
複合型研究会 「国際開発研究会」
International Development Research Group

主な参加教員：高島 宏明、吉田 朋央、池田 裕一、櫻井 繁樹、山敷 庸亮
Member：TAKASHIMA, Hiroaki / YOSHIDA, Tomonaga / IKEDA, Yuichi / SAKURAI, Shigeki / YAMASHIKI, Yosuke

国際開発研究会では、国際社会が直面する開発の問題について、その現
状や課題を様々な視点から検討しています。
具体的には、（１）SDGｓ（国連持続可能な開発目標）、（２）学館
で実施する海外インターンシップ（海外サービスラーニング）による村落調査
の結果分析、（３）開発と民間、産学連携、等のテーマを取り上げ、外部
有識者の発表、内部参加学生による研究報告等を行っています。
ここでは、最近の研究会から活動事例を紹介します。

Research Group discusses various Development Issues which 
affect the International Community.
Such topics as SDGs, Research analysis related with GSAIS 
Oversea Internship Program, Private Sector Role in 
Development/Academic-Industrial Alliance will be dealt in the 
Group. We introduce some of our recent activities.

講師：紺屋健一政策研究大学院大学教授
ミレニアム開発目標からの移行、SDGsの特徴、「取り残されている人」への
配慮、民間企業、自治体等の積極対応、国内外における幅広いパート
ナーシップの構築、など、SDGsを巡る歴史と官民の取組みを概観し、その
達成に向けて一人ひとりがイノベーティブに取り組む重要性が強調されました。

Prof. Kenichi Konya, National Graduate  Institute for Policy Studies, 
explained the SDGs’ brief history from the MDGs, its characteristics such 
as the consideration for “people left behind“ and active responses from 
private companies, local governments, etc. The importance of each 
person's innovative efforts was emphasized.
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研究会に参加する学生が次の研究活動を報告しました。
■土田亮君（当時2回生） 「ミャンマーNPO農村道路整備のインパクト」
■渡辺彩加さん（当時1回生） 「難民問題を考えるアプローチ」

GSAIS Students made reports of their research activities.
Mr. Ryo Tsuchida (2nd year at that time)

“The impact of Rural Road Development by NPO in Myanmar”
Ms. Ayaka Watanabe (1st year at that time)

“Approach to think about Refugee problem”

講師：戸田隆夫JICA上級審議役
戸田氏は、JICA全体のグローバルヘルス（UHC、感染症対策等）等の
取組みを担当されており、講演では、母子手帳など日本の保健医療分野
の国際協力活動を中心に、国際社会が掲げた共通目標SDGsの意義が
熱く語られました。

Dr. Takao Toda, Vice President for Human Security and Global Health, 
JICA, spoke enthusiastically on the significance of the SDGs, common 
goals set up by the international community, focusing on the Japan’s 
international cooperation activities in health care field such as the 
Mother-Child Health (MCH) Handbook. 

講師 是澤優 国連人間居住計画アジア太平洋事務所長（福岡本部）
SDGsのゴール11「住み続けられるまちづくり」にとって、都市化とそれに伴う環
境変化・貧困格差は大きな課題です。国連ハビタットは、①都市計画、住
宅分野の政策提言、②people’s processによるコミュニティエンパワーメント、
③福岡の環境技術の適用と展開、④スマートシティの計画立案、を通じて支
援しています。

Mr. Atsushi Koresawa,  Director, UN-HABITAT Regional Office for Asia and 
the Pacific, pointed out that the rapid urbanization and accompanying 
environmental change and poverty disparities are major issues for 
achieving the SDG 11. UN-HABITAT is contributing through  1) policy 
recommendations for Urban Planning and Housing, 2) community 
empowerment by “People ’s Process”, 3) application and deployment of 
Fukuoka environmental technologies, and 4) planning of smart cities.

講師 横山泰三 桃山学院大学共通教育機構 講師
横山氏は、2017年に学館で博士号を取得し、現在大学講師として活躍
しています。講演では、複雑化、細分化する現代社会の中で、総合知と専
門知、学術と実践をどう整理して、自分の総合生存学としての学際研究を
進めるか、ご自身の経験を踏まえた視点を提示していただきました。

Dr. Taizo Yokoyama, Lecturer,  St. Andrew’s University, was graduated 
and received  PhD in GSAIS in 2017. He showed his view how to proceed 
“Advanced Integrated Studies in Human Survivability” researches with 
organizing “integrated knowledge” and “specific field knowledge”, or 
“academia” and “practice”,  in the complicated and fragmented modern 
society.

研究テーマ・活動
Research topics, activities

セミナー「持続可能な開発目標とJICAの取り組み」
Seminar (June, 2018)

"Sustainable development goals and JICA's efforts“  

総合生存学ミニワークショップ「途上国の問題を考える」
Mini-Workshop (Dec. 2018)

“Thinking about Issues of Developing countries”

研究会 「SDGsの意義」
Group Meeting (Feb. 2019) 

“Significance of SDGs”

セミナー 「国際開発とSDGsから見る都市開発」
Seminar (Mar. 2019) 

“What is “Development”?, SDGs and Urban Development”

ミニワークショップ 「総合生存学の意義と方法」
Workshop (June, 2019) “Significance and the method of 

Advanced Integrated Studies in Human Survivability”


