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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 29 年  1 月 18 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局   広島大学・大学院文学研究科   

（ふりがな）        ともざわかずお 

職・氏 名  教授・友澤和夫         
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ インド ）とのセミナー（振興会対応機関：   ICSSR     ） 

 

 

2． セミナー名   現代インドの「包摂的成長」にかかわる経済地理学的研究の推進       

 

 

3． 期   間  平成２８年１２月２３日 ～ 平成２８年１２月２５日（ ３日間） 

 

 

4． 開 催 地  広島大学大学院文学研究科（東広島市） 

（都市名と会場名）                                             

 

5． 参加者数   日本側       23  名（うち、旅費本会負担  0  名） 
（代表者を含む） 

相手国側     8  名（うち、滞在費本会負担  8  名） 
 

その他の国   0  名 
 

参加者  計  31  名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により旅費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・職名 

岡橋 秀典 

由井 義通 

Keshav Lall Maharjan 

内川 秀二 

日野 正輝 

森 日出樹 

山本 健兒 

梅田 克樹 

鍬塚 賢太郎 

後藤 拓也 

石川 菜央 

宇根 義己 

比嘉 義秀 

陳 林 

Niraj Prakash Joshi 

油井 美春 

宮本 遥菜 

古屋 辰郎 

勝又 悠太朗 

花岡 宏信 

森 良祐 

Gajender Thakur 

 

広島大学大学院文学研究科・教授 

広島大学大学院教育学研究科・教授 

広島大学大学院国際協力研究科・教授 

専修大学経済学部・教授 

中国学園大学国際教養学部・教授 

松山東雲女子大学人文科学部・教授 

九州大学大学院経済学研究院・教授 

千葉大学教育学研究科・准教授 

龍谷大学経営学部・准教授 

高知大学人文学部・准教授 

広島大学大学院文学研究科・特任准教授 

金沢大学人間社会研究域人間科学系・講師 

東京大学大学院法学政治学研究科・助教 

広島大学大学院文学研究科・特任助教 

広島大学大学院国際協力研究科・特任助教 

広島大学現代インド研究センター・特任助教 

広島大学大学院社会科学研究科・契約一般職員 

広島大学大学院文学研究科・院生 

広島大学大学院文学研究科・院生 

広島大学大学院文学研究科・院生 

広島大学大学院文学研究科・院生 

広島大学大学院文学研究科・院生 

 

計     22  人  
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 University of Delhi, Associate Professor, Anand Subhash  

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により滞在費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

R. B. Singh＊ 

V. R. Nagarale＊ 

Mehtab Singh＊ 

B. W. Pandy＊ 

Pankaj Kumar＊ 

Suraj Mal＊ 

N. C. Jana＊ 

 

University of Delhi, Professor 

SNDT Women's University, Professor 

Maharshi Dayanand University, Professor 

University of Delhi, Associate Professor 

University of Delhi, Assistant Professor 

University of Delhi, Assistant Professor 

University of Burdwan, Associate Professor 

計      ７人  

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

 

該当なし 

 

計         人  
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

セミナーの目的：本セミナーは、広島大学現代インド研究センター（HINDAS）を研究活動の基盤とする日本

の経済地理学者と、デリー大学地理学教室を中心とするインドの地理学者が連携して広島大学で開催するも

のである。本セミナーの実施により、HINDAS 側がとってきた方法論を、インド側に批判的に摂取してもらう

ことで学術交流を進めるとともに、双方のパートナーシップによって現代インドの包摂的成長にかかわる経

済地理学的研究を、従来以上に推進し発展させることを目的とするものである。 

 

実施状況：本セミナーは、2016 年 12 月 23 日と 24 日の 2日間で実施し、以下の 17 件の報告があった。各報

告は 30 分（発表 25 分・質疑 5 分）とし、セッション１〜３については各々４件の報告に対して１時間の議

論の時間をとった。24 日は、セッション３終了後に２日間の議論を通しての総合討論を実施した。25 日には

エクスカーションを開催した。 

＜12 月 23 日＞ 

・若手セッション 報告者３名：宇根義己（金沢大学）、陳林（広島大学）、Suraj MAL（Univ. of Delhi） 

・キーノートスピーチ 報告者２名：山本健児（九州大学）、R. B. SINGH（Univ. of Delhi） 

・セッション１：日本とインドにおける地理学研究の動向 報告者４名：N. R. JANA (Univ. of Burdwan)、 

 日野正輝（中国学園大学）、Subhash ANAND（Univ. of Delhi）、岡橋秀典（広島大学） 

＜12 月 24 日＞ 

・セッション２：インドにおける経済地理学研究 報告者４名：後藤拓也（高知大学）、Mehtab SINGH（Maharshi  

 Dayanand Univ.）、鍬塚賢太郎（龍谷大学）、B. W. PANDEY（Univ. of Delhi） 

・セッション３：インドにおける「包摂的成長」に対する経済地理学研究の可能性 報告者４名：友澤和夫 

 （広島大学）、Virendra NAGARALE(SNDT Women’s Univ.)、由井義通（広島大学）、Pankaj KUMAR（Univ. of  

  Delhi） 

・総合討論 

＜12 月 25 日＞ 

 エクスカーション（内容については後述） 

 

成果：報告者 17 名からは事前に 2000〜4000words のペーパーを提出してもらい、プロシーディングズ（198

ページ）を作成した。 

 


