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1 大学本館  

2 図書館  

3 ミルドレッド・トップ・オスマー図書館  

4 理学館   

5 教育研究棟   

6 第 2教育研究棟  

7 総合学習センター   

8 博物館 湯浅八郎記念館   

9 体育館・室内プール・セントラルロッカー   

10 スポーツ・クラブハウス   

11 – A グラウンド 

11 – B フィールド 

11 – C テニスコート 

12 ディッフェンドルファー記念館 西棟   

13 ディッフェンドルファー記念館 東棟   

14 大学礼拝堂  

15 シーベリー記念礼拝堂  

16 大学食堂  

17 17 17 17 東ヶ崎潔記念ダイアログハウス東ヶ崎潔記念ダイアログハウス東ヶ崎潔記念ダイアログハウス東ヶ崎潔記念ダイアログハウス        

18 カウンセリングセンター  

19 本部棟  

20 アラムナイハウス  

21-30 学生寮  

31 教職員住宅 

32 泰山荘  

33 高等臨床心理学研究所-心理相談室  

34 セントラル・パワーステーション 

35 国際基督教大学高等学校    

                    
    

開催校幹事開催校幹事開催校幹事開催校幹事        石生義人・大森佐和石生義人・大森佐和石生義人・大森佐和石生義人・大森佐和    

    
    
        



    

    

11111111月月月月 23232323日（金）日（金）日（金）日（金）    プレセッションプレセッションプレセッションプレセッション「経済学の再考と再生」「経済学の再考と再生」「経済学の再考と再生」「経済学の再考と再生」                                                                

                総合司会 大森佐和（国際基督教大学） 

 

 

12:20-12:30  開会の辞  荒木義修（武蔵野大学、政治社会学会ASPOS・理事長） 

 

12:30-13:30 ＜＜＜＜基調講演基調講演基調講演基調講演＞＞＞＞「公益資本主義の理念－市場万能主義から抜け出すために－」 

家富 洋（東京大学大学院経済学研究科 特任教授） 

                （司会） 荒木義修（武蔵野大学） 

 

13:40-16:10        セッションセッションセッションセッション 1111  

    

司 会   石生義人（国際基督教大学） 

 

報告１  「社会関係資本からの視点」 

原田博夫（専修大学） 

報告２  「総合知の構築をめざして」 

堂目卓生（大阪大学） 

報告３  「日本におけるアダム・スミス市場主義の再認識」 

八代尚宏（国際基督教大学） 
討論者  奥井克美（追手門学院大学） 

討論者  谷口洋志（中央大学） 

討論者  大岩雄次郎（東京国際大学） 

 

16:20~18:40  セッションセッションセッションセッション 2222  

司 会     荒山裕行（名古屋大学、日本経済政策学会・会長） 

報告１  「新貨幣論：増税なしでも国の借金は完済できる！ 

－シカゴプラン（貨幣改革）のシミュレーション－」 

山口 薫（同志社大学ビジネススクール） 

報告２  「経済物理学による新たな理論構築」 

高安秀樹（ソニーコンピューターサイエンス研究所） 

討論者  鵜飼康東（関西大学） 

討論者  野口 旭（専修大学） 

討論者  家富  洋（東京大学） 

 

18:40~        懇親会懇親会懇親会懇親会（（（（5000500050005000 円）円）円）円） 

  



 

 

第第第第１１１１日日日日目目目目    11111111 月月月月 24242424 日（土）日（土）日（土）日（土）                                   

総合司会  石生義人（国際基督教大学） 

 

9:00-11:30 セッションセッションセッションセッション１１１１     

司 会   新川達郎（同志社大学） 

報告１  「スウェーデンにおける領域的再編―リージョン化を事例に」 

奥野淳也（東京大学大学院法学政治学研究科） 

報告２    「セミパラチンスク核実験場近郊住民の心的影響とその要因」 

平林今日子（広島大学） 

報告３  「韓国における政府による放送映像産業育成策 

―放送委員会の役割と放送評価制を中心として―」 

       鄭榮蘭（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科） 

討論者    鈴木賢志（明治大学）、川野徳幸（広島大学）、中村虎彰（ウソン大学） 

 

11:30-12:30  昼食昼食昼食昼食・・・・理事会理事会理事会理事会 

12:30-13:00  総会総会総会総会  

 

