
同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年  4 月  5 日提出  

所  属 職名 氏  名 

グローバル・スタディーズ研究科 教授 秋林こずえ 

研 究 題 目 

 

A Gender analysis of “post-Cold War” in East Asia: Foreign military 
stationing and Women, Peace and Security Agenda 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

20  2021 年度は主に、1945 年以降の沖縄での米軍関係者による性犯罪に関する資料

収集、北東アジアの平和構築に参加した女性運動の資料収集、フェミニスト平和運動

国際ネットワークについての分析、を行った。主な研究成果発表は以下。 

論文 

 「基地・軍隊を許さない―沖縄発の脱軍事化フェミニスト国際ネットワーク」『季刊ピ

ープルズ・プラン』93号、34－44頁、2021年8月 

 「コロナ禍から軍事主義を問う―軍事主義を許さない国際女性ネットワーク」（宜野

座綾乃と共著）『女性・戦争・人権』19号、42-53頁、2021年8月 
 “Documenting the History of Sexual Violence by the US Military in 

Okinawa: Feminist Theorization of “the Island of Military Bases”” in 
Okinawa Journal of Island Studies. Vol. 3. No. 2. Pp. 149-157. Research Institute 

for the Islands and Sustainability, University of the Ryukyus. (査読あり) 

2021 年 3 月 
  

口頭発表 
 ““Sexual Violence in Conflict,” Ending Impunity, and Asian Women’s 

Solidarity” International Conference on Women's Rights and Peace 2021

（2021 年 10 月 13 日 オンライン） 

 “Current challenges for peace on the Korean Peninsula and in East Asia 
from women’s perspectives, and Proposals of the women's peace 
movement for lasting peace”  the “2021 International Seminar on Peace in 

Asia and Women’s Role” （2021年11月25日オンライン） 

書評 

 South Korea in the Moon Jae-in Era: Democracy of Mourning (Gyongsu 
Mun) AJI Journal: Journal of the Asia-Japan Research Institute of Ritsumeikan 
University, Vol. 3., pp.103-106. 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 3 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２ 年 

３月２９日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2002 年 3 月  24 日提出  

所  属 職名 氏  名 

グローバル・スタディーズ研究科 教授 アンヌ・ゴノン 

研 究 題 目 

 

大震災の形式・ケアの形式―化学リテラシーから考える 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

震災の時にどの程度市民は専門家の権威に対して自分の意見を民主的に述べること

ができるか、そういう研究は以前に行われた。 

２０１１年３月１１日以降自分の研究によって母の運動や農民の運動などの被害者

の活動を研究し続けてきた。震災際政府や自治体だけではなくて市民の役割も大き

い。政策に対して不満を覚えて抵抗するか、また政策を受け入れて自分の生活を行う

か、さまざまな形で市民は主人公である。 

ただ震災の時に専門家は震災の原因や震災の影響について語っているが、市民はその

発言をどのように受け入れるか、単純な問題ではないことがわかった。 

コビド 19 のパンデミックも同じ問いを投げかけました。メディアや政府から受け取

った情報に、個人はどう対処していたのか。不確実な時代に与えられた情報を分析す

ることで、自分の健康に責任を持つことができるのかどうかということです。 

そこで、日本政府が展開している国民の健康管理における自律性・自己責任をめぐる

言説を取り上げた。この自律性を得るための条件として、科学的リテラシーという考

え方が広まった。しかし、低線量被曝をめぐる専門家同士の論争を経て、多くの原発

事故の被害者が公式見解を否定するようになると、政府の立場は一転した。 

コビド 19 の大流行で明らかになったのは、リスクマネジメントの観点からのコミュ

ニケーションの限界であった。マスクの着用、PCR 検査の有用性、ワクチン接種の

必要性など、専門家同士の議論や緊張感が見られましたが、それらはすべてウイルス

の変異によって常に挑戦されるものであった。科学者たちは、こうして自分たちの知

識の限界を経験したのである。国民は高度な不確実性を抱えて生きていかなければな

らなかった。パンデミックは、個人と個人の相互依存関係を明らかにし、私たちは自

分のためだけでなく、他人のため、身近な人のため、そして遠くにいる人のためにも

責任を負っていることを明らかにした。科学文化が重要であるとすれば、それは何よ

りも、他者に注意を払い、知識が吟味され、皆にとって何が良いかという観点から批

判されるような、開かれた議論の場を生み出すことです。 専門家と科学的リテラシ

ーの関係の再検討の中心には、ケアという依存関係を重視する概念が置かれるべきで

しょう。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ①  

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０22 年 

3 月 24 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



Doshisha University 

 

2021 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:  06 / 10 / 2022       

Department Title Name 

Graduate School of Global Studies 
Associate 

Professor 
Daniel McKay 

Research Topic 

 

From Barbed Wire to Open Minds:  Prisoner-of-war Narratives in 

Anglophone Film & Fiction Writing 

Summary of 

Research Results  

To support my research, I presented work at the following venue: 
 

At the Barcelona Conference on Arts, Media & Culture (BAMC2021), Barcelona, 8-10th 

December 2021.  [Online.] 

 

At the IAFOR International Conference on Arts & Humanities in Hawaii (IICAH), 

Hawaii, 6-9th January 2022.  [Online.] 

 

It would have been preferable to have presented work face-to-face, but coronavirus travel 

restrictions made this inadvisable.  Nonetheless, these conferences were helpful to the 

development of my work.   

