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•名称

「国際共生社会研究センター」
”Center for Sustainable Development Studies” 
•スキームと設置期間
①１期センター：文部科学省助成の「オープン・リサーチ・センター

整備事業」により２００１～２００８年度に設置

②２期センター： 文部科学省「私立大学戦略的基盤形成支援事
業」により20１0～2014年度に設置

③現センター：同上スキームにより2015～2019
年度に設置

１．センターの名称と設置期間



研究プロジェクト名：
アジア・アフリカにおける地域に根ざした
グローバル化時代の国際貢献手法の開発

• ２期センターにおいてはアジア途上地域の内
発的発展支援手法を開発

• 現センターでは

アフリカを対象地域に追加・研究拠点を設置

実際に国際貢献活動を実施

途上国政府との連携を強化



新センターの特徴

文科省スーパーグローバル大学創成支援事業との連携

研究面から大学のグローバル化を推進

• ABEイニシアティブとの連携によるアフリカ研究

受け入れ留学生の母国ケニア等に研究拠点を設置

ザンジバル、南ア、ウガンダ、ザンビア等における研究の強化

• JICA案件「協力準備調査（BOPビジネス連携促進）」との連携

バングラデシュ（終了）、カンボジア（終了）、ミャンマー（準備中）

• 研究成果を書籍として出版し、日本の途上国協力の能力を向上

2012年出版の「国際開発と環境」は国際開発学会より表彰

• 海外要人（大臣級）および研究者の国際シンポジウムへの招聘と
招聘国におけるJICA案件実施、その経験の出版のパッケージ化
により最大限の研究成果をあげるとともに社会貢献を行う



国際開発学会 審査委員会特別賞



研 究 メ ン バ ー
東洋大学副学長
国際共生社会研究センター センター長 北脇秀敏

国際貢献 （テーマコーディネーター：松丸 亮）

荒巻 俊也 低炭素社会・循環型社会・健全な水環境の構築に関する研究

岡村 敏之 アジア途上地域における交通インフラに関する研究

岡本 郁子 途上国農村の地域社会と組織化に関する研究

北脇 秀敏 途上国の環境衛生と国際貢献に必要な適正技術に関する研究

松丸 亮
開発途上国において防災およびよりよい復興を推進するための
施策および支援方法に関する研究

眞子 岳 開発途上国における適正技術を用いた水・衛生に関する研究

マリア ロザリオ ピケロ
バレスカス

途上国におけるジェンダーとコミュニティー開発に関する研究

藪長 千乃 社会福祉の開発・発展に関する研究

持続可能なビジネス （テーマコーディネーター：島川 崇）

金 承珠 ニューツーリズムの開発手法に関する研究

島川 崇 観光の社会的責任

藤稿 亜矢子 環境保全型ツーリズムの開発手法に関する研究

徳江 順一郎 途上国のホスピタリティ産業に関する研究

堀 雅通 交通インフラ経営の効率化に関する研究

アフリカ （テーマコーディネーター：志摩 憲寿）

坂元 浩一 アジア・アフリカにおける内発的発展に関する研究

志摩 憲寿 アジア・アフリカ地域におけるまちづくりの展開に関する研究

杉田 映理 アフリカにおける水・衛生環境と社会開発に関する研究

花田 真吾 途上国と先進国間における高等教育連携に関する研究



ビジネスによる
持続可能な

社会形成の研究

途上国における
社会・経済基盤
形成の研究

途上国における
社会形成の
人材育成研究

実践的研究

アジア・アフリカにおける
地域に根ざしたグローバル化時代の国際貢献手法

共生社会

内発的発展

新センターの特徴

途上国政府との
連携強化

国際貢献活動の
実施

アジアに加え、
アフリカも対象

国際ビジネスの
推進

東洋大学の活動との連携
（スーパーグローバル、ABEイニシアティブ等）

書籍「国際開発と内発的発展」
国際開発学会審査委員特別賞受賞



東洋大学
国際共生社会研究センター
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１． 初年度である平成２７年度は、まず研究拠点となる本部（東京）に研究助
手、事務補佐、ＲＡ等の採用を行い事務局体制を確立する。

２． 研究協力に関してセンターと覚え書きを交わしている海外拠点（タイ、バ
ングラデシュ、中国等）においては、５年間の研究のフレームに関して事
業計画を固める。

３． 広く一般公開して行う国際シンポジウム（日英同時通訳付）は、毎年の中
心的研究内容を反映してテーマを決定するが、初年度は準備期間が短
いことを勘案し、JICA、NGO等の国内の援助関係者を中心として招き

国際シンポジウム「グローバル化時代の国際貢献」を行う。

３． センターRA出身で海外の大学で教鞭を執る研究者を招聘して情報交換
を行う国際ワークショップ「Sustainable Development and International
Contribution for African Countries」及び「Responsible Tourism for Sustainable
Development」を平成２８年１月に行う。

５． 情報公開の面では研究内容を速報する日本語および英語によるニュー
スレターの刊行、各研究員の研究成果をまとめた年次報告書の刊行を行
う。

６． 次年度の活動に備え、本部からケニアに調査団を平成２８年２月に派遣
し、国際シンポジウム招聘予定者との交渉、研究テーマへの協力依頼、
共同研究者との打ち合わせを行う。

