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2019 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:    /   /        

Department Title Name 

Global Studies Professor Seifudein Adem 

Research Topic 

 

Japan and China in Africa: A Comparative Analysis 

Summary of 

Research 

Results  

 

The process of preparing and updating the materials for publication is well 

underway.  I can report in addition two significant accomplishments in 2019. 

Firstly, my essay titled ‘Reason and Number: African reflections on Japan’ has 

been published as a chapter in Reconfiguring Transregionalisation in the Global 

South: Africa-Asian Encounters, edited by Ross Anthony and Utta Ruppert. New 

York: Palgrave Macmillan, 2020, pp. 41-60.  I am also pleased to report that the 

editors singled out my chapter in the ‘Introduction’ of the book and described it 

as ‘highly original’.  Needless to say, this chapter will be an integral part of the 

manuscript which I am preparing for publication.   

And, secondly, I was able to present a paper titled ‘Yellow Peril or Yellow 

Partner? Assessing China’s Impact on Africa’ at the annual meeting of the 

African Studies Association held in Boston in November 2019, and I was very 

pleased by the stimulating feedback I received.  This paper, too, is related to the 

major theme of my on-going project.  I am approaching the final phase of my 

research project as I also continue to seek and utilize opportunities for presenting 

my analysis to my colleagues in order to refine my ideas before the publication of 

the manuscript.  

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

from ① to ④below.) 

Answer 3 
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
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   /     /  

 ２０/03/10     

※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. 



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 6 月 1 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 

 

米軍駐留と性暴力―平和安全保障におけるエンパワーメント 

 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

2019 年度は、韓国での基地村女性訴訟や慰安婦制度被害者の活動などから、軍事性暴力被

害者の政治・社会運動についての資料収集、国連の女性・平和安全保障政策における被害

者・サバイバーの活動の位置づけなどに関する資料収集を中心とした研究活動を行った。研究

成果の発表については以下。 

論文 

「国際社会における「紛争と性暴力」」女性・戦争・人権学会『女性・戦争・人権』18

号、42－61 頁。 

“Okinawa Women Act Against Military Violence: An Island Feminism Reclaiming 

Dignity.” Okinawa Journal of Island Studies. Vol.1, March 2020. Research Institute 

for Island and Sustainability, University of the Ryukyus. pp. 37-54. 

その他の論考 

「国際社会の「ジェンダーと平和」―国連安保理決議 1325 号「女性・平和・安全保障」」

日本平和委員会『平和運動』‘20 年 3 月号、2－8 頁。 

口頭発表 

“A Feminist Perspective on Peace” International Conference on Women and 

Peace-making in the Asia-Pacific. June 22, 2019, International Christian University. 

“Northeast Asia Multilateral Security Efforts, Women, and Japan.” Women Crossing 

Borders: DMZ and Women’s Peace Movements, DMZ Forum 2019, September 19, 

2019, Korean International Exhibition Center (KINTEX), Goyan-si, South Korea. 

“Korea Peace Now! Women Mobilizing to End the War: Innovative Strategies of 

Transnational Feminist Peace Building” Building Sustainable Peace: Ideas, 

Evidence, and Strategies. November 9, 2019, Notre Dame University, USA. 

“WPS Agenda in Japan.” Northeast Asian Countries’ Contributions to the Women, 

Peace and Security Agenda. United Nations DPPA, December 10, 2019. The Westin 

Beijing Choyang, Beijing, China. 

“Gender and State Security: A Feminist Challenge from Okinawa.” Diversity of 

Gender/Sexual Orientation and Its Challenges. 2020 年 2 月 26 日, 同志社大学・テュ

ービンゲン大学共催第三回国際シンポジウム「「ダイバーシティ」を尊重する社会構築

への挑戦」同志社大学。 

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 

２０２０  

年 

６ 月 １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 
 

2019 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:   2020 / 02   / 21       

Department Title Name 

Graduate School of Global 

Studies 
Professor Gavin James Campbell 

Research Topic 

 

Transnational Menswear and the Politics of Cultural Encounter, 1800-1900 

Summary of 

Research 

Results  

This research looks at the historic role of menswear in diplomacy, national 
identity and individual identity, particularly in terms of transnational encounters 
and cultural flows, during the nineteenth century. The object is to understand how 
to think about how cultural signals, such as clothing, became a form of 
transnational and transcultural communication in the age of empire.  

