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概要
１．基調論文 ２．転換期の国際社会−歴史の転換、理論の転換 ３．世界のなかの国家−軍事、
安全保障、政治における新たな役割

2014年12月19日 . 世界政治研究会. 2014 年 9 月 26 日. ウェストファリア史観を脱構築する―言
説・理論・. 歴史. 日本国際政治学会 2014 年度. 研究大会, 福岡国際会議場 ... インドネシア
大統領選挙と新政権の展望」. 国際情勢研究所. 2014 年 4 月 25 日. 「グローバル化の影：新し
い暴力と紛争の形」. 川崎市平和館. 2014 年 6 月 21 日.
研究成果の概要（和文）：本研究は、1960年代後半から70年代前半にかけての時期に、特定地

域における米国の安全保. 障政策が、他の地域 . 米国がベトナム戦争を遂行し、米軍を世界各
地に前方展開させたことにより、巨大な国際収支赤字を抱え、これが. 米国経済の停滞など .. のあ
り方をめぐって、. 日本国際政治学会部会 9「日米安保体制.
本書では、歴史的転換とは何かについて刺激的な考察がなされ、冷戦終焉以降の新しいパラダイ
ムが提示される。さらに、「文明の衝突」論と「アジアの世紀」論とが重ね合わされて、欧米研究者の
「アジア・太平洋」観も示される。
日本国際政治学会とは? 一般財団法人日本国際政治学会（いっぱんざいだんほうじんにほんこく
さいせいじがっかい、英: The Japan Association of International Relations , JAIR.
2013年3月5日 . 環境・エネルギー協力の新たな展望とその可能性. ～東アジア . 点からいえば、ま
ずは双方の利害関係が共通する環境問題などに焦点をあてて、交流や対. 話に取り組むこと .
【日本側研究チーム】. 主査. 廣野 良吉. 日本国際フォーラム客員上席研究員. メンバー. 明日香
壽川. 東北大学東北アジア研究センター中国研究分野教授.
ペギー・ブルーメンソール 米国法人日本国際交流センター会長、国際教育協会(IIE). 上級顧問.
政策・政治改革. ジェームス・ギャノン 米国法人日本国際交流センター事務局長（チェア） .. 合同
会議にお. いて両国委員が議論し日英関係のあり方についての提言をまとめ、それぞれの首相に報
告. している。当センターは日本側事務局として企画・運営.
東京大学大学院法学政治学|理論班における国際政治経|. |研究科 .. 事業の目的・意義は、21
世紀における安全保障・外交の新次元開拓とネットワーク構築を行うこと. |である。 .. 国際会議の
開催や海外ロードショーを通した日本の主張の積極的対外発信. 1。国際会議の主催. “Alliance
in Today's World” (F),Elai), .. .. 日時:2016年6月15日(水).
岩間陽子「冷戦後のNATOと統一ドイツ」財団法人日本国際問題研究所、平成21年度NATO
研究会報告書『岐路に立つNATO－米欧同盟の国際政治』（平成22年3月）第2部第8章「 . 岩
間陽子「近代国民国家を超える21世紀のアジア」『神奈川大学評論』2010年第65号（ベルリンの
影崩壊20年特集号―歴史から未来へ）（2010年3月）pp.74-83.
国際女性メディア財団「メディアにおける女性の地位国際調査 （The IWMF Global Report on the
Status of Women in the News Media ）」(世界59カ国が参加)。2011年。 .. 米国プレスの自由委
員会一般報告書』提出から53年を経て－」 『マス・コミュニケーション研究』No.58、2001年1月31
日、日本マス・コミュニケーション学会、109-125頁。
楽天市場-「日本国際政治学会」469件 人気の商品を価格比較・ランキング･レビュー・口コミで検
討できます。 . 中古 【中古】 国際政治研究の先端 6 / 日本国際政治学会 / 日本国際政治学会
[単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】 .. 中古 【中古】21世紀の日本、アジア、世界—日
本国際政治学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展望.
2006年6月1日 . 2006年度日本政治学会研究会プログラム. ７月９日（日）. 研究会. 民主主義と
安全保障 日本と東アジアから える」. （Democracyand Securityin Japan and East Asia）. 午前の
部：「民主主義は市民社会を守るか」. （９：30-12：00 国際会議場メインホール）. 司. 会：杉田敦
（法政大学）. パネリスト：テッサ・モーリス＝スズキ（.
