
Doshisha University 
 

2020 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on: 2021/03 /15  

Department Title Name 

Global Studies Professor Seifudein Adem 

Research Topic 

 

Japan, China, Africa 

Summary of 

Research 

Results  

Due to covid, I was not able to travel for research or conferences. However, I 

have done extensive online research. In order to fill the gap, I intend to travel and 

do relevant field work, in 2021, if circumstances permit. Meantime I have begun 

contacting potential publishers 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 4 
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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   2021/03 /15 

※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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2020 年  4 月 16 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         

 

2020年度はコロナ・パンデミックによって在外研究（韓国）が延期となり、また他の学

会発表やフィールド調査の計画を大きく変更しなければならなかった。しかし、オンライ

ンでの研究活動・。交流、資料収集という新しい領域での活動を試す機会ともなったと

いえる。研究活動は引き続き、韓国での基地村女性訴訟や支援団体の活動に関する

資料収集、北東アジアの女性平和運動と冷戦、国連の女性・平和安全保障（WPS）政

策の北東アジアでの意義などについて研究活動を行った。研究成果の発表について

は以下。 

論文 

 “Cold War Shadows of Japan’s Imperial Legacies for Women in East Asia” 

(Positions Asia Critique  (2020) 28 (3): 659–675.) 

その他の論考 

“How Can the Women, Peace and Security Agenda Be More Relevant in 

Northeast Asia? “ 

HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG Hong Kong  

https://hk.boell.org/en/2020/12/10/how-can-women-peace-and-security-agenda

-be-more-relevant-northeast-asia（2020年 12月 10日 ） 

口頭発表 

“WPS Agenda and Japan” 

Stockholm Forum 2020: Geopolitics and the WPS agenda （2020年 5月 19日） 

 

“Women, Peace and Security Video Panel: Observation of 2020 as a 

Landmark Year” 

Global Campaign for Peace Education  (2020年 6月 25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 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 

２０２１年 

 ３月５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 
 

2020 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:    /   /        

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.  

 

During the 2020-21 academic year, I delivered the following professional 

conference papers: 

 
2021   “Sartorial Diplomacy at the Shogun’s Court, 1856-58” at the Southeast Regional 

Conference of  the Association for Asian Studies, January 16 
 
2021   “The Problem of  Authenticity and Western Travel in Japan,” invited lecture for the 

Japan-in-Asia Cultural Studies Program, Nagoya University, January 12 
 
2020   “Ceremony, Diplomacy and Intercultural Communication: A Case Study of  

US-Japan Relations, 1856-58” at Jiangxi Science & Technology Normal University, 
October 18 

 
2020  “Stitching Tokugawa Japanese Menswear into Global Fashion, 1600-1800,” at 

Globalizing Men’s Fashion, London College of  Fashion, 22 July 
 
2020  “Styling Hirohito: Menswear, Monarchy and Modernity in the Roaring Twenties,” 

Department of  History and Japan Studies Program (co-sponsored), University of  
Kentucky, March 5 

 

I was also appointed to serve on the editorial committee of the Pacific Historical 

Quarterly. 

I also completed an essay, which was accepted for publication in the journal 

Fashion Theory, titled “Styling Hirohito: Monarch, Modernity and ‘Western 

Clothes’ in Interwar Japan.”  

 

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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4 / 29 /2021     

※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 

 

2020 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:  05/27/2021      

Department Title Name 

Graduate School of Global 

Studies 

Associate 

Professor 
Fanon Che Wilkins 

Research Topic 

 

Making Meaning: Hiphop Culture and the Maturation of a Wisdom Tradition 

Summary of 

Research 

Results  

Over the course of the academic year I read a range of books and academic 

articles in the fields of philosophy, religion, eastern spirituality and hip-hop 

studies.  I made particular headway in examining the various ways that scholars 

have grappled with the search for meaning through individual biography and 

canonical texts across the humanities and social sciences. 