I have also obtained a full publication contract with Fordham University Press for the 

publication of a book-length work on the literatures of the Pacific War, 1941-1945.  

This is a tremendous step forward, particularly given that the press has a prestigious 

World War II book series that has accepted my manuscript for inclusion. 

 

Degree of progress of the research plan in the fiscal year concerned (Choose and fill in the relevant evaluation 

from ① to ④below.) 

Answer ① 
①More progress than originally planned ②Generally being progressed as planned 
③Slightly behind the original plan  ④Behind the original plan 

Publication of Research Results 
All faculty members of Doshisha University are required to register their research achievements on the 

Researchmap (https://researchmap.jp/).  
・Please register and update your research achievements related to the Individual 

Research Allowance in the previous year on the Researchmap and fill in the 

date of update indicated on the Researchmap in the box on the right.  
 

・For inquiries on the Researchmap, please contact the Department of Research 

Initiatives and Development.  

U
p

d
a
te

d
 

06  /  10  /  

 ２０22   

※This report will be made available to the public on the university’s website. Please therefore do not include any 

confidential information (research ideas, intellectual property information, personal information) in the report.



Doshisha University 
 

2021 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:   22 / 04  / 21       

Department Title Name 

Graduate School of Global Studies Professor Gavin James Campbell 

Research Topic 

 

Thinking with Clothes: Style, Fashion and Transcultural Encounter 

Summary of 

Research 

Results  

I was able to publish one article, and complete two additional articles. One of  those has 
been contracted for publication, and the third is out for review. They are as follows:  
 
2021  “Styling Hirohito: Modernity, Monarchy and ‘Western Clothes’ in Interwar Japan”: 
Fashion Theory 25 (April): 1-27.  
 
“Dressing the Body Politic: Race, Masculinity and Citizenship in American Diplomatic 
Attire” (currently under review at the Journal of  the Early Republic) 
 
“Kimono: The Global Adventures of  a Fashion Icon,” (accepted for publication in 
Education About Asia, special issue on Global Asia). 
 
 
I have also completed the following academic presentations: 
 
2021   “The Plain Mr. in His Plain Dress,”: Diplomatic Uniforms in the Early Republic, 

Australia and New Zealand American Studies Association Annual Conference, 
November 24. 

 
2021   “Music and the Making of the New South,” California State University, Chico, 

history department invited lecture, November 5. 
 
2021   “‘All These Small Things’: US-Japan Sartorial Diplomacy and the ‘Opening’ of 

Japan,” at the Japanese Studies Conference, Dimitrie Cantimer Christian University, 
Bucharest, September 3 

 
2021   “Japonisme: Rethinking Art Between East and West,” Bumon kenkyu presentation, 

Doshisha University, July 25 

  

Degree of progress of the research plan in the fiscal year concerned (Choose and fill in the relevant evaluation 

from ① to ④below.) 

Answer 1 
①More progress than originally planned ②Generally being progressed as planned 

③Slightly behind the original plan  ④Behind the original plan 

Publication of Research Results 

All faculty members of Doshisha University are required to register their research achievements on the 

Researchmap (https://researchmap.jp/).  

・Please register and update your research achievements related to the Individual 

Research Allowance in the previous year on the Researchmap and fill in the 

date of update indicated on the Researchmap in the box on the right.  

 

・For inquiries on the Researchmap, please contact the Department of Research 

Initiatives and Development.  

U
p

d
a
te

d
 

04 / 21 /  

 ２2     

※This report will be made available to the public on the university’s website. Please therefore do not include any 

confidential information (research ideas, intellectual property information, personal information) in the report.



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 3 月 18 日提出  

所  属 職名 氏  名 

大学院グローバル・スタディーズ研究科 准教授（有期） 鄭 祐宗 

研 究 題 目 

 

 

戦後日本の国際法学者による朝鮮問題の法理論争（若手研究） 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

2021 年度中における研究成果の公表は次の通りである。 

 論文 

「戦後日本の国際法学者における朝鮮問題認識」『韓国朝鮮の文化と社会』第 20 号、19 頁-44

頁、2021 年 10 月   

 

講演・口頭発表等 

「在日朝鮮人の自由と存在の歴史学－従属と支配の論理を超えて」、在日朝鮮人差別の根源

を問う―朝鮮解放 76 周年記念講演会、「朝鮮解放 76 周年記念講演会」実行委員会主催、於

ラボール京都大ホール、2021 年 8 月 21 日 

  益田肇『人びとのなかの冷戦世界 : 想像が現実となるとき』ブックトークにおけるコメント担

当、GLOBAL JAPANESE STUDIES RESEARCH WORKSHOP11 月例会、大阪大学グローバル日本学

教育研究拠点主催、オンライン開催、2021 年 11 月 29 日 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

３月１８日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年  4 月  25 日提出  

所  属 職名 氏  名 

グローバル・スタディーズ研究科 准教授 菅野優香 

研 究 題 目 

 

クィア・フェミニスト映画文化の創造―女性映画祭に関する国際的研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

・論文 

 

菅野優香編著『クィア・シネマ・スタディーズ』晃洋書房、2021 年 11 月 

 

菅野優香「最愛の夫―ヴァルダの「ドゥミ映画」を読む」『シモーヌ』vol.4、2021

年、7月 

 

