
2016 年度 広域ヨーロッパ研究センター活動報告 

講演会・研究会・ワークショップの開催 

 「漂流する広域ヨーロッパ」を共通テーマとして、センター研究員および招聘講師による講演

会・研究会・ワークショップを開催した。【参考資料 2】 

 

 

トークショー「サダコ物語の衝撃――欧州社会と原⼦⼒利⽤――」 

若尾 祐司 氏（名古屋大学名誉教授）と県大生の白熱教室（静岡平和資料センターとの共催） 

2016 年 6 月 28 日（火） 

静岡市葵区伝馬町 10-25 中央ビル’90 静岡平和資料センター 

 

 

特別講義「原⼦⼒の危険に抗して――ロベルト・ユンクの後半生――」 

若尾 祐司 氏（名古屋大学名誉教授） 

2016 年 6 月 29 日（水） 

国際関係学部棟 3315 講義室 

 

 

特別講義「ビートン夫人のシークレット・ライフと家庭経営」 

山田 千聡 氏（MA in History, Royal Holloway, University of London） 

2016 年 10 月 20 日（木）13 時 00 分〜14 時 30 分 

国際関係学部棟 3215 講義室 

http://www.kkurita.com/home/project-updates/20161020Yamada 

 

 

研究会「明治時代におけるキリスト教――東方正教会のミッションと非正教アプローチ――」1 

講師：Olga PUZANOVA 氏 

2016 年 10 月 27 日（木）16 時 20 分～17 時 50 分 

国際関係学部棟共同研究室（3413 室） 

                                                  
1 明治時代に日本へ入ってきたロシア正教が、日露間の対立が深まるその時代にどのように根付いていったのか。

その歴史的な変遷から、宗教と民衆の関係を考えていきました。また、その関係を通じて現代における宗教の役

割について考えました。 

 



ワークショップ「オックスフォード⼤学の魅⼒と留学のすすめ」2 

松浦 広明 氏（松陰大学）、Olga PUZANOVA 氏 

2016 年 10 月 28 日（金）12 時 15 分～12 時 55 分 

国際関係学部棟 3313 講義室 

 

 

特別講義「人口経済学研究の最先端」3 

松浦 広明 氏（松陰大学） 

2016 年 10 月 28 日（金）13 時 00 分～14 時 30 分 

国際関係学部棟 3313 講義室 

 

 

特別講義「ウェールズ語――英国の中のもう⼀つの⾔葉――」 

小池 剛史 氏（大東文化大学文学部英米文学科准教授） 

2016 年 11 月 2 日（水）14 時 40 分～16 時 10 分 

国際関係学部棟 3317 講義室 

 

 

創⽴ 30 周年記念シンポジウム 

“The European International Order after the Crisis in Ukraine: Perspectives from 

Ukraine and Germany”（「ウクライナ危機後の欧州国際秩序――ウクライナとドイツの視点か

ら――」） 
Dr. Leonid Litra 上級研究員 (Institute of World Policy, Kiev) 

Dr. Joerg Forbrig 上級研究員 (German Marshall Fund, Berlin)  

