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上智大学グローバル・コンサーン研究所活動報告（2021 年度） 

 

1. 組織 

※2022年 3月 31 日現在 

 

所長  下川 雅嗣   総合グローバル学部 総合グローバル学科 教授 

副所長 三浦 まり   法学部 地球環境法学科 教授 

所員  稲葉 奈々子    総合グローバル学部 総合グローバル学科 教授 

ホアン・アイダル  神学部 神学科 教授 

幡谷 則子   外国語学部 イスパニア語学科 教授 

中野 晃一   国際教養学部 国際教養学科 教授 

澤田 稔    総合人間科学部 教授 

田村 梨花   外国語学部 ポルトガル語学科 教授 

田中 雅子   総合グローバル学部 総合グローバル学科 教授 

寺田 俊郎   文学部 哲学科 教授 

吉川 恵美子   外国語学部 イスパニア語学科 教授 

丸山 英樹   総合グローバル学部 総合グローバル学科 教授 

出口 真紀子   外国語学部 英語学科 教授 

岡本 菜穂子    総合人間科学部 看護学科 准教授 

準所員 

濱田 江里子   立教大学コミュニティ福祉学部 准教授 

客員所員 

阿部 るり   文学部 新聞学科 准教授 

辰巳 頼子   清泉女子大学 文学部地球市民学科 准教授 

中野 佳裕   早稲田大学 地域・地域間研究機構 次席研究員 

ワグナー ルイーズ クレア パリ第 10大学 博士課程 

田中 治彦   上智大学 名誉教授 

上條 直美   認定 NPO法人開発教育協会 顧問 

堀越 耀介   東京大学大学院 教育学研究科 博士後期課程 

小田川 華子    東京都立大学 人文社会学部 非常勤講師 

名誉所員 

保岡 孝顕   教皇庁正義と平和評議会 顧問 

研究補助員  

菊地 了    哲学研究科 博士後期課程 
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2. 活動 

※肩書等、当時のまま 

 

ソフィア哲学カフェ no. 19「姓（名前）」 

日時：2021年 6月 4日（金）17:30-19:00 

場所：オンライン開催 

進行：堀越耀介（IGC客員所員、東京大学） 

 

ソフィア哲学カフェ no. 20「スポーツ」 

日時：2021年 7月 16日（金）17:30-19:00 

場所：オンライン開催 

進行：寺田俊郎（IGC所員、上智大学） 

 

連続セミナー「地域発：脱グローバル経済の未来」 

第 1 回「海でつながる地域づくり－山口県室積半島のコミュニティ経済」 

日時：2021年 7月 6日（火）18:15-20:00 

場所：オンライン開催 

登壇者：中野佳裕（IGC客員所員、早稲田大学） 

木村明美（室積市場ん代表） 

磯部登志恵（同副代表） 

 

三浦まり教授叙勲記念 トークイベント 「どう進める、女性・若者の政治参加」 

日時：2021年 7月 27日（火）19:00-21:00 

場所：オンライン開催 

登壇者：三浦まり（IGC所員、上智大学） 

 濱田江里子（IGC準所員、立教大学） 

 

コロナ対策をジェンダー視点から評価する：現場からのリレートーク 

日時：2021年 9月 4日（土）14:00-16:30 

場所：オンライン開催 

進行：三浦まり（IGC所員、上智大学） 

登壇者：大沢真理（東京大学名誉教授） 

 竹信三恵子（ジャーナリスト、和光大学名誉教授） 

森崎めぐみ（俳優、全国芸能従事者労災保険センター理事長） 

藤原千沙（法政大学大原社会問題研究所教授） 
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北仲千里（広島大学ハラスメント相談室准教授、NPO法人全国女性シェルターネ

ット共同代表） 

中島かおり（助産師、特定非営利活動法人ピッコラーレ代表理事） 

小松廉則（大阪府関係職員労働組合委員長） 

稲葉奈々子（IGC所員、上智大学） 

町田ひろみ（保育士） 

佐々木貞子（DPI女性障害者ネットワーク、DPI障害者差別解消ピアサポート相

談員） 

 

ソフィア哲学カフェ no. 21「多様性」 

日時：2021年 10月 22日（金）17:30-19:00 

場所：オンライン開催 

進行：寺田俊郎（IGC所員、上智大学） 

 

ソフィア哲学カフェ no. 21「多様性」 

日時：2021年 10月 22日（金）17:30-19:00 

場所：オンライン開催 

進行：寺田俊郎（IGC所員、上智大学） 

 

オンライン上映会「カランコエの花」 

日時：2021年 10月 29日（金）19:30-21:10 

場所：オンライン開催 

登壇者：出口真紀子（IGC 所員、上智大学） 

 

パネルディスカッション  

社会的養護出身の若者の困窮リスクと支援制度～住まい・仕事・支援者とのつながり～ 

日時：2021年 10月 30日（土）14:00-16:00 

場所：オンライン開催 

登壇者：前川礼彦（自立援助ホーム湘南つばさの家ホーム長） 

矢野茂生（NPO法人おおいた子ども支援ネット専務理事・事務局長） 

小田川華子（IGC客員所員、公益社団法人ユニバーサル志縁センター事務局長） 

濵田江里子（IGC準所員、立教大学コミュニティ福祉学部准教授） 

 