 

I have completed two book chapters in the 2019-20 academic year:  

 

All These Small Things: Dress and Diplomacy at the Shogun’s Court  

 

and  

 

Going About Like Eagles: Tokugawa Fashion’s Global Reach 

 

I will also be delivering the following paper at the University of Kentucky 

Department of History on March 5, 2020: 

 

Styling Hirohito: Menswear, Monarchy and Modernity in the Roaring Twenties 

 

 

 

 

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
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  01 /   23  

/  

 ２０ 19    
※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 
 

2019 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:  26  / 06  /  2020      

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 academic conferences in the United States 

and New Zealand.  The details of these two presentations are as follows: 

 

 “One of a Kind:  The Atomic Bomb Survivor in James George’s Ocean 

Roads,” at the American Association of Australasian Literary Studies (AAALS) 
Conference, University of Alaska, Fairbanks, 24-27th April 2019. 

 “The Comedic Turn:  Combat as Comedy in Errol Brathwaite’s An Affair of 

Men,” at the Australia & New Zealand American Studies Association 

(ANZASA) Conference, University of Auckland, 14-16th July 2019. 

 

These conferences were most helpful to the development of my research and also 

resulted in significant networking among my international peers. 

 

I also took out membership of the Australia & New Zealand Studies Association and the 

American Association of Australasian Literary Studies.  Furthermore, I delivered a free 

public lecture in Kyoto, the details of which are as follows: 

 
“Natural Horsemanship, the Japanese Enemy, and Susan Brocker’s Dreams of Warriors,” 

6th July 2019, Kyoto International Community House. 

 

The latter presentation enabled me to network among members of the The Japan Society 

for New Zealand Studies.  Members of this society are elderly, which is worrying for 

me because learned societies must have younger members if they are to survive.  I do 

not know how to address this problem, but at least I provided the members with a new 
topic to consider. 

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.  
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26 / 06 / 20     

※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 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 4 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 Anne Gonon 

研 究 題 目 

 

大災害に襲われた空間のその後－脆弱さと創意－ 
 

Summary of 

Research 

Results 

２０１８年どの研究方向について研究発表を英語で行ったから英語で報告する。 

In a classic approach opposing vulnerability and autonomy, or rather a shift from the 

recognition of vulnerable populations into populations that have become autonomous 

again, the government can, therefore, appeal to the autonomy of individuals to reorganize 

a life as usual as possible, turned towards a better-controlled future.The institutions 

create the imagination of a society that has become secure - the cases of mobilization 

around creativity projects to think of the city as safe, the absence of risk, to prevent 

natural disasters (the dike as a new cinematographic place in the Ayako movie). 

Creativity or imagination? 

My research examined, through the situation of farmers, if the disaster becomes the 

source of moral questioning on what should be done, the principle of a reversal of oneself 

and ethical work what Judith Butler calls reaction and response. 

In doing so, I want to recognize the importance of vulnerability and acceptance. People 

recognize their vulnerability and accept its irreducibility and its extent. It is, therefore, the 

link between vulnerability and autonomy, which is the watermark of my review. 

 

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 

２０20 年 

４月 28 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 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 3 月 29 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 

 

映画祭のポリティックス：米国と日本のクィア・LGBT コミュニティ/アクティ

ビズム 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

・論文 

菅野優香「洞窟からクリプトへ ―山城知佳子『肉屋の女を読む』」『ジェンダー

と生政治（戦後日本を読みかえる）』坪井秀人編、臨川書店、2019 年 4 月。269-292

頁。 

 

菅野優香「ヘプバーンの脆弱さと自由 『ローマの休日』から『噂の二人』へ」

『文藝別冊 オードリー・ヘプバーン』河出書房新社、2019年 5月。140-149頁。 

 