2016 年 11 月 28 日（月）14 時 40 分～16 時 10 分 

経営情報学部棟４１１１講義室 

                                                  
2 オックスフォード大学は日本でもよく知られている英語圏最古の大学です。その歴史は 800 年以上にも及びま

す。しかしながら、オックスフォード大学がどういう大学かを知っている人は少ないのではないでしょうか。オ

ックスフォード大学は、独立した自治権を持つ 44 のカレッジで構成され、その一つ一つのカレッジに特徴があり

ます。現在、オックスフォード大学の大学院で学ぶ Olga PUZANOVA さんと、現在、松陰大学で教員をされオッ

クスフォード大学で教員をされた経験のある松浦広明先生に、同大学の魅力と留学経験をすることの重要性（楽

しみ）を語っていただきました。 
3人口減少が進む日本において脚光を浴びてきているのが人口学の研究です。総務省が 2016 年 6 月 29 日に発表し

た 2015 年の国勢調査の速報値によると、65 歳以上の割合は、2010 年の前回調査より 3.7 ポイント多い 26.7％で

過去最高となり、15 歳未満の子どもは 12.7％で過去最低でした。また、総務省が 13 日に公表した住民基本台帳

に基づく 2016 年 1 月 1 日現在の日本人の総人口は、前年同期比 0.22％減（27 万 1834 人減）の 1 億 2589 万 1742

人と、7 年連続で減少しています。各地域で人口減が進み、減少数は過去最多を更新し続けています。日本の人口

減少を、人口経済学の視点からどのように見るのか、とらえるのかを、米・ハーバード大学で博士学位を取り、

英・オックスフォード大学で教員歴のある松浦広明氏にご教示いただきました。 



ボアジチ⼤学教員による特別講演（創⽴ 30 周年記念事業） 

 “Modern Universalism or New Traditionalism: Japanese-Turkish Relations from a Global Historical 

Perspective” 

（「現代普遍主義か新伝統主義か――グローバルな歴史的視点から見た日本・トルコ関係――」） 

セルチュク・エセンベル教授 

“What is Wrong with the Middle East? – Turkey’s Trial by Uncertainty” 

（「中東の何が悪いのか—――不確実性がもたらすトルコの試練――」） 

ギュン・クット教授 

2017 年 1 月 20 日 13 時 00 分〜16 時 10 分 

経営情報学部棟４１１１講義室 

 

WERC 公式ウェブサイト（http:/werc.u-shizuoka-ken.ac.jp）の運営 

 WERC の運営する公式ウェブサイトの内容の充実をはかり、ひきつづき、閲覧者に提供するサ

ーヴィスを向上させた。年度の活動のすべてではないが、センター研究員によるワーキングペー

パーの登載と公開、WERC 研究員に関連する情報の速報、シンポジウムと講演会・ワークショッ

プの告知と記録の公開を実施し、下記の共通テキストと連携した電子テキストの資料編を試験的

に登載した。【参考資料 3】 

「広域ヨーロッパ論」共通テキスト 

 6 年計画の広域ヨーロッパ共通テキスト（電子版）作成の 5 年目にあたり、電子版テキストの

編集方針を決定し、ヨーロッパを勉強していくための基礎となる入門書やウェブサイトの情報を

収集・整理したリストを作成した。学生にヨーロッパを身近に感じてもらうため、映画などの画

像／動画の媒体にも配慮し、入手方法の案内として URL または画像のサムネイルなどをつけく

わえた【参考資料 3】。この成果は、センター内で開催された研究会にもとづいており、研究員そ

れぞれが専門領域の研究動向と展望、授業科目における広域ヨーロッパ研究の成果の反映につい

て情報の交換と共有をおこなってきたことによる。 

教育関連資料の提供 

 講義、ゼミ、発表会のウェブ中継を検討したが、実施には至らなかった。広域ヨーロッパの複

眼的な理解を軸にした「European Studies 関連（授業）科目」のリーフレットは 2016 年度版と

して旧年のものを修正した。 

 