菅野優香「話者の偏在：『ニューヨーク、ジャクソンハイツへようこそ』におけ

る移民／クィアのコミュニティ」『ユリイカ』2021年 12月号 

 

 

・講演、口頭発表等 

 

菅野優香「クィア・シネマにおける「家族」の再創造」（発表）第 55回アメリカ

学会、部会 B「アメリカン・ファミリー」、6月 6日。オンライン。 

 

菅野優香「フェミニズム＆クィア映画批評入門：ヴァルダの 80 年代作品をめぐ

って」（講演）『シモーヌ VOL.4』特集：アニエス・ヴァルダ 刊行記念）、7 月

10 日。オンライン。 

 

菅野優香「クィア・シネマのアナクロニズムとトランスナショナリティ」（発表）、

シンポジウム「LGBTQ 映画と社会：日本の研究と台湾への接近の可能性」大妻女

子大学、9 月 18日。オンライン。 

 

菅野優香「ジェンダーと映画」（講演）、札幌 PROJECTA 主催「てさぐりで学ぶ

ジェンダー」、9 月 23 日。オンライン。 

 

菅野優香「クィア・オブ・カラー批評―アメリカにおける非白人の知と経験」（講

演）、京都精華大学主催公開講座（文化庁 大学における文化芸術推進事業「マイ

ノリティの権利、特に SOGI をはじめとした〈性の多様性〉に関する知識と、そ

れらを踏まえた表現倫理のリテラシーを備えたアートマネジメント人材育成プ

ログラム」）、10 月 10 日、オンライン。 

 

菅野優香「性的少数者たちの抵抗―クィア理論とその実践」（講演）、性的マイノ

リティをめぐる映画とトーク『クィアコア 革命をパンクする方法』良音上映会、

11 月 6 日、岡山市ブルーブルース。 

 

Yuka Kanno, “Elegant Beast: Wakao Ayako and Kawashima Yuzo,” 

Introduction to the Screening. BFI Southbank Japan 2021: A Celebration of 

Japanese Cinema, British Film Institute, online, November 11, 2021. Online.  

菅野優香「コロナ禍における生活・活動 ジェンダー・セクシュアリティに注目



して」（コメンテーター）、北海道大学大学院文学研究院応用倫理・応用哲学研究

教育センター主催第 19 回応用倫理・応用哲学研究会、11 月 30 日。 

 

菅野優香「トランスジェンダーへの差別と《当事者によるアクティヴィズム》」

講演、対談）、筑紫女学園大学女性活躍支援センター主催映画上映会講演会、12

月 3 日。 

 

菅野優香「レズビアン・スクリーン―バーバラ・ハマーによる実験映画史」、ヒ

ストリー・レッスンズ：日本におけるフェミニスト・クィア映画キュレーション

の現在、国際基督教大学ジェンダー研究センター主催、シンポジウム、3 月 6 日。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 2 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

2022 年 4 月 25 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２２年  ３月  ３１日提出  

所  属 職名 氏  名 

グローバル・スタディーズ研究科 教授 菊池恵介 

研 究 題 目 

 

 

欧州債務危機とポピュリズム 

 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 

【論文】 

－「債務による支配――第三世界の債務危機と継続する植民地主義」、『福音と世界』（新教出版社）、

2022 年２月号、18－23 頁 

 

【書評】 

－「民衆のための経済学 ―― ステファニー・ケルトン著『財政赤字の神話～ＭＭＴと国民のための経済

学の誕生』」（レイバーネット、2021 年 4 月 29 日掲載）、www.labornetjp.org/news/2021/hon202 

－「ワクワクさせながら経済を解き明かす ―― ヤニス・バルファキス著『父が娘に語る経済の話』」（レイ

バーネット、2021 年 12 月 30 日掲載）、www.labornetjp.org/news/2021/hon236 

 

【口頭発表】 

－「フランス・アフロフェミニズムの現在～アマンディン・ゲイ監督『声を上げる・未来を拓く』を題材に」、主

催：同志社大学都市共生研究センター（MICCS）、日時：11 月 19 日（金）17:00～19:00、場所：同志社大学

今出川キャンパス良心館 ＲＹ１０７ 

－「欧州右派ポピュリズムの台頭」、シンポジウム：「維新の《躍進》を世界の流れから読み解く――総選挙

の結果をどう考えるか」、主催：「維新の《躍進》を世界の流れから読み解く」集会実行委員会、日時：2021

年 12 月 24 日 18 時 30 分～21 時、場所、エル大阪・大会議室 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 3 

① 当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

 ３月３０日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。

http://www.labornetjp.org/news/2021/hon202
http://www.labornetjp.org/news/2021/hon236


同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 2 月 24 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ＧＳ研究科 教授 峯陽一 

研 究 題 目 

 

戦後世界政治史への問い 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

『開発協力のオーラル・ヒストリー』（東京大学出版会）は、ほぼ原稿を書き上げ、3 月 25 日の JICA 緒方研

究所での執筆者会合に最終章（6 章）を提出する。現在、ラストスパートである。 

今年は岩波新書『2100 年の世界地図』の英語版の作成にかなりの労力を費やした。今月、校正を済ませ

ることができた。最終校正は来月で、6 月に刊行予定である。英語の書名は次の通り。 

Combining Africa and Asia: AfrAsia As a Benign Community (Routledge) 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ③ 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

 ２月２４日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



Publication of Research Results 

All faculty members of Doshisha University are required to register their research achievements on the Researchmap 

(https://researchmap.jp/).  