菅野優香「静かにつながる女性たち、饒舌に孤立する少女たち --アメリカの女

性映画作家と山戸的「女の子」映画」『ユリイカ』2019年 7月号。112-117頁。 

 

菅野優香「ハイスミス映画のクィアと逸脱 --冷戦下のホモセクシュアリティ」

『クィアと法 --性規範の解放／開放のために』綾部六郎、池田浩乃編、日本評

論社、2019 年 6月。205-221頁。 

 

菅野優香「コミュニティを再考する―クィア・LGBT 映画祭と情動の社会空間」

『クィア・スタディーズをひらく』菊地夏野編、晃洋書房、2019 年。110―133

頁。 

 

菅野優香「ジュディ・ガーランドを愛するということ―キャンプ・ドラァグ・フ

ェミニズム」『映像学』103 号、2020 年、1 月。15- 21 頁。 

 

菅野優香「政治的なことは映画的なこと―1970 年代の『フェミニスト映画運動』」

『思想』1151 号、2020 年 3 月。105-121 頁。 

 

・講演、口頭発表等 

菅野優香「映画における LGBTQ のイメージを考える」、講演、岐阜協立大学学

会研究会、岐阜協立大学、2019 年 12 月 23 日。 

 

菅野優香「短編映画で考える LGBTQ の未来」、講演、第 14 回応用倫理・応用哲

学研究会、北海道大学、2019 年 11 月 20 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 

２０20 年 

4 月 6 日 

 



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 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         

 

【口頭発表】 

― 菊池恵介 「混迷するヨーロッパ・左派ポピュリズムの挑戦」、グローバル・ジャスティス研究会：シンポ

ジウム「民主主義はどうなる？ 2020 年代の政治を語ろう」、2019 年 12 月 23 日、京都ひとまち交流館 

 

― 菊池恵介 「フランスの植民地責任論の現在〜遺骨の返還から文化財の返還へ〜」、人骨問題を考え

る連続学習会＠京都大学 第三回学習会、2019 年 7 月 19 日、京都大学. 

 

― 菊池恵介 「欧州債務危機と緊縮政策～フランスの「黄色いベスト運動」は何に怒っているのか？」、

PARC 自由学校講座 06 グローバル経済と民主主義の未来 I 新自由主義への抵抗：世界の潮流を知

る、2019 年 6 月 18 日、PARC 自由学校 

 

【書評】 

― 菊池恵介 「もう一つの国境政策の可能性（森千香子・エレン・ルバイ編『国境政策のパラドクス』）」、

レイバーネット、2019 年 12 月 26 日掲載、http://www.labornetjp.org/news/2019/1226hon 

― 菊池恵介 「新しい豊かさを求めて（ハーマン・デイリー著『定常経済は可能だ』）レイバーネット、2019

年 8 月 29 日掲載、http://www.labornetjp.org/news/2019/0829hon 

―菊池恵介 「大きな岐路に立つフランス（堀茂樹、松尾匡、コリン・コバヤシほか著『黄色いベスト運

動』）」、レイバーネット、2019 年 6 月 27 日掲載、http://www.labornetjp.org/news/2019/0627hon 

―菊池恵介 「欧州に広がる債務帳消し運動（フランソワ・シェネ著『不当な債務』）、レイバーネット、2019

年 5 月 2 日掲載、http://www.labornetjp.org/news/2019/0502hon 

 

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 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。 

❸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 

 2020 年 

 3 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。 

http://www.labornetjp.org/news/2019/1226hon
http://www.labornetjp.org/news/2019/0829hon
http://www.labornetjp.org/news/2019/0627hon
http://www.labornetjp.org/news/2019/0502hon


同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 2 月 21 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ＧＳ研究科 教授 峯 陽一 

研 究 題 目 

 

 

日本のＯＤＡの歴史（２） 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 2019 年度は、コスタリカ（カイゼン）、チリ（シャケ養殖事業）、ブラジル（有