めざすべき都市像の一つとして、「国際交流拠点都市」～世界のなごや～を掲げてお. り、その実現
. 日本の経済的、文化的な国際交流は、ま. すます進展 . た施設の整備、新しい国際的機関の
誘致な. どにつとめる。 総合計画の体系. Ⅰ. 国 際 化 の 基 本 方 針 ・ 計 画. 名古屋市. 基本構
想. 昭和 52 年 12 月策定. 21 世紀を展望した. 市政の指導.
2007, 福岡国際会議場 (福岡県福岡市）, 10月26日-28日, ダウンロード. 2006, かずさアカデミア
ホール （千葉県木更津市）, 10月13日-15日, ダウンロード. 2005, 札幌コンベンションセンター (北
海道札幌市）, 11月18日-20日, ダウンロード. 2004, 淡路夢舞台国際会議場 (兵庫県津名郡東
浦町）, 10月15日-17日, ダウンロード. 2003, つくば国際会議.
所属：早稲田大学,国際学術院(アジア太平洋研究科),教授, 研究分野：国際関係論,政治学,
広領域, キーワード：東アジア,冷戦,地域統合,グローバリゼーション,日本外交,韓国,国際関係史,
中国,脱植民地化,主権, 研究課題数：16, 研究成果数：97, 継続中の課題：戦後韓国の地域主
義外交に関する歴史・政策研究.

2017年12月15日 . １．役員会. 第18回通常理事会を3月に開催を予定. しています。 −平成30年
度事業計画、予算など諮. ります。 ２．本年度調査事業・調査研究活動. 2-1 補助事業. 公益
財団法人JKAからの助成金を受け. て、次の調査研究を実施します。 ① 貿易障害から見た主要
国流通関連と法. 的諸規制の調査研究補助事業. 【 主要国の流通.
2015年4月28日 . 以上の研究の根底には、冷戦型開発独裁から脱冷戦型市場民主主義への移
行という、韓国の政治経済体制の変容を明らかにすることで、朝鮮半島を取り巻く東アジア国際関
係の変容を照射するという問題意識が流れている。とかく、日本や中国という「大国」を中心として
東アジア国際関係が語られることが多いが、韓国・朝鮮.
イスラーム復興とヒズブ・タハリール・インドネシアの政治運動―近代化とグローバリゼーションに対す
る挑戦」 .. 同志社大学２１世紀ＣＯＥプログラム「一神教の学際的研究―文明の共存と安全保
障の視点から」の２００５年度報. 告書を . た学術誌『一神教学際研究』は今年度も、日本語・英
語・アラビア語の３カ国語で刊行し、国際ワークショップの報.
0 文字 ( words ). 「朝鮮戦争初期の米韓関係、開戦から戦線安定化までー韓国の内政と外交
をめぐる米国の. 介入」 ... 日本国際政治学会 1994 年度秋季大会、東アジア・安全保障合同分
科会、東京大学、本郷キ. ャンパス、1994 年 10 月 . 財）平和・安全保障研究所、安全保障奨
学プログラム合同セミナー『21 世紀 世界の主. 要な同盟関係の.
この動機は、２１世紀を迎え世界経済が構造的制度的循環的に新たな段階に突入していること、
旧アフガニスタン・レジームの崩壊、ブッシュ大統領によるイラク侵攻や他方での . また、わが国におけ
る国際政治経済研究者の年齢構成や地域分布の上から、首都圏において後継者を育成し日本
国際経済学会など既存の学会の発展にも寄与できる.
2015年3月31日 . 協議会の代表には、山本良一東京大学名誉教授・国際グリーン購入ネット
ワーク名誉会長副代表には中原秀樹東京都市大学教授・国際グリーン購入ネットワーク会長と .
環境経営学会. 理事. 明石 祥子. フェアトレードシティくまもと推進委員会. 代表. 足立 直樹. ㈱レ
スポンスアビリティ. 代表取締役. 阿部 治. 立教大学 社会学部.
日建設計［大連］｜東アジア地域の活動拠点. 日建設計［上海］｜ . 日建グループは、全16社か
ら構成される、建築・都市・環境などさまざまな分野を包含する専門家. 集団です。 .. 国際政治
学会理事。主な著書に『新しい「中世」21世紀の世界システム』（日. 本経済新聞社、1996年）、.
『ワード・ポリティクス─グローバリゼーションの中の. 日本外交』.
2011.04～2014.03, 代表者：施 光恒, 九州大学政治学、教育学、社会心理学、民俗学などの
学際的知見を参照しながら、日本文化に潜在的に存在する「共生」の理念 . 富沢克編, 『「リベラ
ル・ナショナリズム」の再検討――国際比較から見た新しい秩序像――』, ミネルヴァ書房, 「リベラ
ル・ナショナリズムの世界秩序構想――D・ミラーの議論の批判.
