
2014 年度国際関係研究（国際関係副専攻）・アジア文化研究（アジア文化副専攻） 
卒業論文発表会・懇親会プログラム 

 
 
 外国語学部国際関係副専攻・アジア文化副専攻では、総合グローバル学部との共催で、下記のとおり

今年度の卒業論文発表会と懇親会を行います。これは、それぞれの副専攻で学び、卒論を完成させた学

生が研究成果を発表し、討論し、学びあう場であるとともに、来年度以降、国際関係論やアジア文化を

学んでみたい方、それぞれの副専攻で開かれるゼミに関心がある方々にとっては情報を得る貴重な場で

す。また総合グローバル学部（FGS）の 1 年生にとっては、3・4 年生のゼミを選ぶ際の助けとなるはず

ですし、将来執筆するはずの卒業論文の最終発表を聞くことは今後の勉学の励みになるものだと思いま

す。（現在、国際関係副専攻およびアジア文化副専攻で開講されているゼミは、2016 年度からは FGS で

開講されることになりますが、2013 年度以前生は副専攻（研究）として引き続きゼミを受講できます。） 
 2014 年度は以下の日程で開催いたしますので、今年、各ゼミに参加された方はもちろん、来年度以降、

両専攻（副専攻）の各ゼミにご興味のある方、国際関係研究（国際関係副専攻）やアジア文化研究（ア

ジア文化副専攻）、さらには総合グローバル学部でどんなことを学び、研究できるのかを知りたい方々は、

ぜひ、周りの方をお誘いあわせのうえ、ご参加ください。（事前予約の必要はありません。） 
 

総合グローバル学部学科長 樋渡 由美 
国際関係副専攻主任 下川 雅嗣 

アジア文化副専攻主任 赤堀 雅幸 
 
※発表会・懇親会はどなたでもご参加いただけます。 
※発表会で「2014 年度国際関係研究（国際関係副専攻）・アジア文化研究（アジア文化副専攻）卒業論文

要約」冊子を配布致します。 
 
日時：2015 年 1 月 13 日（火） 
 
発表会 16：00-18：00 （会場：L-921、L-911、L-821） 

※【 】内は会場、（ ）時間は目安です。 
 

15：40～ 受付   【L-921】 
16：00  挨拶（総合グローバル学部学科長） 
16：05  発表会進行についての説明（川喜田運営委員） 
16：15～ 各会場にて発表 
 
 
 

I 国際政治論領域 ：会場【L-921】 
 

司 会：柴田、柳元 

発表： 

 16:15-16:30 浦部 亜利紗 

なぜ韓国政府の反日は激化したのか―韓国の民主化による対日政策の変化を探る― 
 16:30-16:45 横山 沙絵  

クメール・ルージュはいかにして強大な権力を得たのか―その動員戦略とカンボジア

の国民性― 
 16:45-17:00 金井 明日香  

子育て支援政策は出生率低下を食い止められるのか―西ヨーロッパ諸国の比較分析― 

 17:00-17:15 滑川 優衣  



CSTO の変遷に見る旧ソ連諸国の 20 年 

 17:15-17:30 本間 薫 

The American Hegemonic System and the Cold War: Forming the “Will” of a 
Leadership Role 

 17:30-17:45 夏越 史佳  

国連難民高等弁務官事務所から学ぶ日本の難民支援の在り方 

 17:45-18:00 井上 渚 

インターネット・フリーダムと安全保障―エドワード・スノーデンがもたらした変 
化― 

 
 

II 市民社会・国際協力論領域 ：会場【L-911】 

                                   
司 会：清瀬、新井田 
発表： 

 16:15-16:30 葉山 亜美 

子どもたちを支える市民活動―3.11 子ども支援における国際市民団体と地域市民団体

の活動比較― 
 16:30-16:45 多屋 美里 

NGO の揺るがぬ主張―反捕鯨 NGO の国際会議における発言から― 

 16:45-17:00 伊吹 唯 

Community Interpreting in Australia: Language Rights and Language Resources 

 17:00-17:15 本多 美穂 

農村・農業の発展をもたらす 6 次産業化―持続的な地域活性化につながる条件― 
 17:15-17:30 松田 栞菜 

国際社会はなぜ「環境難民」に対応できないのか 

 17:30-17:45 施 道隆 

         発展途上国における望ましい金融機会―企業の潜在能力の拡張、台湾の事例から― 

 17:45-18:00 戎谷 愛 

日本における防災教育の国際協力展開―人材育成に着目した課題と今後の展望― 
 
 
 

 