機水銀汚染対策、日系人研修）、ヨルダン（リプロ）、水俣（ブラジル連携）、沖

縄（カンボジア連携）のプロジェクトを対象に、出張し、日本の ODA の歴史に

関するおよそ百件のナラティブを収集することができた。2020 年度の完成に向か

って引き続き努力する。なお、2019 年度の主要な業績は次の通りである（3 月末

までの予定を含む）。【著書】『2100 年の世界地図―アフラシアの時代』岩波新書、

2019年、238頁。【共編著】Human Security Forum and Yukio Takasu eds, Zenkoku deta, 

SDGs to Nihon: Daremo torinokosarenai tameno ningen no anzen hosho shihyo 

(National Data, SDGs and Japan: Human Security Indicators to Leave No One Behind), 

Tokyo Akashi Shoten, December 2019 (Co-author: Part I), 264+vii pp; Horman Chitonge 

and Yoichi Mine eds, Land, the State and the Unfinished Decolonisation Project in 

Africa: Essays in Honour of Professor Sam Moyo, Mankon, Cameroon: Langaa RPCIG, 

2019, 406 pp; 【エッセイ・書評その他】「人間の安全保障論の射程―「壊れ物」

としての人間」『国際ジェンダー学会 40 周年記念誌』2019 年 5 月、67-72 頁。「Ｄ・

ムクウェゲ、Ｂ・オーケルンド（加藤かおり訳）『すべては救済のために』あす

なろ書房」『日本経済新聞』2019 年 6 月 15 日（書評）。『ネルソン・マンデラ』小

学館まんが人物館、2019 年 9 月、全 160 頁（監修）。「安倍政権を遙かに凌ぐ超長

期「独裁」政権を掌握！ジンバブエ前大統領ロバート・ムガベの数奇な生涯をひ

もとく」週プレ NEWS、2020 年 1 月 27 日（書評）。「ネルソン・マンデラ」富士

山みえる『まんが世界と日本の人物伝 100―平和と人権解放につくした人たち』

偕成社、2020 年 2 月、76-89 頁（監修）。【口頭発表】Yoichi Mine and Shinya Yasumoto, 

“World Map in 2100: An Afrasian Dream”, Area Studies Towards the 21st Century: 

Global Experiences and China Paradigms, Center for Area Studies, Peking University, 

Beijing, China, 13 April, 2019; Yoichi Mine, Shinya Kawamura, and Jin Sato, “Findings 

and lessons learned from the Human Security Index of Japan and the methodology of the 

localization for the SDGs and beyond”, Expert Group Meeting on: Measuring Human 

Security, Human Development and Inequality in the SDGs Contexts, Organized by 

UNDP Human Development Report Office, UN Trust Fund for Human Security. UN 

Conference Room 8, UN Head Quarters, New York, 26 March 2020. 

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 

２０２０年 

２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 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２０年 ２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 教授 村田 雄二郎 

研 究 題 目 

 

 

陳独秀の言語と思想 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

今年度は，昨年度に引き続き「中国拼音文字草案」の解読と歴史的位置づけ，

及び晩年の政治思想と言語研究の関わりについて研究を進めた。前者に関しては

とくに漢語ローマ字化の立役者と知られ，同じ中国共産党のリーダーであった瞿

秋白と陳独秀の言語改革構想の異同について，考察を深めた。そこから得られた

結論として，陳独秀の言語思想及び改革案の特徴を以下のように抽出した。 

① 文化革命：方言（土語郷音）と“大衆文学”の創造 

② 過渡期における言語改革の「穏健」路線 

③ 階級論的言語観：「洋八股」「国語」「新／旧文言」批判 

④ 工業化の進展（プロレタリアートの増大）と“ 普通話” の拡大普及への期

待 

如上の研究の内容を，2019年 11月 24日に中国研究所が主催した「五四運動百周

年記念シンポジウム」（於公益財団法人東洋文庫）にて「陳独秀の言語と革命」

と題して発表した。この報告は来年度に研究論文としてまとめ，公表する予定で

ある。 

 このほか，晩年の陳独秀に関する胡適との関わりを調べるべく，2019年 9月 6

日より 8 日まで，台湾に出張し，中央研究院近代史研究所付属胡適記念館にて，

『陳独秀最後の見解』などの資料調査を行った。 

 