・Please register and update your research achievements related to the Individual Research 

Allowance in the previous year on the Researchmap and fill in the date of update indicated 

on the Researchmap in the box on the right.  

 

・For inquiries on the Researchmap, please contact the Department of Research Initiatives and 

Development.  

U
p

d
ated

 

2022 / 3 / 01 

  

※This report will be made available to the public on the university’s website. Please therefore do not include any 

confidential information (research ideas, intellectual property information, personal information) in the report.



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２２年 ２月１８日提出  

所  属 職名 氏  名 

グローバル・スタディーズ研究科 教授 村田 雄二郎 

研 究 題 目 

 

汪精衛政権下の東亜聯盟運動に関する基礎的研究：新聞雑誌を中心に 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

・ 日本占領下の対日協力政権である汪精衛国民政府（1940-45）の中で活動した２

人の知識人──周化人と楊鴻烈について基礎的調査を進めた。周化人は，政権が

推進した東亜聯盟運動の理論家であり，日本国内とは異なる理念と構想をもって

独自の大アジア主義を展開した人物であり，また楊鴻烈は東アジア法制史を専門

とする大学人として，対日協力政権のもとで日中関係に関する時局的な発言を行

った人物である。同時代の中国・日本の新聞雑誌，日本の外交史料などを通じて，

２人の事績や活動に関して，資料収集を進めた。また，大学図書館や東洋文庫な

どで，彼らの著作物の収集を行った。 

・ 戦時期の日本が進めた東亜聯盟運動の全体像を把握するため，関連資料の分析を

進めた。主な対象は機関誌『東亜聯盟』である。ほかに『現代史資料』『石原莞

爾資料 国防論策篇 増補版』などの一次文献を分析するとともに，『「日米対決」

と石原莞爾』『「大東亜」を建設する: 帝国日本の技術とイデオロギー』『総動

員帝国』などの先行研究を参照した。このほか対日協力者に関する文献として，

『溥儀檔案』『近代日中関係史人名辞典』『迎春花―趙毓松の中国革命回顧録』

『夜よシンバルをうち鳴らせ』を購入した。 

・ 対日協力政権を比較の視座の中で考察することを試みた。とくにナチスドイツ占

領下のフランスパリ政権や対独協力政権（ヴィシー政府）への理解を深めるべく，

『ヴィシー時代のフランス』『ヴィシー政府と「国民革命」』『奇妙な廃墟』『ナ

チ占領下のフランス』『ナチス・ドイツとフランス右翼』などを通じて，対独協

力のフランス人の活動・組織・出版物及び思想を広く把握し，中国のケースとの

比較を進めた。 

・ 来年度以降，研究を持続的に展開すべく，科学研究費補助金・基盤研究（C）に

応募した（課題名：対日協力政権下の中国知識人の研究：周化人と楊鴻烈，

2022-2024年度）。採択された場合は，この研究で得た成果を基礎に本格的な研

究に入る予定である。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

２月１８日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年  ２月 18 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 

研究科 
教授 内藤正典 

研 究 題 目 

 

国際関係のなかのトルコ共和国－相関地域論的研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

本研究は以下の目的で企画した。 

中東・イスラーム世界にありながら EU 加盟交渉を半世紀以上にわたって続けてきた

トルコは、文字通り、西欧近代文明とイスラーム文明との結節点に位置する。それゆ

えに、この国の国際関係における立場は様々な問題にさらされてきた。本研究では、

トルコと西欧諸国、トルコと中東諸国との関係を軸に、文明の結節点に位置するがゆ

えの課題と可能性を探究する。 

本年度は、コロナ感染症のため、海外渡航ができなかったため、可能な限り多数の現

地メディアの報道から、トルコの国際関係の動向を注視し、以下の知見を得た。 

① 研究を計画した当時、イスラームを軸とする争点が、トルコを含め中東地域では

急速に後退した。 

② これに伴い、中東域内での対立関係、具体的にはトルコ vs.UAE、サウジアラビ

ア、エジプトの外交関係は急速に改善した。 

③ 他方、ヨーロッパにおけるイスラモフォビアと反トルコ感情は、増悪の傾向をし

めしていることが判明した。 

④ 対米関係はバイデン政権の誕生によって改善せず、むしろ悪化している。 

⑤ これらの原因について、次年度で研究を継続する。 

 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２ 年 

２月１５日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２２年２月２８日提出  

所  属 職名 氏  名 

グローバル・スタディーズ研究科 教授 中西久枝 

研 究 題 目 

 

ムスリム女性移住労働者の国際移動とオートノミーに関する比較実証研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

