗｼｱ総合研究所研究員 

露口洋介  帝京大学経済学部教授、日本銀行初代北京事務所長、日中関係学会評議員 

林千野   双日株式会社海外業務部中国デスクリーダー、日中関係学会副会長 

藤村幸義   拓殖大学名誉教授、日中関係学会監事 

武小燕  愛知大学国際問題研究所・客員研究員、中京大学教養教育研究院・非常勤 

講師、日中関係学会評議員 

柴田哲雄 愛知学院大学教養部准教授  

【院生の部】 
  安井三吉  神戸大学名誉教授、神戸華僑歴史博物館館長（代行）、 

孫文記念館名誉館長、日中関係学会理事 

  加藤青延    NHK解説委員、日中関係学会副会長 
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  国吉澄夫    元東芝中国室長、日中関係学会副会長 

高山勇一    元現代文化研究所常務取締役、日中関係学会顧問 

村上太輝夫  朝日新聞オピニオン編集部解説面編集長、日中関係学会理事 

吉田明    前清華大学外国語学部日本語教員、元朝日新聞記者、日中関係学会会員 

審査委員長：宮本雄二（元駐中国大使、日中関係学会会長） 
  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

   


