
第 15 回 SGRA-V カフェ 

「『鬼滅の刃』からみた日本アニメの文化力」 

アンケート結果 

実施日 ：2021 年 3 月 20 日（土） 

方 法 ：ウェビナー退出時のウェブ入力（Zoom Webinar アンケート機能を利用） 

回答数 ：97 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

女／여

66%

男／남

34%

性別 性别 성별

女／여 男／남

China  43%

Japan 28%

Indonesia 5%

South Korea 5%

Thailand 5%

Viet Nam 5%

Belgium 5%

U.S.A 1%

India 1%

Egypt 1% Philippines 1%
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回答しない／暂不回答／답변하지않는다

61歳以上／61岁以上／61세이상

41歳～60歳／41岁～60岁／41세～60세

31歳～40歳／31岁～40岁／31세～40세

21歳～30歳／21岁～30岁／21세～30세

20歳以下／20岁以下／20세이하年齢 年岁 나이
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SGRA China Forum Email Letter（中国語で配信・중국어

전송）／SGRA中国论坛的消息（中文版）

その他／其他／그외

ＳＧＲＡかわらばん（日本語で配信）／ＳＧＲＡ会员消息（日

文版）／ＳＧＲＡかわらばん（일본어전송）

先生・知人・友人の誘い／熟人或朋友的邀请／

선생님(／교수님) 혹은지인, 친구의소개

今回のフォーラムを何でお知りになりましたか？（複数回答可）／您是如何得知本次

论坛的？（可多选）／이번 포럼을 어떻게 아셨나요? （복수 답변 가능）
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その他／其他／그외

期待したほどではなかった／没有预想的收获大／기대에

미치지못했다

だいたい期待通り／有一些收获／대부분그렇다

大いに期待通り／非常有收获／정말그렇다

このフォーラムは期待通りでしたか？／您参加本次论坛，得到预想的收获了吗？

／이번 포럼은 기대에 부응하는 포럼이었나요? 