 

I wrote an experimental paper that examined the various ways that graffiti artists 

negotiated the search for meaning through their artistic practice as aerosol artists 

who saw the city and public space as an open canvas. Through their street activity 

I thought through the various ways that risks, prohibitive danger and artistic 

community shaped their practice and facilitated collective achievement and 

enriched their internal conversations about aesthetics and artistic innovation. 

 

I also discovered the Clubhouse App as an important resource to assist me in 

obtaining more interviews with Hip-Hop educators, philosophers and artists.  

“Clubhouse is an audio-based social media app. The company describes itself as 

"a new type of social product based on voice [that] allows people everywhere to 

talk, tell stories, develop ideas, deepen friendships, and meet interesting new 

people around the world."  Clubhouse enabled me to interview six Hip-hoppers 

across a range of fields. 

 

  

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/).  

https://www.joinclubhouse.com/joinourteam


 

 

・ 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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  05/27/2021 
      

 
※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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

                                  ２０２１年 ３ 月 21  日提出  

所  属 職名 氏  名 

グロバール・スタディーズ研究科 教授 ゴノン・アンヌ 

研 究 題 目 生活形式と大震災 –  脆弱性、ケアの実践、創造性 

 

 

 
 

ケアという概念は「配慮」、「注意」などのジョアン・トロントの定義からなっている。

個人のレヴェル、地域コミュニティーという集団的なレヴェルなどでケアの実践を探

ってみて、そのケアの実践を分析することによってどのような新しい生活形式が形成

されるか明らかにする。ケアという概念は連帯的な責任という風に定義することもで

きるので、その概念を利用することによって東日本大震災の被害を受けた人々のケア

の実践を分析してその実践が生み出した新しい生活形式は当事者以外にも影響を与

えることを明確にする目的である。しかし２０２０年にパンデミックが発生してケア

と生活形式との関係で新しい課題も出てきた。大震災と同じような事件であるパンデ

ミックを研究対象にした。 

 私は、現在のパンデミックを経て、これまで忘れ去られていたケアの仕事に専念す

る人々、特に女性の活動によって可能となる日常生活を詳細に研究することの意義を

再確認し、生活形式に関する研究を続ける重要性をさらに意識するようになった。な

ぜならそれは、健康上の問題だけではなくて、コロナウィルスの影響を受けて大きく

変わったわれわれの社会生活全体そのものが、生活形式の基本的な課題となるからで

ある。現在、コロナウィルスは私達の生活に入り込んでおり、われわれの生活の働く

状況をそこから切り離して考えることはできない。私はこのようなウイルスが、どの

ように人間の生活形式を変更させることを考えなければならないのである。まずコロ

ナウィルス時代中ケア労働者、特に女性労働者の働く状況と感情労働の観点から女性

の労働を分析した。次に一般の人はパンデミック中に自分の生き方を決めるには科学

リテラシーを利用できるかどうか、検討した。実は政府が科学リテラシーを訴えたが

急事態に情報を広く公表せずに市民の活動を妨げることになっている。 

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  

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 3 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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2021 年 3 月 19 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         

 

 2020 年度中における研究成果の公表は次の通りである。 

 講演・口頭発表等 

 「書評報告 Masuda Hajimu, Cold War Crucible: The Korean Conflict and the Postwar World, 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015. Pp. 388」、朝鮮史研究会関西部会、2020 年

9 月 26 日 

 「戦後日本の国際法学者における朝鮮問題認識」韓国・朝鮮文化研究会第 21 回大会、2020 年

10 月 24 日 

 「小林為太郎について―戦後京都において在日朝鮮人関連事件を引き受けた弁護士―」、世界人

権問題研究センター、2020 年 12 月 4 日 

 「1949년 시모노세키 사건을 둘러싼 사람들의 정치―능동적 역사 파악의 방법론을 

위해서―」(1949 年下関事件をめぐる人々の政治―能動的歴史把握の方法論のために

―)、東国大学校叙事文化研究所第 5 次学術大会、2021 年 2 月 3 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 

２０２１年 

３月１９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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2021 年  4 月  20 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 

Yuka KANNO, “When Marnie Was There: Female Friendship Film and the Genealogy 

of Queer Girls' Culture,” Routledge Book of Japanese Cinema, ed. Joanne Bernardi and 

Shota T. Ogawa (New York: Routledge, 2020).  