「内なる国際化」および協定校との学術交流の推進 

 留学生と研究員・本学部学生との交流の強化と拡大に向け、センターが開催する研究会やセン

ター研究員による講義等での交流や留学生支援を充実させるとともに、協定校とのさらなる学術

交流を推進した。 

・ リール政治学院への交換教授派遣（2016年 4月 19日～22日、宮崎晋生研究員、集中講義 “Post 

WW2 managerial evolution history in Japan”）：第二次大戦後における日本の企業経営発展

史を、技術、組織原理、経営哲学の視点から講義した。特に最終日には長時間労働・過労死、

イノベーション能力の減退、組織の疲弊など1990年代以降の「失われた20年（Lost Decades）」



の日本の企業経営に関する諸問題と将来展望についてディスカッションを行なった。 

・ MGIMO，ボアジチ大学、リール政治学院からの留学生との懇談会の開催（第 1 回目は MGIMO

とボアジチ大学の学生を対象に 5 月 24 日に実施） 

・ ボアジチ大学との協定締結 10 周年記念事業 

・ トルコ高等教育評議会のメヴラナ・プログラム（国際交流支援助成）への参加4 

・ ボアジチ大学のトルコ人留学生が佐藤ゼミの学生と合同ゼミ学生発表会に参加し、グループ

発表（タイトル：Japan in the perspective of Turkey）を行なった。 

 

ブリュッセル自由大学（ULB）との学術協力活動 

 ベルギー国王陛下訪日を機に開催された両国間の協力に関するセレモニーの一環として、2016

年 10 月 12 日、ブリュッセル自由大学（ULB）との協定更新の調印式が東京にて行なわれた。

ULB 側からは Englert 学長や Heinderyckx 人文言語学部長らが、本学からは奥村副学長 兼 国

際交流委員長と小窪千早 WERC 研究員が出席し、両大学の今後の協力について意見を交わした。 

 

WERC 研究会 

 以下の研究会を開催した。 

1） 佐藤真千子「2016 年大統領選挙後のアメリカとトランプ大統領の下の外交の行方」（2016 年

11 月 22 日 16:20〜18:00） 

2） 堀内賢志「ロシアの東方政策とロシア極東地域開発」（2016 年 12 月 14 日、16:20～17:50） 

3） 森直香「フェデリコ・ガルシア・ロルカ（1898～1936）の日本における受容研究」（2017

年 1 月 24 日 16:20～17:50） 

 

日欧協力をふくむ研究員の情報発信・発表および研究成果の公刊 

・ 能「羽衣」を愛したフランスの舞踏家、エレーヌ・ジュグラリスの生誕 100 年を記念し、「羽

衣」絵本のフランス語版を制作・刊行した（山階彌右衛門監修、鈴木さやか文、なかおま

き絵、浅間哲平・エロディー小山訳）。制作した絵本は、10 月に三保松原で行われる薪能に

合わせ、静岡市役所を通じてフランス大使に献呈された。また、公益財団法人はごろも教

育研究奨励会を通じて県教育委員会・静岡市教育委員会・浜松市教育委員会等に配布され、

教職員の姉妹都市訪問時の文化交流に役立てられた。【参考資料 1】 

・ 六鹿茂夫研究員が、2017年 3月 16 日18：00～19：30にルーマニア国立情報アカデミー(Academia 

Nationala de Informatiii “Mihai Viteazul”, ブカレスト）において、「欧州とアジア・太平洋の安全保

障リンケージ」と題して講演を行った。Niculae Iancu 学長、Iulian Fota 教授（元安全保障担当大統

領補佐官）等 70 名が出席した。 

・ 六鹿茂夫（編）『黒海地域の国際関係』（名古屋大学出版会）が 2017 年 2 月に刊行された。 

                                                  
4 メヴラナ・プログラム（Mevlana Exchange Programme）とは、トルコ政府高等教育評議会が

トルコの高等教育機関の国際化を推進するために 2011 年に導入した国際交流支援プログラムで

ある。外国の大学と大学間協定を締結しているトルコの大学と協定大学による共同応募の仕組み

をとっており、同プログラムへの申請が認可されると協定大学間で派遣される両大学の学生・教

員に対し助成金が給付される。同プログラムへの参加大学として、本学で受け入れているトルコ

人留学生に対する支援やボアジチ大学教員との交流を実施した。 



【参考資料】 

1）「羽衣」絵本フランス語版（⼀部） 

 



2）特別講義等のフライア（⼀部） 

 

 



3）WERC 公式ウェブサイトに登載された共通テキスト・資料編（⼀部） 

 

 

 

 