このフォーラムのご感想・主催者に伝えたいこと等ご自由にお書きください。 

● アニメの歴史について面白かったです。次回、英語の同時通訳を追加してほしいです。 

● このように素晴らしい講師の方々のしっかりした分析、時間の進め方にほんとうに感心しています。実はこちらでは朝早い

し、困ったなと思いつつ準備をして、全く期待などなくてどうゆう風になるのだろう？という curiosity で出席したのです

が、200%満足いたしました。今後の私のアニメに対する興味を高めていただきました。時間がなくて見られない、を時間が

なくても見てみように変えます。そして今日の先生方のお言葉を思い出して楽しく鑑賞しようと思います。ありがとうござ

いました。 

● ぜひ、こういったフォーラムをたくさん開催して頂きたいと思います。コロナ禍でオンラインにはなりましたが、こちらと

しては、自宅で集中して聞くことが出来たので、とても良かったです。ただ、もう少し質疑応答の時間を取って頂けると、

質問出来たのになぁと残念です。 

● とても良かったです。 

● フォーラムの開き方を含め、良い勉強になりました。 

● まず、今回のフォーラムありがとうございました。 

Q＆A の部分について、一点だけ改進してもらいたい点があります。もし可能なら ZOOM の挙手機能を利用して、視聴者たち

から直接質問をさせてもらえるとより親切だと思いました。お疲れ様でした。 

● 引き続き行っていただければと思います。 

● 海外からも気楽に参加できること、とてもありがたいものです。 

● 貴重なお話を伺えて、大変勉強になりました。特に、現在の現象を研究対象とする意義が理解できました。今後の『鬼滅の

刃』に対する研究にも注目していきたいと思います。 

● 研究に役に立つことや新たな意見をいろいろいただきました。ありがとうございました。 

● 今回のイベントを企画していただき、ありがとうございました。もう少し似たようなテーマのものを聞きたいので、引き続

きよろしくお願いします！ 

● 社会現象を引き起こした文化力についての究明が新鮮である。 

● 世界のアニメについての知識などをたくさんいただきました。ありがとうございました。 

● 対談の部は特に面白かったです！ 

● 大変興味深いフォーラムのオーガナイズをありがとうございました。 

● 津樫先生の話が面白かったですが、もう少し日本アニメの文化力について深くまで話してほしかったです。対談者の話がや

や長い時もあって、時々テーマから離れた感じもしました。またこのようなテーマでフォーラムを開くことがありました

ら、事前にテーマについての下位項目を決めてアナウンスした方がいいと思います。 

● 日本語教師です。アニメをきっかけに日本や日本語に興味を持つ学生がたくさんいます。私自身、海外の学生達に人気のア

ニメだけれど、まだ読んでいないものが沢山あるので、この講演を拝聴して、もっとちゃんと読まねば…、読みたい！と思

いました。ありがとうございました。今後の講演にも期待しています。 

● 日本文化力についてよく理解させてくれました。本当にありがとうございました。 

● 勉強になりました。ありがとうございました。 

● 有益で、日本アニメについての新しい理解を与えて、日本アニメにもっと興味を持つようになりました。 

● 歴史的な観点でのお話を参考になりました。 

● 次回、インターネット接続がもっとよくなると願っています。 

● 日本アニメに関する似たようなフォーラムをこれから多く開催して欲しいです。とても面白かったです。 

● 交流が促進され、視野も広げられました。翻訳もスムーズで安定していています。主催者側に感謝しています。今後も引き

続き参加したいです。 

● 津堅先生と陳先生のアニメ研究に関する対談は、私にアニメ研究の意義を新たに認識させてくれました。特に 50 年まで経っ

ていないアニメが研究に値するかについてのお話、とても勉強になりました。 ただ、多くの観客からの質問が全部回答でき

なかったこと、残念だと思います。今後もしできれば、会議の時間を増やしてほしいです。 

● インタネット通信がもっと安定していれば、よりよくなると思います。 

● 私にとって特別な体験でした。いろいろな知識を得ることができました。課題に関する検討がもっと深く、系統化できるこ

とを願っています。 

● 時間が足りなかった気がします。もっとゲストの先生に発言していただいたり聴講者との交流ができることを願っています。 



请谈谈参加本次论坛的感想，和给主办方的意见。 

● 有关动画历史的部分讲得非常有意思。我希望下次能再加上英语的同声传译。 

● 我真心佩服这几位优秀讲师的精彩分析和主办方精准的时间分配。其实我这里的时间要早上很早起来做准备，觉得有点麻烦，

完全没期待会办成什么样。我带着这种好奇参加了这次会议，但我收获了 200%的满足。增加了今后我对动画的兴趣。以前是

没时间看不了，以后我就算没有时间也要看，这次会议让我有了这样的转变。想起今天老师们说的话，我就想心情愉悦地去欣

赏动画。真的非常感谢。 

● 以后请一定多多举办这样的论坛。虽然正值新冠病毒时期，但我能在自己家里集中注意力听会，真的太好了。不过，如果能再

多给一点答疑时间，我也想提个问题，遗憾时间有限没提成。 

● 非常精彩。 

● 连同举办方式在内，这次会议让我受益匪浅。 

● 首先，我非常感谢这次的会议。针对 Q＆A 答疑部分，我想提一个小小的改善意见。如果能用 zoom 的举手功能，听众举手后

自己提问的话会感觉更亲切。大家辛苦了。 

● 希望今后能继续举办。 

● 我从国外也能轻松参加，真是太好了。 

● 我听了这些宝贵的发言，受益匪浅。尤其是我理解了把当下的现象作为研究对象的意义。今后我也想多关注一下《鬼灭之刃》

的研究。 

● 我收获了许多对研究有帮助的新意见。非常感谢。 

● 非常感谢举办这次会议。我还想继续听类似课题的会议，今后也请多多举办。 

● 有关文化力引起社会现象的考察很新颖。 

● 我收获了许多有关世界动画的知识，非常感谢。 

● 对谈部分非常精彩。 

● 非常感谢能给我们带来这么有意思的论坛。 

● 津坚老师讲的内容很有意思。如果能再深入谈谈日本动画的文化力就更好了。对谈方的讲师说得有点多，有时感觉脱离了主

题。此外，如果以后召开类似主题的论坛的话，最好能提前决定好下次主题在会议后广播通知给大家。 

● 我是一名日语老师。很多学生因为动画对日本和日语感了兴趣。虽然很多对海外学生来说都是知名的动画，我也有不少还没看

过。通过这次论坛，我感觉我需要多看看动画了。非常感谢这次的会议，我很期待后续的论坛。 

● 让我很好地理解了日本文化力。非常感谢。 

● 受益匪浅，非常感谢。 

● 很有意义的论坛。我收获了对日本动画的新的理解，也对日本动画更感兴趣了。 

● 从历史观点谈的发言让我学到很多。 

● 感谢组织者的专业性！ 

● 喜欢问答环节，感谢主办方 

● 希望下次网络的连接可以更好一些 

● 希望多多举办这样的日本动漫的探讨，很有趣 

● 促进了交流，开拓了视野，翻译也很流畅稳定，感谢主办方，希望以后多参加今天的讲座。 

● 津坚老师和陈老师在动画研究方面的对话，让我对动画研究的意义有了新的认识，尤其是动画没有超过五十年是否值得研究的

话题，受益匪浅。但是看到有很多观众提出的问题没有机会被问到，觉得很可惜，如果可以的话希望主办方以后可以增加会议

的时间。 

● 如果通信能再稳定一些，感觉会更好一些 

 

  



이번 포럼에 대한 의견 혹은 주최자에게 전하고 싶으신 사항이 있으시면 알려주세요. 

● 애니메이션 역사에 관한 이야기 재미있었습니다. 다음에는영어 동시통역을 추가해 주셨으면 합니다.  

