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2009 年 11 月 28 日（土）	 

	 	 	 	 	 	 	 11 月 29 日（日）	 

 

会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス 

エポック 21 
 

 
 
 

 
大会当日の連絡先（電話番号） 

 
○ エポック21受付：077‐561‐2700 
○ 小池研究室：077‐561‐4982	 	  	 	   ○ 小池携帯：090‐3097‐2371 

 



 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 11月 28日（土）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
12:00‐13:00	 理事会＠エポック 21	 K304会議室	 	  
 
12:15‐	 受付＠エポック 21	  K310会議室前 
 
13:00‐14:00研究報告第Ⅰ部＠エポック 21  K310会議室（報告 20分，論評 5分、質疑応答 5
分） 
司会：今井圭子（上智大学） 
① 河合沙織(神戸大学院)「ブラジル中西部における都市の成長」 

――論評：山崎圭一（横浜国立大学） 
② 咲川可央子(神戸大学大学院)「メキシコの地域間収束：パネルデータ分析(仮題)」 

――論評：久松佳彰（東洋大学） 
 
14:00―14:15	 コーヒーブレイク＠エポック 21	 K304会議室	 	 	  
 
14:15‐15:45	 研究報告第Ⅱ部＠エポック 21	 K310会議室（報告 20分，論評 5分、質疑応答
5分） 
司会：西島章次（神戸大学） 
①  小松仁美(淑徳大学院)「メキシコ市大都市圏の拡大に伴うストリート・チルドレン問題の拡散」 

――論評：幡谷則子（上智大学） 
② 山崎圭一(横浜国立大)「ブラジルの汚職・腐敗構造と『維持可能な発展』」 
	 	 ――論評：田中祐二（立命館大学） 
③ 佐藤美由紀(杏林大学)「ラテンアメリカ型の始祖としてのポルトガルのオンブズマン」 

――論評：石井陽一（トランスペアレンシー･ジャパン） 
 
15:45―16:00	 コーヒーブレイク＠エポック 21	  K304会議室	 	 	  
 
16:00‐17:30	 パネル･ディスカッション「エスニック・コミュニティと日本社会」＠エポック

21	 	 K310会議室（報告各 15分，論評 10分、議論 20分） 
コーディネータ：三田千代子（上智大学） 
① 三田千代子（上智大学）「人の国際移動におけるホスト社会とホームランド」 
② 山ノ内裕子（関西大学）「日系ブラジル人の移動と教育戦略」 
③ 堀永乃（財団法人浜松国際交流協会）「浜松市の外国人就労者」 
④ 松井高（日本ぶらじるゆーあいねっと）「滋賀県の外国人就労者」 
	 	 ――論評：柴崎敏男（三井物産） 
 
18:00‐20:00	 懇親会＠ エポック 21	 交流室 
   
 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 11 月 29 日（日）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
9:00‐	 受付＠エポック 21	 エポック 21	 K310会議室前 
9:30‐11：00	 研究報告第Ⅲ部＠エポック 21	 K310会議室（報告 20分，論評 10分、質疑応
答 20分） 
司会：久松佳彰（東洋大学） 
① Alcalá P. Franklin Fernando (神戸大学大学院)「国際ビジネスを介した地域開発‐ボリビアにお
けるキヌア生産者の事例‐」 
――論評：谷洋之（上智大学） 

② 清水達也(アジア経済研究所)「ラテンアメリカのブロイラーインテグレーション」 
――論評：佐野聖香（東洋大学） 

③ 浅野茂(神戸大学)「ペルーにおける日本人移住者の組織力に関する研究―Cooperativa	   de	  
Ahorro	  y	  Créditoに関する事例の比較・追試分析から―」 
――論評：辻豊治（京都外国語大学） 

 
11:00―11:10	 コーヒーブレイク＠エポック 21	 K304会議室 
 
11:10‐12:10	 会員総会＠エポック 21	 K310会議室	 	  
 
12:10‐13:10  昼食＠エポック 21	 K304, K310会議室（事前予約された方にのみ弁当を配布いたし
ます） 

 
13:10‐14:40研究報告第Ⅳ部＠エポック 21	 K310会議室（報告 20分，論評 5分、質疑応答 5
分） 
司会：山崎圭一（横浜国立大学） 
① 野村友和（神戸大学）「ブラジルにおける学歴間賃金格差と労働の年齢間代替性」 
    ――論評：安原毅（南山大学） 
② 浦部浩之(独協大学)「ラテンアメリカにおける 2つの新たな地域連携の試みと地域安全保障秩序の
変化―ALBAとUNASURをめぐって―」 
	 	 ――論評：堀坂浩太郎（上智大学） 
③ Roberto Gallardo(Universidad Veracruzana)「Preferences for the new pension schemes in 

Argentina, Bolivia, Mexico and Uruguay」 
――論評：小倉明浩（滋賀大学） 

 
14:40―14:50	 コーヒーブレイク＠Ａ館エポック 21	 K304会議室	 	  
 
14:50‐17:00	 パネル・ディスカッション＠エポック 21	 K310会議室（報告各 20分、論評各

10分、全体討論 60分）	 	  
	 主題「世界経済危機：ラテンアメリカの視点」 
司会：小池洋一（立命館大学） 
報告：浜口伸明（神戸大学）「マクロ経済」 
	 	 	 桑原小百合（国際金融情報センター）「金融」 
	 	 	 山本純一（（慶応義塾大学）「社会改革」 

 	  ――論評：西島章次（神戸大学） 
  	 ――論評：吾郷健二（西南学院大学） 



	 	   全体討論                                                            以上 