平成２７年度のセンターの主な活動計画



1. 海外研究拠点を中心とした現地調査活動を強化するとともに、ミャンマー
等の東南アジア諸国においてBOPビジネス連携等のスキームで事業期間
２年の予定でJICA案件を提案・実施する。

2. センター研究員は調査団員としてコンサルタント企業や製造業と連携して
現地でODA案件の実施を行う（産学官連携）。

3. ABEイニシアティブで平成26年度に受け入れたケニア人長期研修員が帰
国するに合わせ、ナイロビに研究拠点を形成する。

4. わが国の援助で水質保全を行っている世界的に有名な世界遺産ナクル
湖の環境と開発の両立を議論するため、ケニアから専門家を招聘して平
成28年秋に国際シンポジウム「（仮）アフリカにおける開発と環境」を開催
する。

5. 国際ワークショップ、ニュースレター・年次報告書の刊行等は毎年のルー
チンワークとして継続する。また次年度の活動に備え、本部から後援者の
招聘国（未定）に調査団を平成２８年２月に派遣し、国際シンポジウム招聘
予定者との交渉、研究テーマへの協力依頼、共同研究者との打ち合わせ
を行う。

平成２８年度のセンターの主な活動計画



1. 東洋大学では観光分野の研究・教育を平成29年度より一層強化する予定
である。また東京オリンピック支援のための協力協定を文科省と結んでい
る。

2. 平成29年秋に開催予定の国際シンポジウム「（仮）観光産業における国
際貢献－東京オリンピックを視野に入れて」 ではアジア・アフリカの観光
立国から政府要人を招き国際シンポジウムを行う。

3. 研究開始３年目の平成29年度には、それまでの研究成果を取りまとめた
書籍「（仮）グローバル化時代の国際貢献」を刊行する。

4. 平成３０年２月には次年度の研究と国際シンポジウムの準備に向けて調
査団を東南アジア各国に派遣し、村落部の内発的発展の支援を行ってい
る援助機関等との打ち合わせを行う。なおワークショップや公開講座等の
開催、ニューズレターと年次報告書の発行は前年度と同様に行う。

平成２９年度のセンターの主な活動計画



1 平成30年度にはタイ、インド、マレーシアに設置されている東洋大学の海
外事務所をはじめ、海外研究拠点として協定を結んでいる研究機関が位
置するケニア(予定)、ウガンダ(予定)、バングラデシュ、中国、インドネシア
等の各国で研究員による実践的な国際貢献手法に関する研究が行われ
る。

2 平成30年秋には、ソーシャルビジネス分野のJICAプロジェクト（平成28～
30年度実施）の成果を踏まえ、東南アジア諸国からの国際協力担当者を
招いて国際シンポジウム「（仮）東南アジアにおける地域に根ざした実践
的な国際貢献」行う。

3 平成31年２月には次年度の研究と国際シンポジウムの準備に向けて調
査団をアジア・アフリカに派遣し、村落部の内発的発展の支援を行ってい
る援助機関等との打ち合わせを行う。なおワークショップや公開講座等の
開催、ニューズレターと年次報告書の発行は前年度と同様に行う。

平成３０年度のセンターの主な活動計画



1 最終年度である平成３１年度には、前年度まで行って来た海外拠点にお
ける国際貢献手法の実践研究の成果の定点観測結果が得られるため、
その取りまとめと書籍の編集、データの公表と公開講座等を通じた社会へ
の還元を目指す。

2 平成31年９月には５年間の研究成果を踏まえてアジア・アフリカ地域にお
ける国際貢献手法を取りまとめた書籍「（仮）開発途上地域における新た
な国際貢献の展開」を刊行する。

3 この書籍の内容をもとに、本研究プロジェクトの集大成として平成31年度
の国際シンポジウム「（仮）アジア・アフリカにおける地域に根ざした実践
的国際貢献に向けて」を開催し、研究プロジェクトの知見を外部に公表す
る。

4 シンポジウムでは、本プロジェクトで実践研究を行ってきたアジア・アフリカ
各国の研究者や実務者を招いてグローバル化社会における今後国際貢
献手法を展望する。

5 ワークショップや公開講座等の開催、ニューズレターと年次報告書の発行
は前年度と同様に行う。

平成３１年度のセンターの主な活動計画



H26年度国際シンポジウム（平成２６年10月10日）

ウ・ティングイ閣下（ミャンマー連邦共和国畜水産村落開発省 副大臣） ｷﾝ ﾏｳﾝ ﾃｨﾝ閣下(在日ﾐｬﾝﾏｰ連邦共和国大使)

会場の様子 ディスカッションの様子



H25年度国際ワークショップの様子（平成２５年７月２０日）



年次研究成果報告書 国際ワークショップ報告書

国際シンポジウム報告書 公開講座報告書



和文ニューズレター



刊 行 図 書 東ティモール調査報告書

英文ニューズレター 和文ニューズレター
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