データ種別, 図書. 出版者, 国立 : 日本国際政治学会. 出版者, 東京 : 有斐閣 (発売). 出版年,
2008.12. 本文言語, 日本語. 目次. 別書名, 裏表紙タイトル:Foreign policy and coercive power
of Japan in modern times. 大きさ, 179, 16p : 挿図 ; 21cm.
共著『国際情勢ベーシックシリーズ４ アフリカ』（小田英郎編、改訂版）、自由国民社、1999年。
＜単行書収録論文＞. 「シエラレオネにおける慣習的土地保有と大規模土地取得──土地改革
で何が変わり、何が変わらないか──」、武内進一編著『現代アフリカの土地と権力』日本貿易振
興機構アジア経済研究所、2017年、35-69頁。 「シエラレオネ.
2017年3月3日 . フォーラム有識者世話人／日本国際フォーラム理事・上席研究員、中西寛京都
大学教 ... 現在、国際安全保障学会理事、日本国際問題研究所客員研究員を兼任。 細谷
雄一 慶応義塾大学教授 . 士号（国際関係学）取得、米国防大学（NDU）国家戦略研究所
（INSS）客員研究員、米戦略国際問題研究所（CSIS）. 客員研究員、.
21世紀の日本、アジア、世界―日本国際政治学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展
望 [単行本]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り
沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届
け実施中。
本の種類からさがす. 新聞 · 音楽・映像資料 · 統計 · 地図 · 規格・博士論文・テクニカルリポート

· 江戸時代以前の本、錦絵、漢籍 · 児童書 · アジア諸国関連資料 · 文書類（憲政・占領期・日
系移民） · お問い合わせ サイトマップ. Copyright © 2009- National Diet Library. All Rights
Reserved.
2017年3月15日 . J. B. ケスラー，織完「日米関係のイメージと米国連邦制度―加州排日土地法
論争を通じての一考察―：日米関係のイメージ」，『国際政治』34号, 日本国際政治学会，1967
年． ＜平野宗明（研究員）＞. ※本記事の内容は、執筆者個人の見解に基づくものであり、当セ
ンターの公式見解ではありません. △トップに戻る. 新規公開資料.
日本国際政治学会編, 歴史的転換とは何かについて刺激的な考察がなされ、冷戦終焉以降の
新しいパラダイムが提示される。さらに、「文明の衝突」論と「アジアの世紀」論とが重ね合わされて、
欧米研究者の「アジア・太平洋」観も示される。 21世紀の日本、アジア、世界 ―日本国際政治
学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展望. 4,800円.
変化の時代の企業経営』; 『中小企業の今後と日本経済』; 『21世紀の新能力主義の時代』; 『構
造改革と日本経済の展望』; 『年収300万円時代を生き抜く経済学』; 『激動の世界経済情勢下
での日本と地域経済』; 『ITと今後の日本経済』; 「日本人を幸せにする経済学」; 「経済と戦争は
つながっている～本当に幸せをもたらす社会とは」; 「国際経済情勢.
研究テーマ, 日本が欧米諸国との交際に踏み切った幕末期を中心に、外交の制度的な動きでは
なく、その現場を司った人間たちに着目する「外交の文化史」を追求しています。その研究 .. 引き継
がれた外交儀礼―朝鮮通信使から米国総領事へ」 『(笠谷和比古編) 一八世紀日本の文化状
況と国際環境』、思文閣出版、京都、2011年、pp.535-564.
同志社大学技術・企業・国際競争力研究センター、ITECセミナー、2010.10.15; 日本の未来－
人間開発主義と高福祉の日本モデルを求めて （講演） ～財団法人ひょうご震災記念２１世紀研
究機構、第11回アジア太平洋フォーラム・淡路会議、2010.8.6; アメリカ経済史の断章～アメリカ経
済を理解するために～ （講演） ～放送大学福井学習センター.
③日本国際教育学会第 23 回大会発表「教育における先住民族文化の役割」 .. ②1）日本ロマ
ンス語学会（1977 年 4 月〜現在に至る）研究分野：現代ポルトガル語、中世宮廷叙事詩（15 世
紀）；2011 年 5 月総会にて . 米国特許からみた遺伝子組換え植物の技術開発動向｣(全面改訂
版)(KK アイピーソリューションズ 2009 年 12 月)(共著).