科学研究費補助金の上記研究課題は、２０１９年度に開始されたが、コロナ禍の折、２０２０年度分及び２

０２１年度分の両方の補助金を事故繰り越し、および繰り越しせざるを得なかった。つまり、十分な執行が

できなかったのだが、主たる理由は、本課題が現地調査でムスリム女性移住労働者に聞き取り調査を実

施することで初めて研究が遂行されるという性格の研究であるためである。そのため、文献研究と現地で

の調査を依頼し、調査記録を精査して実態調査の代わりにするという方式を採用した。当初はイラン人女

性の移住とその実態を調査する予定であったが、コロナ禍の状況下、現地調査を依頼することもむずかし

かったため、カナダというコロナ禍が欧米ほどひどくない国家に変更し、アフガン難民女性が移住によって

どのように自己裁量権を獲得したか、あるいは拡大できなかったかという観点の調査を依頼・実施した。そ

の成果は、以下の出版物及び口頭発表として現れた。また、２０２２年度に向けて科研の基盤研究 A に応

募した研究課題についても、基本文献の読解と解釈を同時並行して進めたため、その成果を含めてい

る。著書のうち、E.J. Brill から出版された、Encyclopedia of Women and Islamic Cultures の１項目は、本

研究課題の一つの業績として挙げるべきものである。項目は、Art: Women and Press in Iran であるが、２

０２１年１２月に刊行されたばかであり、掲載巻が手元にないため、今後確認するところであり、下記のリ

ストには含めていない。 

１．著書 

中西久枝 第 7 章「イランの核開発と中東の核」(ｐp.88-96)、第 13 章「イランのガバナンス」（p153-162.）広

島市立大学広島平和研究所編 『アジアの平和とガバナンス』 有信堂 ２０２２年３月 

中西久枝 「ハイブリッド戦争時代のサイバー戦争と「武力行使」概念の課題」冨坂キリスト教センター紀

要第１１号 （印刷中） 

２．口頭発表 

１中西久枝．「サイバー戦争における戦闘員と文民の区別―武力行使をめぐる議論から」 第 6 回 兵役

拒否・平和主義・エキュメニズム研究会 2021 年 11 月 20 日 15:00-17:30  

2．中西久枝 「アフガニスタンと女性の権利―イスラーム法と慣習法の狭間でー」 アジア経済研究所 オ

ンライン講座 『』アフガニスタンの現在：国内情勢と地域的な影響『 （日時：2021 年 11 月 25 日（木）13:30

～15:30、オンライン） 

3．「カナダにおけるアフガン難民女性のオートノミーと社会参加―ハミルトンシティの事例から」『グローバ

ルとジェンダー公開研究会』 同志社大学 FGSS ２０２２年２月２７日 １９：００－２０：３０ （オンライン会

議） 

３．新聞記事 

中西久枝「イラン新政権 核合意の行方は」産経新聞 夕刊 ２０２１年７月８日  

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ② 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 



・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

2021 年 

 10 月 31 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 2 月 18 日提出  

所  属 職名 氏  名 

グローバル・スタディーズ研究科 教授 西川 由紀子 

研 究 題 目 

 

「ハイブリッドな平和構築論の新展開」基盤研究 C 課題番号 19K01524 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 本年度は、予定していたオンラインによる聞き取り調査および文献による先行研究から

導かれた点に関する分析を行った。とくにミャンマーに関する事例分析では、和平の進捗

と、クーデター後の変化について詳細に分析を行った。これらに加え、アジアの他の 2 か

国、研究協力者によるアフリカの 3 か国の分析を加えて 2022 年 3 月に Globalization and 

Local Conflict in Africa and Asia が Springer から編者として出版される。また同じく 2022 年

3 月に International Norms and Local Politics in Myanmar が Routledge から単著で出版さ

れる。いずれも本研究による成果である。 

 過去 3 年にわたる研究では、予定していた現地調査が 2 年目および 3 年目に行えなかっ

たが、オンラインでの調査を行うことによって一定の成果がえられた。同時に、これまでの

研究成果を作成する過程では、事例研究によって得られた知見が、既存理論や概念に対

してどのような意味をもつのかについては、十分に検討できていないことが明らかになっ

た。このことから、4 年目の研究においては、既存理論や概念にたいする意味を明らかに

すべく、再度事例研究から得られた知見を概念化していく予定である。また、本研究で得ら

れた知見に基づいて論文を作成し、学術雑誌（日本および海外）に投稿することも予定して

いる。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ③ 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

 ２月 10 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 4 月 22 日提出  

所  属 職名 氏  名 

GS 研究科 教授 岡野八代 

研 究 題 目 

 

ケアの倫理の再定位をめざす研究：ネオ・リベラリズムに対抗する公的規範として 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

本年度は、世界的な新型コロナウイルス・パンデミックのなかで注目されたエッシャ

ル・ワークの一つとしてのケア労働について、不可視化されてきたケア実践とケア労

働がもつ社会的意義を考察することができた。とくに、日本ではオリンピック開催が

強行されたり、ある特定の産業には多大な支援がなされたりした一方で、医療はいう

までもなく、保育や介護、介助を担う事業主や労働者から、過重な負担にみあう報酬

がないことへの批判がなされ続けたにも関わらず、なぜ政治はしっかりと応えようと

しなかったのか、あるいはできないのかといった分析を行った。ケアの倫理をめぐっ

ては、政治的原理の一つとしての正義、つまり普遍的で不偏の公正原理に対して、文

脈依存的で偏狭のきらいがあると批判されてきたが、むしろ文脈に分け入り、個別の

事例に柔軟に対応することが、現実の政治では求められていることも確認できた。そ

の途上で、フェミニスト経済学におけるケア経済概念の発展を学んだ。フェミニスト

経済学の蓄積のうえに、無償、あるいは低賃金でケアを担う者が被る搾取と、ケア労

働の報酬の少なさと社会的価値づけの低さゆえ被る、政治的交渉力のなさといったペ

ア・ペナルティの実態を分析できたことは今年度の収穫であった。ケアを担う者が、

労働市場と性別分業の固定化ゆえに、女性に特化されるなかで、女性たちが政治的に

不利な立場に陥り、それは民主主義の理念からは正されるべき状況であることを明示

することができた。そして、研究に基づいた社会活動（講演）をし続け、介護、保育、

医療関係者から実態を聞き取る機会も得ることができた。また、ケア不足は新自由主

義の下で生じている世界的な危機であることを、『ケア宣言』を翻訳・公刊すること

によって、学術的にも社会的にも貢献できた。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 2 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