 

Yuka KANNO, “Queer Resonance: The Stardom of Miwa Akihiro,” The Japanese 

Cinema Book, ed. Hideaki Fujiki and Alastair Philip (London: BFI/Bloomsbury, 2020).  

 

菅野優香「クィア・シネマの現在」『Inside/Out ―映像文化と LGBTQ+』早稲田大

学坪内博士記念演劇博物館, 2020年。 

 

菅野優香「時間の映画：グザヴィエ・ドランのスローモーション」『ユリイカ』

52:4、2020 年。 

 

菅野優香「原節子の再発見」国立映画アーカイブ NFAJ ニューズレター、 

2020年、10月。 

 

・講演、口頭発表等 
Yuka KANNO, “The Films She Wanted to Make: The Queer Life and Work of Sakane 

Tazuko,” Association for Asian Studies Annual Conference, Februray 22, 2020. 

 

Yuka KANNO, “ Activist Films and Queer Communities in Japan,” Queer Cinema in the 

West and Japan, The Daiwa Anglo-Japanese Foundation Seminar, March 18, 2020. 

 

菅野優香、ドロシー・アーズナー、3 月女性史月間特集、アテネ・フランセ文化

センター、2020年、8月 29日。 

 

菅野優香「クィア・シネマとは何か」Queer Visions in East Asia: アジア人文

学からクィアを考える、京都大学全学シンポジウム、2020年、10月 30日。 

 

菅野優香「映画と LGBTQ」LGBT スタディーズ II, エソール広島、2021 年 3 月 14

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 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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２１年  ３月  ２６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】 

－「ユーロ危機の真相――欧州通貨統合の矛盾と南北の分断」、『世界』（岩波書店）、2020 年 8 月号、

no.935、242－248 頁 

 

【書評】 

－「コロナ危機を乗り越える《劇薬》」、井上智洋著『ヘリコプター・マネー』（レイバーネット、2020 年 4 月 30

日掲載）www.labornetjp.org/news/2020/hon156 

－「リベラル・フェミニズムを超えて」、シンジア・アルッザ、ティティ・バタチャーリャ、ナンシー・フレイザー著

『９９％のためのフェミニズム宣言』（レイバーネット、2020 年 10 月 29 日掲載）

www.labornetjp.org/news/2020/hon177 

 

【口頭発表】 

－「レスボス島難民キャンプ火災と難民受け入れをめぐる政治」、シンポジウム：「コロナ危機と難民問題

～ヨーロッパはどこに向かっているのか？」、主催：グローバル・ジャスティス研究会、日時：2020 年 12 月 5

日 6 時～9 時、場所、ひとまち交流館・京都 

 

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 

２０２１年 

 ３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。

http://www.labornetjp.org/news/2020/hon156
http://www.labornetjp.org/news/2020/hon177


 

 

Doshisha University 
 

2020 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:  19 / 02 / 2021       

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 under the following title at the following 

venue: 

 

 International Visiting Fellow (for research & public lectures), Warwick Institute 

of Advanced Study, University of Warwick, 01 / 03 / 2020 – 31 / 03 / 2020. 

 

However, a planned visit to the University of Hyderabad, India, had to be cancelled 

because of disruptions caused by the coronavirus pandemic (it remains active as a 

standing offer and I hope to visit the institution later in 2021, circumstances permitting).  

Worse still, I was not able to present my work at any conferences, foreign or domestic, 

for the same reason. 

 

I have been informed by the Japan Society for New Zealand Studies that one of my 

research articles will be published in their journal in translated form in the middle of 

2021, which is a result of a guest lecture I delivered for their society in 2019.  I look 

forward to seeing this result. 