2007年 神戸大学大学院国際協力研究科長 2009年 神戸大学大学院国際協力研究科教授
2011年 第22期日本学術会議連携会員 2014年 第9期 国際開発学会会長 2016年～ 京都大
学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授. 所属学会. 国際開発学会 日本アフリカ学会 日
本平和学会 日本国際政治学会 日本国際経済学会. takahashi03.
2014年9月5日 . 第９回日米協会国際シンポジウム／The 9th International Symposium of
America-Japan Societies ……… 札幌・北海道大会の概要と会議日程／Overview and
programs of the Sapporo／Hokkaido Symposium… 開会式／Opening .. 全米日米協会連合
（米国）が共催となって、日本と米. 国で隔年ごとに交互開催され、.
比較文明学会関西支部・九州支部合同研究会のご案内 .. 2014.03.03 21:41. 同志社大学一
神教学際研究センター 国際ワークショップ. 2014.02.14 15:17. ハラール食品のグローバリズム：イス
ラームとハラール市場に対する政府の規制 . 第6回CISMORユダヤ学会議 「ヘブライ語文化の復
興−現代ユダヤ教における意義・日本文化との関係」.
日本孤立 / 船橋洋一著. 2, bookplus, 21世紀の日本,アジア,世界 : 日本国際政治学会・米国
国際関係学会合同国際会議からの展望 / 日本国際政治学会編. 3, bookplus, 新・富国強兵
論 : 経済の繁栄と軍事力の原則 / 日高義樹著. 4, bookplus, 冷戦後の世界と日本 : 政治評論
1990-1994 / 岩本勲著. 5, bookplus, 脱グローバリズムの世界像 : 同.
2017年12月14日 . 左からバーグマン下院議員、ヴェラ下院議員、ティベリ下院議員、デルベネ下院
議員、ライカート米日議員連盟共同議長、榊原会長 .. 政策研究所 解説シリーズ／早稲田大
学国際学術院教授 片岡貞治; （地球温暖化対策）カーボンプライシングに関する諸論点＜５＞
－日本で排出量取引を導入すべきなのか／２１世紀政策研究所.
2016年5月18日 . とはいいがたい。外務省と関係省庁・機関、科学技術コ. ミュニティの関係も限

定的だった。言い換えれば、21. 世紀になって総合科学技術会議が科学技術外交の重要性. を再
三提起したにも . 世界と一体化した国際活動の戦略的展開』に向けた今後の検討体制等に関す
る提言」、2012 年 11 月（http://www8.cao.go.jp/cstp/.
2018年1月5日 . 研究者の立場から 1）医学系研究者（医薬ジャーナル「新薬展望2015」、pp2023 Vol.51 S-1 2015). 「言葉より気持ちの持ち方」－達人が語る国際舞台の交渉術－ （日経産
業新聞、2015年1月8日、朝刊17ページ、許諾番号 No.30038908）. 「急変する世界 日本の選択
あなたの選択」 対談 伊藤忠商事株式会社 執行役員 法務.
7, bookplus, 引き裂かれた西洋 / ユルゲン・ハーバーマス [著] ; 大貫敦子 [ほか] 訳. 8, bookplus,
21世紀の日本,アジア,世界 : 日本国際政治学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展望
/ 日本国際政治学会編. 9, bookplus, 日本孤立 / 船橋洋一著. 10, bookplus, 国際レジームと日
米の外交構想 : WTO・APEC・FTAの転換局面 / 大矢根聡著.
２１世紀の日本、アジア、世界 日本国際政治学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展
望/日本国際政治学会. 5,184円. この商品の最安値を見る. ポイント6倍. 合計306ポイント獲得.
通常ポイント. （+6倍）. ※詳しいポイントの内訳については商品ページをご確認ください。 閉じる.
送料無料. 出品者：オンライン書店boox @Yahoo!店. 年間ベスト.
学会発表・研究発表等. モデレーター、『第7回持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム
（ISAP）』「アジア諸国はどのようにSDGsを実施するのか：各国の準備 . あり方とトランスディシプリナ
リーなアプローチ」環境経済・政策学会（SEEPS）2013年大会 2013年9月22日; 蟹江憲史「政治
学・環境ガバナンスからの問題提起」日本学術会議主催.
2015年8月30日 . 林 大輔「EU・中国関係の 40 年 経済・通商関係から包括的な戦略的パート
ナーシップの形成へ、1975 年－2015 年」 . 田円「中仏国交正常化（1964 年）と「一つの中国」原
則の形成 仏華断交と「唯一の合法政府」をめぐる交渉」『国際政治』第 163 号. （2011 年1 ..