● 이런 훌륭하신 강사님의 명확한 분석, 그리고 진행 방식, 정말 대단하다고 생각했습니다. 실은 여기는 아침 이른 시간이고 

또 기대도 별로 하지 않아서 어떻게 될지 호기심에서 참석했습니다만, 200 퍼센트 만족했습니다. 저의 애니메이션에 대한 

흥미를 높여주셨습니다. 시간이 없어서 못 보겠다, 를 시간이 없어도 보자, 로 바뀌게 해주셨습니다. 오늘 선생님들의 

이야기를 떠올리면서 즐겁게 감상하려고 합니다. 감사합니다. 

● 이런 포럼을 많이 개최해 주셨으면 합니다. 코로나 사태로 인해 온라인으로 개최되었습니다만, 저로서는 집에서 집중해서 

들을 수 있었기 때문에 너무나 좋은 시간이었습니다. 다만 좀더 질의응답 시간이 길었다면 질문할 수 있었는데… 

유감스럽습니다.  

● 정말 좋았습니다. 

● 포럼의 개최 방식도 포함해서 좋은 공부가 되었습니다. 

● 이번 포럼 감사했습니다. Q＆A 에 대해서 한 가지만 개선해 주셨으면 합니다. 만약 줌의 거수 기능을 이용해서 시청자들의 

질문을 받는 것이 더 친절하다고 생각합니다. 수고하셨습니다. 

● 또 개최해 주셨으면 합니다. 

● 해외에서 편하게 참가할 수 있는 점, 너무 감사드립니다. 

● 귀중한 이야기를 듣고 많은 공부가 됐습니다. 특히 현재의 현상을 연구 대상으로 하는 의의를 이해할 수 있었습니다. 

앞으로 '귀멸의 칼날'에 대한 연구도 주목하고 싶다고 생각했습니다. 

● 연구에 도움이 되는 것들과 새로운 여러 의견들을 얻을 수 있었습니다. 감사합니다.  

● 이번 이벤트를 기획해 주셔서 감사합니다. 비슷한 테마의 이야기를 좀더 듣고 싶으므로 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다! 

● 사회 현상을 일으킨 문화력에 대한 규명이 신선했습니다.  

● 세계의 애니메이션에 대한 지식 등을 많이 얻었습니다. 감사합니다. 

● 대담 부분이 특히 재미있었습니다! 

● 대단히 흥미로운 포럼을 개최해 주셔서 감사합니다.  

● 쓰가타 선생님의 이야기가 정말 재미있었습니다만, 일본 애니메이션의 문확력에 대한 좀더 깊이있는 이야기를 듣고 

싶었습니다. 대담자의 이야기가 조금 길어진 적도 있어서 가끔 테마로부터 벗어난 것 같은 느낌을 받았습니다. 앞으로 이런 

테마로 포럼을 개최하실 일이 있으시다면 사전에 테마에 대한 하위항목을 정해서 안내해 주시는 것이 좋다고 

생각했습니다.  

● 일본어 교사입니다. 애니메이션이 계기가 되어 일본이나 일본어에 흥미를 갖게 되는 학생들이 많이 있습니다. 저 또한 

해외의 학생들에게 인기가 있는 애니메이션이지만 아직 보지 않은 것이 많이 있으므로 오늘 강연을 듣고 더 봐야겠다, 

보고 싶다! 라고 생각했습니다. 감사합니다. 앞으로의 강연도 기대하고 있겠습니다. 

● 일본의 문화력에 대해서 잘 이해할 수 있었습니다. 정말 감사합니다. 

● 많은 공부가 되었습니다. 감사합니다. 

● 유익했고, 또 일본 애니메이션에 대해 새롭게 이해할 수 있었고, 일본 애니메이션에 대해 더욱 흥미를 가지게 되었습니다.  

● 역사적인 관점에서의 이야기가 많은 참고가 되었습니다.  

● 주최자 측이 잘 조직해 주셔서 감사합니다. 

● 질의응답 부분이 좋았습니다. 주최자 여러분 감사합니다. 

● 다음 번에는 인터넷 접속 상황이 좋아지기를 바라고 있습니다.  

● 일본 애니메이션에 관한 비슷한 포럼을 앞으로도 많이 개최해 주셨으면 합니다. 정말 재미있었습니다.  

● 교류가 촉진되었고 시야도 넓어졌습니다. 통역도 안정적이었습니다. 주최자 측에게 감사합니다. 앞으로도 계속 참가하고 

싶습니다. 

● 쓰가타 선생님과 첸이안 선생님의 애니메이션 연구에 대한 대담은 저의 애니메이션 연구의 의의를 새롭게 인식시켜 

주었습니다. 특히 아직 탄생한지 50 년도 지나지 않은 애니메이션을 연구할 가치가 있는 것인지에 대한 이야기, 정말 많은 

공부가 되었습니다. 다만 많은 분들의 질문에 대해 전부 대답할 수 없었던 것이 유감스러웠습니다. 혹시 가능하다면 앞으로 

카페 시간을 늘려 주셨으면 합니다.   

● 인터넷 통신 상태가 안정된다면 더 좋을 것 같습니다. 

 