2022 年 

4 月 21 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年  3 月  18 日提出  

所  属 職名 氏  名 

グローバル・スタディーズ研究科 教授 太  田   修 

研 究 題 目 

 

解放後の在日コリアンの法的地位問題研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

2021 年度は、2020 年度に引き続き、1950 年代後半の在日コリアン法的地位に関連する資料の調査・

収集、分析を進めてきた。これまでの研究成果の概要は以下のとおりである。 

新しく公開された日韓外交文書の中から、在日コリアンの法的地位問題に関連する資料を抽出、整理、

分析する。現在、韓国外交文書、日本外交文書ともに、1959 年までの資料整理、分析を終え、1960～61

年の資料整理、分析作業を行っている。 

 

なお、この研究に関連して以下のような編著書および論文を公刊した。 

（１）著書、研究論文、その他 

・「真実，責任，補償－1950 年代日韓会談での朝鮮人強制動員被害問題をめぐる政治」『社会科学』第 51

巻第 4 号（2022 年 2 月 28 日）、31～63 頁。査読有り。 

・太田修編「はじめに」「金大中拉致事件から始まった日韓連帯運動－植民地支配の歴史の問い直

し」『同志社コリア研究叢書４ 植民地主義、冷戦から考える日韓関係』同志社コリア研究センタ

ー、2021 年 3 月 19 日、1～9、330～372 頁。ISBN 978-4-907634-03-2 ※同志社大学学術リポジト

リで閲覧できる 

 

（２）報告 

・「日韓条約と日朝平壌宣言を比較する」／日朝国交交渉 20 年検証会議／主催：日朝国交促進国民協会

／2021 年 9 月 26 日／場所：Zoom 

 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ③ 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

 ３月１８日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 2 月 24 日提出  

所  属 職名 氏  名 

GS 研究科 教授 小山田英治 

研 究 題 目 

 

開発途上国、新興国におけるガバナンス研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

2021 年度の研究成果として次が挙げられる 

英文学術論文の発表： 

Eiji Oyamada and Armand C. Rola, Governance Challenges in the Age of COVID-19: the Case of the 

Republic of the Philippines, Global Resource Management Journal 2022, Doshisha University (2022 年 3

月出版予定） 

 

招待講演、学会報告等（すべてオンライン）： 

① Global Anti-corruption Initiative in Times of COVID-19（日本グローバルガバナンス学会 2021 年 3

月 17 日） 

② Emergent Governance Issues and Innovations in Post-Pandemic Communities、The Second Int’l 

Conference on Governance and Development Governance for Development in Post-Pandemic 

Communities: Gearing-Up for the New Normal （2021 年 3 月 23 日於：フィリピン大学） 

③ Global Governance in the Age of COVID-19、Advanced Executive Program: International Law and 

Economic Diplomacy (HCLA and ADA) （2021 年 5 月 26 日於：Haig 

④ International Partnerships and Collaboration in the Age of COVID19, 38th International Symposium 

on Economic Crime, Jesus College, Cambridge University (2021 年 9 月 10 日) 

⑤ Post Pandemic Society: Governance, Democracy and Human Security-Rethinking about State 

Collaboration Mechanism?-Hasanuddin International Conference on Social and Political Science 

(2021 年 10 月 18 日於：Makassar、Indonesia) 

 

受賞： 

特別賞：『開発と汚職』―日本国際開発学会、2022 年 11 月 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ２ 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新

日 

２０２２年 

 ２月２４日 
※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



Doshisha University 
 

2021 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:    /   /        

Department Title Name 

Global Studies Professor Seifudein Adem 

Research Topic 

 

Africa’s Quest for Modernity: Lessons from Japan and China 

Summary of 

Research 

Results  

Due to the persistent pandemic, I did not travel for research or conferences in 

2021. However, I have done extensive online and library research. I have also 

received a book contract from a publisher and am now preparing the manuscript 

for publication in 2022. Before I finalize the manuscript, and if circumstances 

permit, I intend to travel within Japan, Africa and/or USA for field survey and 

research.  

Degree of progress of the research plan in the fiscal year concerned (Choose and fill in the relevant evaluation 

from ① to ④below.) 

Answer 1 
①More progress than originally planned ②Generally being progressed as planned 

③Slightly behind the original plan  ④Behind the original plan 

Publication of Research Results 

All faculty members of Doshisha University are required to register their research achievements on the 

Researchmap (https://researchmap.jp/).  

・Please register and update your research achievements related to the Individual 

Research Allowance in the previous year on the Researchmap and fill in the 

date of update indicated on the Researchmap in the box on the right.  

 

・For inquiries on the Researchmap, please contact the Department of Research 

Initiatives and Development.  