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 

２０２０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。 



同  志  社  大  学 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

                                   2020 年 ３月  31 日提出  

所  属 職名 氏  名 

ＧＳ研究科 教授 内藤正典 

研 究 題 目 

 

イスラームとの共生に関する研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

イスラームとの共生は現代世界において最も重要な課題だが、その実現は極めて

困難である。本研究は、ヨーロッパ各国およびトルコでのイスラームとの共生に

関する問題点を究明するものである。 

 

成果の概要 

 

１． ヨーロッパ諸国における反イスラーム感情の高揚について、過去の選挙

結果とその後の変化について調査・研究を実施した。 

２． 2015 年に始まるヨーロッパ難民危機の結果、多くのムスリムが EU 諸国

に到達したことが、ヨーロッパ社会に引き起こしたレイシズムの問題につい

て研究を実施した。 

３． ヨーロッパに隣接するトルコにとって、ヨーロッパ諸国での難民・移民

危機の発生と、反イスラーム感情の高揚がどのような影響を与えたかを分

析・評価した。 

４． 2011年にはじまる「アラブの春」以降の中東諸国の混乱が、西欧世界の

イスラームとの共生にどのような影響を与えたかについて文献に基づく研

究を実施した。 

 

成果の発表 

 

１．2019年度に、上記の問題について、トルコのイブンハルドゥーン大学、およ

びカタールのアルジャジーラ研究センターとの研究会合を開催した。 

 

２．上記研究の成果は、『イスラームからヨーロッパへ』と題して 2020年 7 月に

岩波書店から刊行される 

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 

２０19  年 

12 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 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２０年３月１３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 

採択された科研事業の初年度に当たるため、研究テーマのうちイランの移住労働者に関する先行研

究を中心に研究を実施した。また、その背景となる国内及びイランを取り巻く外的要因に関する分

析も同時に実施した。その結果、論文 本を公刊し、学会、公開講演など 件の口頭発表を行った。 

[論文]  

Hisae Nakanishi, “The Analysis of Japanese Scholars’Views on the Concepts of Iraniyat and Islamiyat: 

Special Focus on the Post-Arab Spring Period, ” in Proceeding of The First Biennial Conference on 

Contemporary Iranian Studies, Tehran, November 10, 2019, Tehran University, Iran. (ペルシャ語)  

Yasuhisa Kondo, Hisae Nakanishi et al, “Interlinking open science and community-based participatory 

research for socio-environmental issues,” Current Opinion in Environmental Sustainability 39:54–61, 
2019. [https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.07.001]  

中西久枝 「イランの女性運動―活動家の言説から」(第５章)『越境する社会運動』（長沢栄治監

修、鷹木恵子編著）イスラーム・ジェンダースタディーズ 第２巻 明石書店 2020年 3月（予

定）Hisae Nakanishi, “Arts: Iran, Women Journalists and Women Press,” in Suad Joseph ed. 

Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Brill, 2020 forth-coming)  

 [口頭発表] 

Hisae Nakanishi, “Reconsidering Inclusive Growth“ and Gendered Economic Security: Toward Constructing 

Research Agendas,”  第 4 回南アフリカ日本大学フォーラム（SAJU）Pretoria University, South 

Africa, May 25, 2019.  

Hisae Nakanishi, “Religions and Peacebuilding: Some Views from the Middle East,” at Working Session 

[1a]: “From Vile to Violence: Freedom of Religion and Belief and Peacebuilding,”  G20 Interfaith 

Forum, Tokyo: People, Peace, Planet: Pathways,at Hotel New Otani, Makuhari, Tokyo, June 4, 2019.  
Hisae Nakanishi, “Some Vies on th e US-Iran Tension,”at the International Conference on  

The New Political and Energy Shifts in the Middle East: A View from Japan, Aljazeera Centre for 

Studies and Doshisha University, Hardy Hall, Doshisha University, June 25, 2019.  