13:00-15:30 セッションセッションセッションセッション２２２２  

司 会  中尾正義（人間文化研究機構） 

報告１  「”経済学”にみられる可視的時間軸」 

 小島麗逸（大東文化大学） 

報告２  「自然科学と国際政治との融合としての地球環境問題」 

 米本昌平（総合研究大学院大学） 

報告３  「何を“発展”と呼ぶか？－モンゴル食生活の変化からー」 

 白石典之（新潟大学） 

討論者   八木紀一郎（摂南大学） 

討論者   中塚 武 （名古屋大学） 

 

15:30-16:30 基調講演基調講演基調講演基調講演         「工学における設計科学」 

吉川弘之（独立行政法人科学技術振興機構／研究開発戦略センター・センター

長、国際科学技術財団会長、日本学術振興会学術最高顧問、東京大

学名誉教授、元東京大学総長、元日本学術会議会長） 

＜司会＞ 新川達郎（同志社大学） 

 

16:30-19:00 セッションセッションセッションセッション３３３３     

司 会  荒木義修（武蔵野大学） 

報告１   「プログラム科学（自己組織性の設計科学）の科学哲学的課題」 

三石博行（千里金蘭大学） 

報告２ 「東日本大震災とプログラム科学論 －近代科学の新たな課題－」 

正村俊之（東北大学） 

報告３ 「地球環境学における Trans-disciplinary（超学際性）の意味するもの」  

窪田順平（総合地球環境学研究所） 

討論者  吉川弘之（東京大学） 

討論者  新川達郎（同志社大学） 

討論者  佐藤洋一郎（総合地球環境学研究所） 

 

19:00-     懇親会懇親会懇親会懇親会（（（（5000 円）円）円）円）  



 

 

第第第第２２２２日日日日目目目目    11111111 月月月月 25252525 日（日）日（日）日（日）日（日）                                                                                                                            

総合司会  石生義人（国際基督教大学） 

 

9:30-10:30   基調講演基調講演基調講演基調講演  「福島原発事故に学ぶ―これからの日本のエネルギーと科学技術－」 

              北澤宏一（福島原発事故独立検証委員会委員長、前独立行政法人科学技術振

興機構理事長、東京大学名誉教授） 

              ＜司会＞ 新川達郎（同志社大学） 

 

10:30-13:00 セッションセッションセッションセッション４４４４  

司 会   風間規男（同志社大学） 

報告１  「マスコミ報道と事実の間で・・・・ 」 

村田佳壽子（ワールドウォッチ研究所） 

報告２  「国会事故調『独立調査委員会の意味』」 

宇田左近（元国会事故調調査総括） 

報告３  「国会における自然科学的議論の必要性」 

杉本勝則（参議院法制局） 

討論者   北澤宏一（東京大学） 

討論者   川野徳幸（広島大学） 

討論者   大賀哲（九州大学） 

 

13:00-13:45    昼食昼食昼食昼食・・・・理事会理事会理事会理事会 

 

13:45-14:00 Opening AddressOpening AddressOpening AddressOpening Address: Hyun-chin Lim (Seoul National University) 

 

14:00-16:00 セッションセッションセッションセッション５５５５   

司  会  Yoneyuki Sugita (Osaka University) 

報告１  East Asian Regionalism in Question: Historicity, Globality and Reflexivity 

I. J. Chung (Korea University) 

報告２  Asian Regionalism and Challenge of Asian Civil Societies 

Woontaek Lim (Keimyung University) 

報告３  Demographic Decline? The Challenges and Opportunities of an Aging Asia 

Ivan Willis Rasmussen (Tufts University) 

討論者  Hiro Katsumata (Waseda University) 

 

16:10-18:40 セッションセッションセッションセッション６６６６   

司  会  Hidekazu Sakai (Kansai Gaidai University) 

報告１  Financial Globalization and Democracy in South Korea 

Jin-Ho Jang (Gwangju Institute of Science and Technology) 

報告２  The Neoliberal State in Korea – A Formal Analysis 

Joo-Hyoung Ji (Kyungnam University) 

報告３  Russian civil society under the authoritarian regime in the era of neoliberal globalization 

Chung Jaewon (Seoul National University) 

報告４  A Relatively Independent Voice from Civil Society: Public Interest Litigation in Contemporary 

China 
Junxin Jiang (University of Turku) 

討論者  Toru Oga (Kyushu University)  

 

18:50-19:05 Closing Closing Closing Closing AddressAddressAddressAddress : Hongik Chung (Seoul National University) 