U
p

d
a
te

d
 

  2022 /03     

/ 07   

※This report will be made available to the public on the university’s website. Please therefore do not include any 

confidential information (research ideas, intellectual property information, personal information) in the report.



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年  3 月 23 日提出  

所  属 職名 氏  名 

GS 研究科 教授 冨山一郎 

研 究 題 目 

 

ローカルな歴史知による公共性の再構築―東アジアを中心として 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

本研究は、歴史叙述において、資料がもつ対話の媒介作用を活用しながら、研究の内容のみなら

ず方法、プロセス、成果の共有のいずれにおいても 平等的な関係性を共同的につくることにより、

持続可能な学知の公共性構築のモデルを提供 することを目的とした。本研究は、近現代において、

周辺化され客体化された人々の奪われていった力の様態（「される」経験）と、その制約下で人々

が主体的に生きてきた様態（「する」経験）、そしてその両者の絡まり合いの歴史を、具体的地域の

人々とともに明らかにするところにあった。またそのために、奄美における資料調査を軸に研究を

遂行する予定であった。奄美教育会館には、奄美社会運動史に関連した重要な資料群として、(1)

松田清文庫、 (2)教職員組合資料が保管されている。 

しかしながら、コロナ渦において、こうした奄美での調査活動は、まったくおこなうことができ

なかった。奄美への渡航自体をおこなうことができず、また資料の保管されている奄美教育会館も

閉鎖されていた。そうした状況の中で、資料の購入、オンラインでのワークショップや意見交換の

場の開催などをおこなったが、今後の研究遂行の準備をおこうことにとどまっている。 

オンラインでの意見交換は、沖縄史（鳥山淳 琉球大学）、台湾史（駒込 武 京都大学）、アイ

ヌ史（小川正人 北海道立開拓記念館）、朝鮮史（板垣竜太 同志社大学）らとともにおこなった。

このメンバーは上記の教育会館の資料調査とアーカイブづくりを担ってきた。それをふまえ、本研

究の課題であるローカルな歴史史料をどのように扱うのかということについて議論をした。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 4 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

3 月 23 日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



同  志  社  大  学 
 

2021年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2022 年 2 月 22 日提出  

所  属 職名 氏  名 

グローバル・スタディーズ研究科 教授 
厳善平 

 

研 究 題 目 

 

 

中国の少子高齢化と持続的経済成長について：日本との比較研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

下記は今年度の研究経過・成果を表すものである。 

1．論文 

「中国における地域間人口移動と経済格差」『国際問題』 第 703 号、pp.15-25、2021 年 10 月。 

2．著書 

①単著『ミクロデータからみる 現代中国の社会と経済』勁草書房、2021 年 8 月、288 ページ。 

②共著『毛沢東時代の経済――改革開放の源流を探る』 (中兼和津次編、分担執筆：第 3 章 人民公

社――会計資料からみた生産隊と農家)、pp.107-130)、名古屋大学出版会 2021 年 7 月。 

③共著『毛沢東時代の政治運動と民衆の日常』 (鄭浩瀾・中兼和津次編著、分担執筆：第 2 章 人民公

社における農民の働き方と暮らし――高校卒業までの個人的体験を中心に)、pp.53-74、慶應義塾大学

出版会、2021 年 3 月。 

3．書評・エッセイ等 

①「中国における産児政策の転換と少子高齢化の特質」『アジア研究所報』 第 185 号、pp.5-6、2021 年

12 月。 

②「高橋五郎著『中国土地私有化論の研究――クライシスを超えて』」『中国経済経営研究』 第6巻第2

号、pp.71-74、2021 年 12 月。 

③「人口動態と政府の統治能力から考える中国経済の行方」『東亜』第 653 号、p.1、2021 年 11 月。 

④「中国の高等教育・基礎研究はなぜ躍進しているか」『同志社大学広報』第 518、p.21、2021 年 10 月。 

4．メディア 

「中国、加速する少子化 『経済成長が止まった時』がポイントに(インタビュー、全文 3000 字余) 『毎日

新聞』、2021 年 6 月 5 日。 

当該年度における研究計画達成度 （以下①～④のうちから、該当する評価を回答欄に記入してください。） 

回
答 ① 

①当初の計画以上に進展している。 ②おおむね順調に進展している。 

③当初の計画よりやや遅れている。 ④当初の計画より遅れている。 

研究成果発表 

本学のすべての教員は、研究業績を researchmap（https://researchmap.jp/）へ入力することとしています。 

・過去 1 年間の個人研究費等に係る業績等を researchmap へ入力・更新し、

researchmap に表示されている「更新日」を右記へご回答ください。 

 

・researchmap に関する問合せは研究開発推進課までお願いいたします。 

更
新
日 

２０２２年 

２月１０日 

※本報告書は大学ホームページ上で一般公開されますので、秘匿性のある情報（研究アイデア、知財情報、個人情報）

の記載は行わないようご留意ください。



Doshisha University 
 

2021 Report on the Individual Research Allowance  

– Research Progress and Results 

  Submitted on:  2022 / 3 / 01       

Department Title Name 

Graduate School of Global Studies Assistant Muchetu Rangarirai Gavin 

Research 

Topic 

 

JA Green Ohmi and the Japanese Agricultural Cooperative: Examining seven decades 

of overcoming degeneration 

Summary 

of 

Research 

Results  

The COVID-19 pandemic has wracked havoc across socio-economic and political planes. 