282-290; 倉田保雄「日本・EU 議員会議」、EUSI Commentary,.
日本青年政治指導者交流プログラム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19 .. 会が少ない地域を対象とし、日本
から草の根交流のコーディネーターを派遣す. ることで日本理解や日米交流を促進することを目的と
しています。2002年度. 国際交流基金 . 国際交流基金日米センターは、日米関係をより緊密なも
のとし、日本が米国と協調して世界へ貢献して.
2017年5月7日 . 国際日本学研究. Global Japanese Studies Review. Meiji University. 第９巻
第１号. Vol. No. 明治大学国際日本学部. School of Global Japanese Studies, Meiji . TPP と
韓国のメガ FTA 戦略：アジア太平洋地域秩序の再構築 金 ゼンマ 1 .. 米国は TPP を通じて「米
国が 21 世紀の新.
2005年10月3日 . した国際会議. 資料７ 第１９期中に日本学術会議が後援し，又は後援を決定
した国際. 会議. 資料１ 第１９期に日本学術会議から推薦した委員等候補者 .. ⑥ ２１世紀の科
学力をデザインするために－科学リテラシー構築に向けて－. （平成１７年８月２７日、日本学術会
議講堂）. (4) 地区会議. ７地区会議において計１８回の学術講演.
【特集】学校法人城西大学創立50周年記念 ウプサラ大学・城西大学合同シンポジウム｢スウェー
デンと日本における女性学および文学｣ . Bremer)(1801-1865)とより良い世界の展望 エヴァ・ヘゲス
タッド／コメントとリプライ 司会 ジョーダン・スミスパネルディスカッション 司会 アン・オールベルク／パネ
リスト略歴【JIU学会(女性学)基調講演】アメリカの.
2011年9月1日 . この時期の読書から、内容はもちろんであるが、表現力の素晴らしさや日本語の
持つ響き、 .. 張 国 興 「アジア学」事始め : 21 世紀世界と日本の進路を求めて ... 21 世紀の日
本,アジア,世界 : 日本国際政治学会・米国国際関係学会合同国際会議か. らの. 展望. 日本国
際政治学会編. 国際書院. 張 国 興 21 世紀则叶的中国高等.
100万社のマーケティング. Marketing for 1,000,000 co. 宣伝会議. NDLC：ZD25 . 『2001年の情
報システムシンポジウム論文集 情報システムを不良債権にしないために』（情報処理学会シンポジ
ウムシリーズ v.99 no.2）. 情報処理学会. NDLC： ... 『21世紀の日本、アジア、世界 日本国際政
治学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展望』.
本報告は、島根県立大学教員を中心に編成された日本学術振興会・科学研究費補助金プ. ロ

ジェクト「戦後処理政策 . た、プロジェクトのメンバーが研究期間中に中国・台湾・米国において史
料収集を実施し. た際に現地で行った研究 .. 北東アジアの国際関係――現在と未来」（宇野重
昭編『北東アジアにおける中国と日本』. 所収、国際書院、２００３.
青山弘之編／青山弘之・末近浩太著『現代レヴァント諸国の政治構造とその相関関係（調査研
究報告書）』JETROアジア経済研究所, 2007年3月, 161 pp. 末近浩太編『現代中東政治学リー
ディングガイド（Cias Discussion Paper No. 6）』京都大学地域研究統合情報センター, 2008年3
月, 103 pp. 日本国際政治学会編『国際政治（特集 中東の政治.
bookweb. ＜図書＞. 21セイキ ノ ニホン アジア セカイ : ニホン コクサイ セイジ ガッカイ ベイコク コク
サイ カンケイ ガッカイ ゴウドウ コクサイ カイギ カラノ テンボウ. 21世紀の日本,アジア,世界 : 日本国
際政治学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展望 / 日本国際政治学会編.
第3回神戸大学政治理論研究会・科学研究費基盤A「多文化共生社会の変容と新しい労働政
策・宗教政策・司法政策に関する国際比較研究」・学振人社系課題設定 .. 世界政治学会
2018年大会（2018年7月21日から25日）組織委員長を務めるTerrell Carver教授（University of
Bristol）から、政治思想学会事務局宛に、報告ペーパー募集の御案内.