 

Beyond this, I proceed with my research using the resources of Doshisha University 

because, for the time being, establishing networks of potential collaborators or receiving 

feedback at overseas conference venues is an impossibility.  The library resources of the 

Graduate School of Global Studies, the International Institute for American Studies, and 

the Imadegawa Library are sufficient for my purposes (I have also used interlibrary loan 

services a good deal and bought books for my research using Doshisha koken funding). 

 

 

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
p

d
a
te

d
 

19  /  02  /  

 ２０21     

※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.

https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/ias/schemes/ivf/
https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/ias/schemes/ivf/


 

 

同  志  社  大  学 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2021 年 2 月 19 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 峯陽一 

研 究 題 目 

 

 

日本のＯＤＡの歴史（３） 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 単著となる『開発協力のオーラル・ヒストリー』（東京大学出版会）については、新型コロナ感染症の拡大

により、現地でのインタビュー調査を中断せざるを得なかった。少なくともタイとカンボジアについてはイン

タビューを実施したいが、現状では目処が立たない状況である。そこで、これまでに集めたナラティブにも

とづいて執筆作業を進めた。全 6 章のうち、第 1、2、5 章については年度内に執筆が完了する予定であ

る。タイとカンボジアの調査は、現地訪問が不可能であればオンラインで実施したうえで、来年度の夏まで

に脱稿することを視野に入れて作業を進めている。 

 コロナ禍により自宅でのデスクワークを余儀なくされたため、カント義務論に関する哲学書の翻訳を行っ

た。マイケル・ローゼン（内尾太一・峯陽一訳）『尊厳－その歴史と意味』（岩波新書）が 3 月 19 日に刊行さ

れる予定である。 

その他、本年度の書き物には次がある。「SDGs と人間の安全保障指標－地方自治体が先頭に立つ」

『国際文化研修』（全国市町村国際文化研修所）第 28 巻 2 号（第 109 号）2020 年（秋号）、42-45 ページ。

「アフラシアの「知の共創」をめざして―同志社大学から」『アフリカ』vol. 60, 冬号、2020 年、24-27 ページ。 

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 

２０２１年 

 ２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 
 

2020 Report on the Individual Research Allowance  

–  Research Progress and Results 

  Submitted on:  2021/05/25     

Department Title Name 

Global Studies Dr. Muchetu Rangarirai Gavin 

Research Topic 

 

Re-formulating agricultural cooperatives: Examining the options for sustainable Japanese 

agricultural cooperatives within the state-market hegemony. 

Summary of 

Research 

Results  

The world is currently in a crisis emanating from the COVID-19 virus; thus, many projects and 

strategizing have been rendered highly uncertain. At the beginning of 2020, the researcher expected to 

carry out research mapping and research instrument testing by the end of October 2020. This should 

have allowed the actual field work to be carried out in Ryuo District by the end of November and early 

December 2020. However, the plan could not be carried out due to various State of Emergency 

announcements that discouraged the movement of people from one prefecture to the other. 

The researcher expects two academic papers to focus on the two research objectives; i) the nature and 

character of communication channels within JA Green Ohmi and ii) the effect of differences in classes 

of farmers (part-time farmers who are usually wealthy and form associate members; full-time farmers 

who typically depend on agriculture as livelihood). A third paper will focus on the potential of the JA 

Green Ohmi to overcome the pressure to privatize or to degenerate into an investor-owned company in 

the future. 

In 2020, the researcher managed to contact JA Green Ohmi leaders, and permission to spend some time 

on the farms was granted. The researcher also carried out some further fieldwork and research mapping 

to prepare for the activities that are meant to be carried out in 2021. This depends on whether the 

coronavirus situation stabilizes soon rather than later.  

Through Doshisha University funding, the researcher has acquired office materials such as Laptops, 

stable internet, printers, conferencing equipment, and monitors, which will make the data collection, 

analysis, and writing processes easier. The researcher has also accessed some data analysis software 

such as SPSS and Microsoft Office from Doshisha University. Such software will aid the data handling 

and analysis processes. 