III 地域研究（アジア・中東・アフリカ研究領域） ：会場【L-821】 
 
司 会：毛塚、宮永 
発表： 
 16:15-16:30 山口 愛花 

アンコール遺跡崩壊をもたらす要因と解決策―自然環境面に焦点をあてて― 
 16:30-16:45 五味田 迅平 

フィリピン国内における廃棄物の実態とスカベンジャーの今後について 
 16:45-17:00 藤井 夕起 

タイにおける教育格差―バンコク首都圏と東北部に焦点を置いて― 
 17:00-17:15 増田 博紀 

此岸に出現した楽園―ウマイヤモスクとメスキータでの楽園表現の比較― 
17:15-17:30 鈴木 友梨 

シリアの紛争の構造分析―ラルフ・ダーレンドルフの理論を用いた考察― 
17:30-17:45 今野 有紀 

イスラーム王制の政治的頑強性―サウジアラビア、モロッコ、ヨルダンの比較研究― 
 17:45-18:00 林 美里 

チュニジアにおける政治と宗教の関係―ジャスミン革命後のイスラーム勢力台頭の背

景― 

 
 
 
 
 
 
懇親会 18：30-20：00 
 
18：15  受付   【2 号館 5 階学生食堂】 
18：30  挨拶（総合グローバル学部教員） 
  挨拶（伊藤運営委員） 
  教員・ゼミ生との歓談 
20：00  終了 
 
 
 
 
 
 

以上 



2015 年度総合グローバル学部開講予定ゼミ一覧（五十音順） （ ）内は担当ゼミ科目名 

 

国際関係論：国際政治論領域 

  植木 安弘（「演習（国連と紛争解決）1・2」）  David Wessels（「演習（グローバル・国際研究）1・2」) 

  岸川 毅（「演習（比較政治学 1・2））      都留 康子（「演習（国際制度論）1・2」） 

  納家 政嗣（「演習（国際政治学）1・2」)    樋渡 由美（「演習（外交政策）1・2」) 

  前嶋 和弘（「演習（アメリカ政治外交）1・2」）  宮城 大蔵（「演習（国際政治史」1・2） 

  渡辺 紫乃（「演習（中国政治外交）1・2」）     

国際関係論：市民社会・国際協力論領域 

  蘭 信三（「演習（国際社会学）1・2」     稲葉 奈々子（「演習（グローバル市民社会）1・2」） 

下川 雅嗣（「演習（国際政治経済論」1・2）  高島 亮（「演習（開発経済学）1・2」） 

田中 雅子（「演習（国際協力論）」1・2）   廣里 恭史（「演習（国際開発教育論）1・2」） 

地域研究：アジア研究領域 

  Cyril Veriath（「演習（アジア研究 F）1・2」）   川島 緑（「演習（アジア研究 E）1・2」） 

  寺田 勇文（「演習（アジア研究 D）1・2」）   根本 敬（「演習（アジア研究 C）1・2」） 

  福武 慎太郎（「演習（アジア研究 B）1・2」）  丸井 雅子（「演習（アジア研究 A）1・2」） 

地域研究：中東・アフリカ研究領域 

  赤堀 雅幸（「演習（中東・アフリカ研究 B）1・2」）  私市 正年（「演習（中東・アフリカ研究 A）1・2」） 

  小牧 昌平（「演習（中東・アフリカ研究 C）1・2」）  澤江 史子（「演習（中東・アフリカ研究 D）1・2」） 

  眞城 百華（「演習（中東・アフリカ研究 E）1・2」） 
 

2014 年度卒業論文発表会運営委員（五十音順）  

 

伊藤 弘輝（ドイツ語学科 3 年、納家ゼミ）    貝淵 功平（スペイン語学科 3 年、Wessels ゼミ） 

川喜田 将之（英語学科 4 年、下川ゼミ）     川本 真佑（スペイン語学科 3 年、福武ゼミ） 

北野 晴子（フランス語学科 4 年、丸井ゼミ）   清瀬 史帆（フランス語学科 4 年、下川ゼミ） 

毛塚 公平（史学科 3 年、私市ゼミ）       小杉 咲里（フランス語学科 4 年、野宮ゼミ） 

齋藤 利紗子（英語学科 3 年、樋渡ゼミ）      坂本 倫子（法律学科 3 年、田中ゼミ） 

柴田 崇嗣（スペイン語学科 3 年、岸川ゼミ）   鈴木 花奈（スペイン語学科 3 年、小牧ゼミ） 

高橋 真知子（ドイツ語学科 4 年、廣里ゼミ）    竹下 圭大（フランス語学科 3 年、野宮ゼミ） 

田上 藍子（ロシア語学科 4 年、赤堀ゼミ）     中竹 芽見（フランス語学科 4 年、宮城ゼミ） 

新井田 諭（英語学科 4 年、高島ゼミ）      古田 千尋（ポルトガル語学科 4 年、根本ゼミ） 

松本 志保（ロシア語学科 3 年、川島ゼミ）     宮永 智愛（フランス語学科 4 年、丸井ゼミ） 

村上 昴介（国際関係法学科 3 年、植木ゼミ）    柳元 毬夏（スペイン語学科 3 年、岸川ゼミ） 

山本 悠里（ポルトガル語学科 3 年、寺田ゼミ） 

 

 