中西久枝 「アメリカとイランはなぜ対立するのか」 一神教学際センター（CISMOR） 公開講演

会 同志社大学烏丸キャンパス志高館 会議室 2019年 1月 11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 

２０２０年 

３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 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年 2 月 28 日提出  

所  属 職名 氏  名 

GS 研究科 教授 岡野八代 

研 究 題 目 

 

基盤研究（C） 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 課題番号  19K12620 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

19 年度の成果は以下の通り。 

 

論文 

「批判的安全保障とケア――フェミニズム理論は「安全保障」を語れるのか？」『ジェンダー研究』第 22 号

（2019 年 9 月）：61-79. 

“From recognition of vulnerabilities to caring democracy: a care analysis of the reconciliation process of 

the “comfort women” issue in Japan” in Jieyu Liu and Junko Yamashita eds. Routledge Handbook of 
East Asian Gender Issues (London: Routledge, 2020).  

学会報告 

・”Looking at “the Girl Statue for Peace” from the Perspective of Care Ethics,” Global Care Summit@ 

University of Toronto (Canada), June 10th, 2019.  

・コメント『公募企画「ヘイトスピーチ規制の心的基盤の解明」』＠日本政治学会、10 月 5 日、成蹊大学開

催。 

・報告「フェミニズムにおける政治と政治学教育の緊張関係」『公募企画 政治学教育のイデオロギーと戦

後民主主義』＠日本政治学会、10 月 5 日、成蹊大学開催。 

 

その他 

・講演録「家族と政治――依存する人間像からの、新たな社会構想」大阪府立大学女性学研究センター、

第 22 期女性学講演会第一部『ケアの倫理とリベラリズム――依存、生殖、家族――』（2019 年 4 月）。 

・書評「つながりの在り処を求めて」（重田園江著『隔たりと政治』）『公明新聞』2019 年 4 月 8 日付 4 面。 

・巻頭論文「今一度、差別を真剣に考えるために」『ジェンダーと法』No.16 (2019 年 7 月)：1-5 頁。 

 

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 

２０20 年 

２月 26 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 
 

2019年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 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 冨山一郎 

研 究 題 目 

 