Despite the scourge of the COVID-19, the researcher carried out research mapping, literature review 

and revised research instrument from May-November 2020. This will allow for the actual fieldwork to be 

carried out in Ryuo District from June 2021 (subject to the state of COVID-19). The initial works of 

2020 culminated into a researcher paper titled “We do not want to survive; we want to thrive: Japanese 

Agricultural Cooperative’s seven decades of overcoming degeneration”, which primarily relied on 

secondary data and literature on JA Green Ohmi. The paper was submitted for publication at a reputable 

journal that focuses on the Japanese political economy.  

Degree of the 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
p

d
a

te
d

 

2021/05/25 

※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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2021 年 3 月 4 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 

 

 

陳独秀の文字学と言語思想 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

・ 近代中国の言語統一／文字改革の問題を考察した論考を収める単著を中国語版

で刊行した。『語言·民族·国家·歴史──村田雄二郎中国研究文集』（楊偉主編），

重慶：重慶出版社，2020年 6月，228頁。 

・ 陳独秀の「中国ピンイン文字草案」に関する考察を進め，学術論文にまとめる作

業を進めた（現在執筆中）。その梗概は以下の通りである。 

そもそも陳独秀の言語文字問題への関心は清末以来のことだが，彼は五四時期

にはエスペラントの併存をも許容し，国語で文を書くには各省の多数者に通用

する言葉を採用すべきとした。文字は廃すべきだが，言語は国家・民族などの

観念があるうちは廃止し難いので，過渡期にあっては漢文を廃して漢語を残し，

ローマ字で書くべきだと言う主張で，言語に関しては「革命」というより漸進

的改革論であった。音韻学・文字学への関心は早くからあり，第二革命後の上

海時代には『字義類例』，国共分裂後の上海時代には『中国拼音文字草案』，南

京監獄時代には『実庵字説』，そして晩年の江津時代には『小学識字教本』の著

述に専念するなど，革命活動と表裏しつつも，文字への関心は一貫していた。

1927 年 8 月に失脚してからは，ひたすら漢字のローマ化問題を研究し，瞿秋白

に先立ち私案『中国拼音文字草案』を作り上げた。彼は五四白話を「洋八股」「新

文言」だとして痛烈に批判したが，それは漢字文化が民衆を排除してきた歴史

と現状を重く見るからである。国語運動に対しても，民衆の生きた言葉ではな

いと退け，方言をも許容する「普通語」の可能性を論じた。そこに見られる特

徴は，大衆文学の創造という面では「文化革命」を堅持して五四白話を退けつ

つも，過渡期における言語改革の「穏健」路線を目指したことであった。中国

の都市化とプロレタリアの増大によって「普通語」普及の条件が整っていくと

期待する点では一貫しており，それは瞿秋白の「文」から「言」へ，方言から

普通語への言語改革構想に近かった。 

 

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 

２０２１年 

 １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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2021 年 ２ 月 19 日提出  

所  属 職名 氏  名 

GS 研究科 教授 内藤正典 

研 究 題 目 

 