日本国際政治学会2017年度研究大会のご案内. 初秋の候、会員 . 今年度の研究大会は、10
月27日（金）から29日（日）まで三日間にわたり神戸国際会議場にて開催いたします。 今大会にお
いて . また、同日午前に開催される韓国国際関係学会（KAIS）との合同部会では、「歴史の記憶
と国際関係――東アジアを中心に」をめぐり議論を行います。
2017年5月20日 . 世界国際関係学会 (International Studies Association)は、会員7300人を擁
し、北米に本部を置き、欧州・北米・南米・アジア・アフリカ・オセアニア・ロシアなどの研究 . 21世紀
の日本、アジア、世界―日本国際政治学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展望 国
際書院; 世界で最も貧しくあるということ (平和研究 第37号).
歴史のなかの日本外交 / 細谷千博著作選集刊行委員会編. レキシ ノ ナカ ノ ニホン ガイコウ. (細
谷千博 . 戦争・平和・人権 : 長期的視座から問題の本質を見抜く眼 / 黒沢文貴編. 2,
bookplus, 引き裂かれた西洋 . 10, bookplus, 21世紀の日本,アジア,世界 : 日本国際政治学会・
米国国際関係学会合同国際会議からの展望 / 日本国際政治学会編.
テ―マ ：米国のアジア戦略とＴＰＰ-日本のとるべき対応 報告者： . 日韓・日朝関係の対立構図か
らの脱却－最近の動向をいかに捉え、日本の戦略的観点構築を考えるか－ ... 国際アジア共同
体学会主催・NEASE-Net共催 アジアシンポジウム 「東アジア共同体と岡倉天心：２１世紀アジア
を展望する」(2008.2.23)のご案内を掲載しました。【詳細】.
平成26年07月18日 平成26年度大阪大学大学院言語文化研究科言語社会専攻及び日本
語・日本文化専攻特別研究支援「世界システムの変遷と日米両国における内政の有機的 . 平
成26年4月9日 平成２６年度（前期）大阪大学国際合同会議（シンポジウム）助成Dynamics of

Asia-Pacific Region- Interdisciplinary Perspectives: History and.
. 正洋・工藤裕子・佐川泰弘・B.サンジャック・J.ラポンス（編）『民主主義の国際比較』, 一藝社,
pp. 1-7, Jan. 2000. 岩崎正洋, 荒井祐介. トーマス・U・バーガー, 多元主義への平行な道？：日
本とドイツにおける移民政策（翻訳）, 日本国際政治学会（編）『21世紀の日本、アジア、世界：日
本国際政治学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展望』,.
21世紀ＣＯＥプログラム 平成１４年度採択拠点事業結果報告書. （大学名）. 早稲田大学. 機関
番号 . とりわけ、21世紀ＣＯＥプログ. ラムに採択された学内各拠点については、正に世界的 .. 政
治学研究科政治学専攻国際関係・比較政治、アジア太平洋研究科国際関係学専攻、社会科
学研究科地球社会論専攻、. 経済学研究科理論経済学・経済史.
ⅱ 日本の政策決定者要素 ⅲ 政策決定者要素比較. Ⅲ 国内的要素の変化を説明するものとし
ての主観的要素. １ 北朝鮮をめぐる日韓世論動向 ⅰ 韓国世論 ⅱ 日本世論. ２ 両国世論形成の
淵源―首脳 ... て将来的には、この六者協議を踏み台として、東北アジアの平和と安定的な国際
関係確立を目標とする. 前向きな動きが重要だと述べる12。
ポスト３・１１の科学技術社会論：『ポスト３・１１の科学と政治』（仮）の出版にあたって」、科学技
術社会論学会第11回年次研究大会、ワークショップ「ポスト３・１１の科学技術社会論」、湘南国

際村センター、2012年11月16～18日; 「ドイツ若手アカデミーの挑戦とグローバルヤングアカデミー」、
日本教育学会第71回大会、ラウンドテーブル「若手研究者.
アサヒ社. 5 Book 政治過程. 内田, 満(1930-), 犬童, 一男(1933-2007), 田中, 善一郎(1946-),
今村, 都南雄(1941-), 宇都宮, &hellip;. 三嶺書房. 11 Book 21世紀の日本,アジア,世界 : 日本
国際政治学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展望. 日本国際政治学会. 国際書院.
6 Book 政治過程. 東京大学社会科学研究所. 東京大学出版会.
所属学部・学科等. 法学部 法学政治学科. 職名 (資格). 教授 2002年 4月 1日. 出身学校・専
攻. 東京外国語大学 外国語学部英米語学科 1981年 卒業. 出身大学院・研究科. 東京大学
博士課程 総合文化研究科国際関係論専門課程 1987年 その他; ジョンズ・ホプキンス大学修士
課程 国際関係論1983年 修了. 取得学位. 国際学修士 1984年 3月.