連続セミナー「地域発：脱グローバル経済の未来」 

第 2 回「都会と田舎の壁を超える里山コモンズ―房総半島・釜沼集落の共感経済」 
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日時：2021年 11月 6日（土） 

場所：オンライン開催 

登壇者：林良樹（NPO法人うず代表理事、一般社団法人小さな地球代表理事） 

    下郷さとみ（ジャーナリスト） 

 

連続企画「社会のなかのカリタス」 

第 1 回 カリタス学とは何か？ 

日時：2021年 11月 18日（木）18:00-19:30 

場所：オンライン開催 

登壇者：クラウス・バウマン（ドイツ・フライブルク大学神学部教授） 

 

第 41 回 IGC-SSRI 国際シンポジウム 

「差別と心理学：マイクロアグレッションを理解し、日本社会の変革につなげる」 

日時：2021年 12月 4日（土）9:30-16:10 

   2021年 12月 5日（日）9:30-16:00 

基調講演者：リサ・スパニエルマン 

（アリゾナ州立大学カウンセリング・カウンセリング心理学部教授） 

モニカ・ウィリアムズ（オタワ大学社会科学部准教授） 

講演者：金友子（キムウヂャ）（立命館大学国際関係学部准教授） 

朴希沙（立命館大学人間科学研究科） 

朴利明（在日本朝鮮人人権協会） 

上川多実（BURAKU HERITAGE メンバー） 

森永康子（広島大学大学院人間社会科学研究科教授） 

中村 正（立命館大学産業社会学部/人間科学研究科教授） 

朴希沙（立命館大学人間科学研究科） 

丸一俊介（ZAC:在日コリアンカウンセリング＆コミュニティセンター所長） 

中島潤（NPO LGBT 家族をつなぐ会、レインボーすみだ） 

ケイン樹里安（昭和女子大学特命講師） 

 

ブックフェア「マイクロアグレッション〜差別と心理学〜」 

期間：11月 2日（火）～12月 17日（金） 

場所：上智大学中央図書館 1F展示スペース 

 

LGBTQ+と居場所 

日時：2021年 12月 22日（水）17:30-19:00 
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場所：四ツ谷キャンパス 6号館 401号室＋Zoom 

登壇者：鈴木茂義（プライドハウス東京レガシー） 

千代田区男女共同参画センターMIW 職員 

遠藤真之介 

（上智大学教職協働「LGBTQへのダイバーシティ構築のための研究」チーム共同

代表） 

学内サークル Gender Equallity for Sophia メンバー 

 

『映画 太陽の子』上映会・トークイベント 

〜過去を描く映画のレンズを通して、現代の核兵器について考える〜 

日時：2021年 12月 19日（日）13:30-17:00 

場所：四ツ谷キャンパス 6号館 101 

登壇者：黒崎博さん（監督） 

浜野高宏さん（プロデューサー） 

徳田悠希（上智大学２年、上映会実行委員） 

中村涼香（上智大学３年、上映会実行委員・司会） 

 

オンラインセミナー 

みんなでつくる「被災者とコミュニティ」を中心にした支援入門！スフィア・スタンダード 

〜人道支援の国際基準を知る〜 

日時：2022年 1月 15日（土）13:30-16:00 

場所：オンライン開催 

ファシリテーター：勝井裕美（シャプラニール・ネパール事務所長） 

         福田紀子（IGC 職員、スフィア・トレーナー） 

担当所員：岡本菜穂子（IGC 所員、上智大学総合人間科学部） 

 

ソフィア哲学カフェ no. 22「映画『太陽の子』をめぐって」 

日時：2022年 1月 17日（月）17:30-19:00 

場所：オンライン開催 

進行：寺田俊郎（IGC所員、上智大学） 

 

連続セミナー「地域発：脱グローバル経済の未来」 

第 3 回「現代的共同体のデザイン」内山節 講演会 

日時：2022年 1月 19日（水）18:30-20:30 

場所：オンライン開催 
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登壇者：内山節（哲学者、NPO法人森づくりフォーラム代表理事） 

 

シネマ哲学カフェ「ドキュメンタリー映画『ハーフ（Hafu）』」 

日時：2022年 2月 24日（月）17:30-19:30 

場所：オンライン開催 

進行：寺田俊郎（IGC所員、上智大学） 

 

連続企画「社会のなかのカリタス」 

第 2 回 人道危機後の赦しと信仰 

日時：2022年 3月 3日（木）18:00-19:30 

場所：オンライン開催 

登壇者：デオグラシアス・マルフキロ（カトリック司祭、Rapred-Girubuntu代表、 

ドイツ・フライブルク大学研究員） 

アンドリヤナ・グラヴァス（医師、ドイツ・フライブルク大学研究員） 