沖縄独立の人文学的意義に関する研究 

―戦後歴史学を中心に― 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

本研究の目的は、近年の沖縄における独立を求める人々の動きを念頭におきながら、その是非ではな

く、独立を議論する認識枠組み自体を、検討するところにあった。とりわけその際、歴史学を中心とする戦

後日本にかかわる人文学が前提としてきた主権的枠組みや国民といった共同性を再検討することが、沖

縄独立を論じる際に必要不可欠である点に注目し、歴史を自らの歴史として認識する際の、研究方法論

的な側面に焦点を当ててきた。 

これまで戦後沖縄の歴史認識においては、不十分な主権あるいは周縁的存在としてのアイデンティティ

といった基本的性格規定が存在した。こうした認識は、完全なる主権、あるいは周縁的ではないアイデン

ティティが参照項として前提とされている。こうした戦後歴史学の前提となる参照項自体を問う作業を抜き

にして、沖縄にかかわる独立は議論できないのではないか。これが、本研究目的の基本的な問題意識と

なっている。このような問題意識に基づき、本研究では、以下の二つの点において研究を進めた。 

第一に、沖縄と奄美の関係である。戦後史において、同じ琉球国家としての歴史的背景を持つ奄美と

沖縄は、どのようなかたちで連携することができるのか。この連携を探ることにおいて軸にすえられている

のは、両者ともにかかわる日本への「復帰」という出来事であり、端的にいえば日本という国家への帰属

である。すなわち国家への帰属において奄美も沖縄も同じだということではない連携、いいかえれば国家

への帰属を根底的に批判することから浮き上がる連携、さらにいえば統治権力に抗する連携を、奄美と沖

縄の双方が抱える復帰運動の歴史から探る必要がある。 

かかる課題に対して、本研究では、奄美大島名瀬の名瀬教育会館に所蔵されている、奄美復帰運動関

係資料（通称 松田清文庫）の資料調査とそのアーカイブ化をおこなった。この調査とアーカイブ化は、こ

れまで 8 年以上かけて行ってきたことであり、またその過程において、奄美における奄美郷土研究会のメ

ンバーとも交流をしてきた。すなわち、単に歴史学上の意義だけではなく、自らの歴史を考える際の資料

として、同資料をどのように考えるのかということが、浮かび上がったのでる。 

次に、沖縄独立にかかわって、自らの歴史をいかに獲得するのかという問いがうかびあがった。それは

単に学術的成果ということではなく、研究行為自体に対する問題提起でもある。こうした研究行為自体へ

の問題設定は、冨山一郎『始まりの知―ファノンの臨床』（法政大学出版会）において、提起した問題でも

あるが、今後それを沖縄における歴史の自立という問いの中で深めていく必要があるだろう。これが今後

の課題としてある。 

 

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 

２０１９年 

 12 月 20 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 

 

2019 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:    /   /        

Department Title Name 

Graduate School of Global Studies 
Associate 

Professor 
Fanon Che Wilkins 

Research Topic 
The Politics of African Liberation Solidarity 1957-80 

Summary of 

Research 

Results  

The Politics of African Liberation Solidarity 1957-80 focuses on a major, yet neglected dimension 

of the Civil Rights/Black Power movement of the 1960s, namely the history of solidarity with 

liberation movements, peoples and states on the African continent and elsewhere in the diaspora. I 

argued that African American activists took a strong interest in African decolonization during the 

late 1950s and early 1960s and in some respects measured black racial advancement against 

African decolonization processes.  African independence movements served as a critical source 

of inspiration during the early years of the Black Freedom Movement. Yet, growing opposition to 

the Vietnam War, coupled with the ongoing lure of Third World liberation movements during the 

Black Power phase (1965-75) of the movement, created a climate of internationalism that 

embraced political initiatives seeking to define and achieve black political power in Africa, the 

Caribbean and to a lesser extent, Europe, South America, and Canada.  During the early 1970s, 

the solidarity activity that grew out of the struggle to obtain “Black Power” globally cohered 

around political and material support for African liberation movements in the white settler-states 

of southern Africa and the Portuguese colonies.  

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
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t

e

d 

06/26/2020 

 

※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. 
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研 究 題 目 

 

 

教育と経済発展に関する実証研究：中国を中心に 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

1.共著 

「中国農業の成長と構造転換」堀和生・萩原充編『「世界の工場」への道――20世紀東

アジアの経済発展』京都大学学術出版会、2019年 4月、pp.295-303。 

2.論文 

"The changing faces and roles of communist party membership in China: an 

empirical analysis based on CHIPS 1988, 1995 and 2002,"Journal of Contemporary 

East Asia Studies, Vol.8, pp.99-120. Published online: 30 Jun 2019.DOI: 

10.1080/24761028.2019.1633987 

3.その他 

「中国の今をみて考える」『東亜』2020年３月、pp.10-19。 

「COMPASS・平成 30年間の日本を中国はどうみているか」『東亜』2020年 1月、pp.2-3。 

「書評・張暁山/李周編著『中国農村発展の歩み』」『農業経済研究』第 91巻第３号、

2019年 12月、pp.415-6。 

「COMPASS・新たな局面を迎えた中国の農村貧困と経済格差」『東亜』2019年 10月、pp.2-3。 

「書評・宝剣久俊『産業化する中国農業―食料問題からアグリビジネスへ―』」『経済

研究』2019年 9 月、第 70巻第 4号。 

「中国労働市場における需給動向と賃金事情」『日中経協ジャーナル』2019年 7月、

pp.19-23。 

「COMPASS・中国は「八九政治風波」から何を学んだか」『東亜』2019年 7 月、pp.2-3。 

「COMPASS・中国農業の地殻変動と土地制度改革」『東亜』2019年 4 月、pp.2-3。 

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 

２０２０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。 