生命圏の安全保障；科学・政治の双方を凝視する学問領域開拓を：吉田文彦，76. . 告 原子力
廃棄物を考える国際市民フォーラム―処分地問題の解決に向けて；廃棄物処分場立地フィンラン
ド，韓国，フラ .. 報 原子力関係会議案内，人事公募，平成21年度新役員候補者ご推薦のお
願い，平成20年度日本原子力学会「奨学生」の決定，.
第 中国の擡頭と米国の外交・安全保障政策. 「アジア回帰」の . 本 . は めに. 冷戦終結以降、米
国を中心とする「単極」の国際政治が展開されてきた。しかし、近年 ... 第二に、最近の米国にあっ
ては、米中関係に関する展望の重心が協調から対立へと移行. してきたように ... また、同年 11 月
に開かれた日本国際政治学会の年次大.
国際著作権―動向と展望」日本国際経済法学会編＝柏木昇編者代表『国際経済法講座Ⅱ
取引・財産・手続』 464-482頁（法律文化社、2012年11月）; 「著作権に関する国際的制度の動
向と展望」日本国際経済法学会年報21号226-245頁（2012年11月）; 「公衆衛生分野の国内政
策と国際知的財産法・国際通商法－プレーン・パッケージ規制を.
2014年度より、より国際的・普遍的な平和研究の知の拠点づくりを促進し、平和研究分野での広
島大学の国際的プレゼンスを確立するための基盤を整備することを目的として、下記の事業を展開
しています。 .. 大牟田稔（元広島平和文化センター理事長）「広島について」; 第２４回 ２１世紀
の日本の核政策―変動する国際社会の中で－(1999.12.17)
13:35-14:00 基調講演： 明石 康 スリランカ平和構築及び復旧・復興担当日本政府代表. 財団
法人 . ＰＫＯ法制定・施行２０周年を迎える中で開催された今回のシンポジウムでは、今後のさら
なる国際平和協力分野の. 人材育成の方向性を展望することをテーマとし、国際平和協力研究
員に加えて、現場経験の豊富な多様な有識者から. の発表に.
した国際学会である．アジア諸国に限らず，世界各国のオーストラリア研究の連携，ならび. に研究
者間のネットワークづくりを目指した，オーストラリア学会の新たな試みであり，本. シンポジウムとも問
題意識を共有している． 戦後日豪関係の史的展開. まずは，戦後の日豪関係の展開を振り返
る．第二次世界大戦終結後から現在に至るまで，.
日本平和学会 理事、編集委員、編集委員長、事務局長歴任. 比較政治学会. シミュレーション
＆ゲーミング学会 理事(創設時２年間). アジア政経学会. 日本国際政治学会 平和 . と環日本
海圏：リージョナリズムの位置付け」（69-94頁に資料）. 多賀 秀敏. 『早稲田大学２１世紀COEプロ
グラム第２回共同研究大会報告書』. 同上資料. 国際関係と共生.
政治学と21世紀社会」 「導入ゼミ1（社会科学入門）」 「プロフェッショナルリーディング――英語で
学ぶ現代日本社会とアジア」 2016.04-2017.03 日本学術振興会特別 .. ◇201510「〈新〉植民地
主義論という光のもとで「沖縄問題」を考えるーー創り出される現場から」立命館大学国際言語文
化研究所『立命館言語文化研究』27（1）：193-207．
2017年5月10日 . 土屋武志地域の中の世界ー愛知教育大学・岡崎市子ども国際理解セミナー
の取り組みー愛知教育大学出版会, 2007-03. 原田智仁（16名） Ⅰー２「 .. グローバリゼーションと歴
史教育ー21世紀型歴史学習のフレームワークづくりのためにーグローバル教育, 日本グローバル教
育学会, 6:14-27, 2004-03. 神田竜也 (2名) 「資料を.
国際関係論・中東地域研究 . 日本中東学会、日本国際政治学会、史学会、歴史学研究会 ..
日本」片倉もとこ、梅村坦、清水芳見編『イスラーム世界』岩波書店、2004年2月26日、123～

146頁; 2003: 「『対テロ戦争』下のイスラーム―アフガニスタンからパレスチナへ」慶應義塾大学地域
研究センター編『21世紀とイスラーム－その多様性と現代的.