トルコの国際関係と中東の安全保障 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

2020 年度においては、トルコと EU、コーカサス、アラブ諸国、米国、ロシアとの関係が焦点となった。 

本研究を遂行するなかで、トルコの外交政策が、冷戦期の同盟（NATO）や EU 正式加盟申請という西欧志

向から明確に脱却しつつも、同盟関係から離脱せず、独自の方向性を打ち出していることが明らかとなっ

た。 

１． 対 EU 関係では、2 月にギリシャとの国境を開放し、トルコ国内に滞留する難民・移民の流出をように

んしたことで緊張が高まり、ギリシャとの関係は悪化したが、ドイツをはじめ EU 首脳国は、トルコとの

関係悪化を回避する方向で動いた点が注目される。 

２． その後 Covid-19 のパンデミックのなかで、EU の中でもフランスが特異にイスラム嫌悪を強調し、ナゴ

ルノ・カラバフ紛争をめぐってトルコに敵対的姿勢をとった。 

３． シリア内戦に関連して、北部シリアでのクルド系武装組織掃討とロシアとの共同監視は継続された。 

４． 対米関係は、トランプ政権下での首脳外交からバイデン政権への移行で、徐々に悪化するのではな

いかと考えられる。 

以上の知見をもとに、2020 年度は、本研究費をもとに、2 冊の単著を成果として刊行した。 

１．『イスラームからヨーロッパをみる』岩波新書、266 ページ、2020 年 7 月 

２．『プロパガンダ戦争—分断される世界とメディア』集英社新書、267 ページ、2020 年 9 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 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 

２０２１年 

２月 19 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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

２０２１年３月１６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         

 

新型コロナウィルス感染症拡大のため、研究課題の遂行上必要な現地でのフィールド・ワークのための渡

航ができなかった。そのため、文献による研究に集中し、ムスリム女性の生活空間におけるオートノミーに

関する特殊性についての研究論文や口頭発表を行った。研究成果は以下の通りである。 

１． 論文 

① 中西久枝 「『グローバル社会の革命的変化とグローバル・スタディーズの課題』『論堂』

第３号 ２０２１年３月 

② 中西久枝 （研究報告）「イスラーム世界におけるジェンダー観―男女分離を中心に」  

富阪キリスト教センター＾紀要 第１０号 （刊行予定 ２０２１年３月） 

③ 中西久枝 「イラン・アメリイラン・アメリカ関係がイランの女性運動に与える影響 （ア

フマディネジャド政権期から現在まで）」『一神教学際研究』（JISMOR）１６ （２０

２１年３月予定） 

2. 口頭発表 

① 中西久枝 研究報告 [イスラーム世界のジェンダー館―男女分離を中心に] 富阪キリスト教会

「兵役拒否・平和主義・エキュメニズム」研究会 ２０２０年１１月１４日 Hisae Nakanishi “An 

Overview of New Security Landscape in Eurasia,” The Hague Center for Law and 

Arbitration-Doshisha University Webinar “Business Opportunities and Challenges along the Silk 

Road,” January 28, 2021.  

②  Hisae Nakanishi, “An Opening Remark” The Hague Center for Law and Arbitration-Doshisha 

University Webinar Azerbaijan as an Emerging Eurasian Business Hub: An Overview of Business 

Opportunities and Legal Challenges,” February 25, 2021.  

③ Hisae Nakanishi Commentator to the presentation by Azadeh Kian Women and Leadership in 

Islam” Institute for Global Leadership, Ocyanomizu University 国際ワークショップ、２０２１年２

月１３日 

④ 中西久枝 「 現代イランの女性運動におけるポスト・イスラーム的潮流」 東洋文庫 現代イスラ

ーム班のイラングループ研究集会 ２０２１年２月１９日 （ウェビナー 

２． 報告書 中西久枝編著 『葬か土葬かーコロナ時代における疫学的公共善と宗教的自由の両立』 

（プロジェクト報告書） 新型コロナウィルス感染症に関する緊急研究課題 All Doshisha Research 

Model 2021 年３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 

２０２１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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2021 年 2 月 19 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） 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

2020 年度は、調査対象国であるミャンマーおよびカンボジアにおいて現地調査を行う予

定であったが、新型肺炎の流行により、一切の現地調査を中止し、文献を中心に先行研

究のまとめと、オンラインによる情報の収集と聞き取り調査を行った。また、成功研究のま

とめおよびオンラインによる聞き取り調査をまとめ、オンラインで行われた国内の学会で 1

件と、国外の学会で 2 件の報告を行った。国内の学会で報告を行ったものについては、論

文を１本執筆のうえ、共著として出版された。また調査体調地域の研究者との共著で出版

する予定である論文（英語）も執筆した。研究はおおむね順調に進んでいる。次年度に向

けては、現地調査が可能であれば実施する。不可能な場合は、オンラインによる聞き取り

調査を実施する予定である。 

 上記のような進捗状況から、今年度の研究費の執行においては、図書費および英語論

文原稿の校正、備品としてプリンターのトナーなどが主な支出となっている。 

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 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 