Academic work has not been spared, and most planned activities (as presented in my 

“Individual Research Allowance Grant Application for 2021” document) could not be 

completed in time. I sought to understand how the JA Green Ohmi (on behalf of small farmers) 

managed to stay resilient against the onslaught of large-scale businesses – often international 

(and foreign) farming corporations. This was done with the long-term goal of understanding 

“How African policymakers and development agencies can adopt JA type of cooperatives in 

African agricultural policy.” 

The little fieldwork I managed to carry out towards the end of the academic year was limited to 

‘strict field visits’ with no one-on-one farmer and other stakeholder interviews. Nevertheless, 

2021 has been fruitful as it saw the completion and publication of my first book, three full 

peer-reviewed articles, and academic conference presentations. 

These were as follows: 

• Book – Muchetu, RG. (2021) "AFTER RADICAL LAND REFORMS: Restructuring 

agricultural cooperatives in Zimbabwe and Japan,” Langaa Research and Publishing 

Common Initiative Group (Langaa RPCIG), Bamenda, Cameroon 

• Book Chapter – Shonhe T. & Muchetu R.G. (2021). Stranded and Straddling? The Youth in 

Zimbabwe’s Agricultural Sector, 1980-2020 in Rory Pilossof (2021). “Fending for 

Ourselves: Youth in Zimbabwe, 1980-2020”. Weaver Press. Harare, Zimbabwe. ISBN: 

978-1-77922-402-6 written with  

• Peer-reviewed article - Muchetu R.G. (2021). ‘We do not want to survive; we want to 

thrive.’ Japanese Agricultural Cooperatives seven decades of overcoming degeneration. The 

Japanese Political Economy Journal. DOI: 10.1080/2329194X.2021.1973902 

• Peer-reviewed article - Mazwi, F., Muchetu R.G., Mudimu, G.T., (2021). Revisiting 

Social Differentiation in Zimbabwe-A trimodal Agrarian Structure Approach. Agrarian 

South: Journal of Political Economy. Volume 4, Issue 10, pp. 60-73. 

DOI:10.1177/2277976020973837 

• Presentations – Muchetu, RG. (2021) "AFTER RADICAL LAND REFORMS: 

Restructuring agricultural cooperatives in Zimbabwe and Japan,” at the Journal of Peasant 

Studies writing workshop thematic groups; Commercialization and Agrarian Change Group. 

17 June 2021. Online.  

Degree of progress of the research plan in the fiscal year concerned (Choose and fill in the relevant evaluation from ① to 

④below.) 

Answer 2 
①More progress than originally planned ②Generally being progressed as planned 

③Slightly behind the original plan  ④Behind the original plan 



Doshisha University 
 

2021 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:  2021 / 2 / 19       

Department Title Name 

Graduate School of Global Studies Assistant Armand Christopher Rola 

Research Topic 

 

Agricultural Insurance and Insurance Culture 

Summary of 

Research 

Results  

Due to the COVID-19 situation, my research activities were limited to domestic fieldwork only. My 

research project revolves around “Insurance Culture” and how we can cope better to the rising global 

risks. I believe that this is important now more than ever especially during the pandemic situation we are 

facing today. This research’s foundation stems from my doctoral research about Agricultural Insurance 

between Japan and the Philippines but this time, will look at how people perceive insurance as a coping 

mechanism to various risks. 

Depending on the COVID-19 situation in the following school year, I hope to undertake field surveys 

abroad for my research. 

For the past academic year of 2021, I was able to finish a book chapter, two conference papers and 

presentations, and one more journal article. 

These are as follows: 

• Paper and Presentation entitled “Agricultural Insurance as a Farmer Coping Mechanism to 

Extreme Events: A Comparative Study of Agricultural Areas in Gifu Prefecture, Japan and 

Laguna Province, Philippines” for the Philippine Agriculture and Economic Development 

Association's 51st Annual Conference held last June 4, 2021 

• Paper and Presentation entitled “Assessing the Performance of Agricultural Insurance 

Programs Using Korten's Model of Fit: A Comparative Study of Japan and the Republic of the 

Philippines” for the Japan Society for International Development 32nd Fall Conference held 

last November 20, 2021 

• Book chapter entitled “INSURANCE CULTURE AND COPING BETTER TO RISING GLOBAL 

RISKS: FORGING THE ISSUES” 

• Article entitled “Governance Challenges in the Age of COVID-19: the Case of the Republic of 

the Philippines” to be published at Doshisha University’s Global Resource Management 

Journal 

Degree of progress of the research plan in the fiscal year concerned (Choose and fill in the relevant evaluation 

from ① to ④below.) 

Answer 2 
①More progress than originally planned ②Generally being progressed as planned 

③Slightly behind the original plan  ④Behind the original plan 

Publication of Research Results 

All faculty members of Doshisha University are required to register their research achievements on the 

Researchmap (https://researchmap.jp/).  

・Please register and update your research achievements related to the Individual 

Research Allowance in the previous year on the Researchmap and fill in the 

date of update indicated on the Researchmap in the box on the right.  

 

・For inquiries on the Researchmap, please contact the Department of Research 

Initiatives and Development.  

U
p

d
a

te
d

 

2021 / 2 / 10 

  

※This report will be made available to the public on the university’s website. Please therefore do not include any 

confidential information (research ideas, intellectual property information, personal information) in the report.