2016年3月18日 . 129～146 頁。 ( 3)「中央ユーラシアの安全保障――米国介入のインパクト」防
衛庁防衛研究所編『東ア .. との関連を中心に」『国際政治』（日本国際政治学会）第 125 号、
2000 年、96～114 頁。 ( 4)「ソ連解体後の .. ( 1) 廬慶秀「東アジア安全保障の展望――韓国の
視点から」『21 世紀の国際秩序と東アジ. アの安全保障』（.
. SRC（2014.7.10） ▽クリミア後 の世界秩序と紛争：帝国論の応用から考える , 日本国際政治学
会 2014 年度研究大会共通論題 , 福岡国際 会議場（2014.11.15） ▽ Dilemma of Nationalism
and Regional Integration after Crimea: Focusing on Central Asia, 北海道大学・ブレーメン大学
合同ワークショップ「社会主義後期以降のロシアと中央.
大阪大学国際公共政策学会（OSIPP学会）主催の. 講演会が7月26 . 速水氏は、日本、アジア
そして世界を舞台に開発. 経済・農業経済学などにおいて . 目的としている。「日本ではお話を. う
かがえる機会のない方々からお. 話を伺い、日本では触れることの. できない資料に触れ、留学した
か. らこそ得られたと胸を張って言え. るような成果を出せる.
原子力ルネサンスと呼ばれる世界的な原子力発電回帰の動きが近年高まっている。東アジア地.
域においても、日・中・韓・台湾で既に 90 基の原子炉が稼働しているのに加え、インドネシア、 . 第
２章：日本の原子力エネルギー政策における国際政策協調の歴史的視点からの考察 .. なお、米
国原子力学会が環太平洋地域の原子力交流の促進.
現代の国際政治 : ポスト冷戦と9.11後の世界への視座. 第3版 . 本書は、激しく変動する冷戦後
の国際政治の展開を、最新情勢の分析を踏まえて考察・解明するとともに、日本外交の将来に対
する視座を提供する。各章には詳細な年 . 5 図書 21世紀の日本,アジア,世界 : 日本国際政治
学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展望. 日本国際.
関口グローバル研究会（ＳＧＲＡ：セグラ ) は、世界各国から渡日し、長い留学生活を経て日本の
大学. 院から博士号 . 漂流する対米同盟 浮上する「対テロ戦略」̶日本、韓国、フィリピン、台湾の
同盟関係の現状を見る. 都丸 修一 ... Ａベトナム中間評価など）；日本国際政治学会編集委員
（副主任）；アジア政経学会評議員；オーストラリア. 学会理事；.
21世紀の日本,アジア,世界 : 日本国際政治学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展望
/ 日本国際政治学会編. 2, bookweb, 地域統合とグローバル秩序 : ヨーロッパと日本・アジア / 森
井裕一編. 3, bookweb · 歴史の中の国際政治 / 李鍾元, 田中孝彦, 細谷雄一責任編集. 4,
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ろう）. ８月１日、国際機関日本アセアンセンター主催、経団連、ジェトロ後援で「ASEAN共同体セ
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核燃料サイクル. 津幡靖宏，山村朝雄. ５ ＮＥＷＳ. ○学会，年会で人材教育の必要を求め. ○学
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リー株式会社パートナーを経て2007年6月より現職。副市長として、創造都市事業や経済観光を
担当する他、横浜の国際都市戦略、都市ブランド戦略、共.
2014年10月27日 . 世界会議の成果を日本の関係者で共有し、今後の国内でのＥＳＤの推進方
策を議論. する「フォローアップ .. 16:30 - 18:45. ワークショップ（クラスター１）. 10年間の成果から. 1.
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カル・ . 包括的な21世紀型のコンピテンシーの強化. 7.
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紀世界政治経済学賞』をAlan Freeman. 氏（University.
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政治：国際比較とメカニズム』芦書房, pp.95-109, 2004年5月. .. 日本とドイツにおける移民政策」
日本国際政治学会（編）『21世紀の日本、アジア、世界：日本国際政治学会・米国国際関係学
会合同国際会議からの展望』国際書院, pp.585-607, 1998年5月.
２１世紀の日本、アジア、世界 日本国際政治学会・米国国際関係学会合同国際会議からの展
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代アジア学の創生」に. 挑戦してきた。 . とはなにか」については、大別して次の三つの立場がありうる
が、COE-CASチームは、国際関係論からの「関係の集積. として地域ができる」との認識を共有す
るに至った。 ☆「世界単位」論から. 地域とはそれ.
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強固な関係を形成し、東アジア域内の自律的な経済発展 .. 第二次世界. 大戦後は一時的に連
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