 1 月 12 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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2021 年 2 月 24 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         

 

20 年度の業績は以下のとおり。 

 

論文（単著） 

「ケアの倫理は、現代の政治的規範たりうるのか？」『思想』no. 1152. (2020 年、

四月号)：6－28 頁。 

『ケアするのは誰か？――新しい民主主義のかたちへ』（白澤社、2020年10月）、

157 頁。 

 

論文（共著） 

Yayo Okano and Satomi Maruyama “Women’s Experiences of Poverty in 

Japan: Protection and the State,” in Petr Urban and Lizzie Ward, Care 
Ethics, Democratic Citizenship and the State (Palgrave Macmillan, 2020): 

241- 258.  

 

その他 

 

・書評 レヴェッカ・ソルニット『それを真の名で呼ぶならば』。 『公明新聞』

2020 年 5 月 11 日。 

・記事 「ケアと民主主義――ケアされる人を中心とする新しい政治を求める」

『週刊金曜日』1289 号（2020 年 7 月 24 日）: 34- 37 頁。 

・書評対談 「生には余白がある――沈黙や秘密に私たちがどうアプローチして

いくか」『図書新聞』（佐藤泉氏との対談）2020 年 10 月 10 日（3466 号） 

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 

 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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2021 年  3 月  21 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         

 

2020 年度は、2019 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、1958 年までの資料整理、分析を終え、1959～60

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研究報告、および論文を執筆した。 

（１）研究報告 

・Osamu OTA, ‘Critique of Argument that Korea-Japan Claims Settlement Agreement Signifies 

“Resolution”-Focusing on the “Economic Cooperation” Method’, “Korea-Japan Relations: Beyond the 

1965 System”／Monday, October 5th, 2020 & Wednesday, October 7th, 2020／Host：The Johns Hopkins 

SAIS Korea Studies & Korea Development Institute of School (KDIS)／October 5(Mon), 7(Wed), 2020, 

Zoom 

・「真実究明はなされたか－日韓会談における韓国強制動員被害者問題」／朝鮮史研究会関西部会

2020 年 6 月例会／2020 年 6 月 27 日／場所：河合塾大阪校セルスタ 3 階会議室. 

（２）著書、研究論文、その他 

・「真実は究明されたか―日韓会談における韓国強制動員被害者問題」『朝鮮史研究会会報』（第 222

号、2021 年 3 月〇日）、〇～〇頁。 

・「日韓請求権協定で「解決ずみ」なのか」内海愛子・川上詩朗・吉澤文寿・太田修・加藤圭木・殿平善彦・

本庄十喜・愼蒼宇・佐藤広美・加藤直樹・原田敬一『日韓の歴史問題をどう読み解くか－徴用工・日本軍

「慰安婦」・植民地支配』新日本出版社、2020 年 6 月 30 日、72～95 頁。ISBN978-4-406-06481-1 

 

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 

2021 年 

 3 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 
 

2021 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 小山田 英治 

研 究 題 目 開発途上国におけるグッドガバナンス構築に関する研究 

研 究 成 果         

 

 
の 概 要         

 

 

2020 年度の個人研究費の活用による成果は下記の通りとなっている。 

 

論文・報告書等 

 “Combating Corruption: Asian Perspective”, Asian Partnership for Co-operation Group 

Meeting, Opening Remarks at Organization of Security and Cooperation in Europe 

(OSCE), Vienna (July 10) 

 「自書を語る：『開発と汚職：開発途上国の汚職・腐敗との闘いにおける新たな挑戦』」、同志

社大学院グローバルスタディーズ研究科、『論堂 III』92-93 頁 

 “Recommendations for the G-20 from the Anti-Corruption Academic Roundtable”, G-20 

Anti-Corruption Ministers Meeting Ministerial Communique (共同作成・発表 10 月 12, 22, 

26 日) 

国際セミナー、学会発表等 

 欧州安全保障協力機構（OSCE）Asian Partnership for Co-operation Group Meeting での基

調講演（7 月 10 日） 

 日本国際政治学会（東南アジア分科会）でのコメンテーター（10 月 23 日：ウェビナー大会） 

 G-20 Virtual Anti-Corruption Ministerial Meeting,日本政府代表参加（10 月 12, 22, 26 日：

Webinar meetings） 

 “Global Initiative in Tackling Corruption”, Japan Association of Global Governance, 

March 17 (webinar conference) 

 International Conference on Governance and Development, Discussant, University of the 

Philippines Los Banos, March 22-23 (webinar conference). 

 

 

その他 

 日本国連学会理事、広報委員長 

 日本国際開発学会賞選考委員 

 第 21 回国際開発学会春季大会幹事（6 月） 

 第 32 回国際開発学会全国大会幹事（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 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 

２０２１年 

 ２月２７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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2021 年 3 月 19 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ている。また本研究は、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。そのために、まず大学等に所属する研究者と院生からなるコアメンバーと、地域の協同研究者とが連

携する研究体制を形成することを目指した。またさらに本研究は、本学＜奄美―沖縄―琉球＞研究セン

ターの研究活動と共同して、沖縄、奄美ならびに韓国を中心とした研究交流とフィールドワークを軸に研

究活動を行う計画であった。 

しかしながら、活動の軸なるべき地域の研究者との共同作業やフィールドワークが、コロナ禍の中でお

こなうことができず、2020 年度は文献研究を軸に研究をすすめた。またウエッブ上に研究体制構築のため

のハブとなるべき場を確保するため、雑誌『多焦点拡張』の刊行を目指し準備を進めてきた。昨年 12 月に

は準備号を刊行し、現在創刊号にむけて作業を進めている（http://doshisha-aor.net/mfe/を参照）。また

本研究課題のかかわる単著『始まりの知』（法政大学出版局）のハングル版を、刊行することができた。今

後本研究の軸になる韓国との研究交流において、同書の刊行は意義があると考える。 

以上の様に、文献研究やウエッブやオンライン上の作業などを 2020 年度においては進めてきたが、そ

れも限界があり、本研究を二か年の研究として研究計画を再設定し、新たな執行計画とともに申請し、承

認された。 

 

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 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 

２０２１年 

３月１９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 
 

2020年度 個人研究費研究経過・成果報告書 
 

2021 年 2 月 19 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         

 

1．著書 

『人口移动、劳动力市场及其机制研究』北京：人民出版社、2020年 11月、284頁(中

国語、単著)。 

『超大国 中国のあゆみ』晃洋書房、2021年 3月、246頁+ⅸ(単著) 

「人民公社における農民の働き方と暮らし」(鄭浩瀾編『毛沢東時代の政治運動と民

衆の日常』慶應義塾大学出版社、2021年 3月) 

２．論文 

「改革・発展・安定の三位一体論と鳥籠政治――中国は『八九政治風波』から何を学

んだか」『アジア研究』第 66巻第 3号、2020年 7月、pp.86-102。 

「中国における戸籍改革、『農転非』およびその社会経済的効果――中国総合社会調

査(CGSS2010-2015)に基づく実証分析」『中国 21』第 53号、2020年 9月、pp.40-70。 

「中国の農業・農村・農民問題の新局面」『研究中国』 第 11号、2020年 10月、pp.25-35。 

３．その他 

「中国の雇用政策と社会保障の動向」『日中経協ジャーナル』2020年 5月、2020年

5月、pp.10-12。 

「座談会：制度と市場の狭間を生きる農民工の過去、現在と未来」『中国 21』第 53

号、2020年 9月、pp.1-39。 

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 

2 月 19 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。 


