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 現代の世界は、紛争、災害、難民、開発、地球温暖化、資源・食糧問題など、種々の深刻な地球規

模の課題を抱えており、その解決には、グローバルな視点とローカルな知を融合する研究と実践が求

められています。グローバル人間学専攻では、「人間開発学」と「地域研究」に立脚した学知の集積

による文理融合的・学際的な研究教育に取り組んでいます。地域の言語を含む地域固有の知のあり方

に配慮し、また世界の人々との対話と相互理解を重視しながら、フィールドにおける実践とアカデミ

ックな理論を有機的に結合し、人々の暮らしに直結した生き生きとした新しい学問の場の創造を目指

しています。そして、次世代を担うにふさわしい国際性・創造力を備え、種々の学問分野や世界各地

域を結ぶインターフェースとなり得る人材の育成に貢献することを希求しています。 

 本専攻には、２つの講座があります。人間開発学講座は、保健医療、教育、環境、紛争と人間の安

全保障、飢餓、ジェンダーなどの問題を、「国際協力学」、「紛争復興開発論」、「国際社会開発論」、「多

文化共生社会論」、「人間環境論」の 5つの研究分野から学際的にアプローチし、研究しています。地

域研究講座では、「動態地域論」、「地域秩序論」、「超域地域論」、「地域知識論」の 4 つの研究分野に

おいて、地域言語を駆使しながら、ローカルな知を探求すると同時に、グローバル化の流れの中で、

新たな地域研究のあり方を構築しています。 

 人間開発学講座と地域研究講座は、創設以来、協働性や課題解決型の実践性を重視しつつ、また地

域密着型である強みも兼ね備えながら、ユニークな学際的・総合的研究教育に取り組んできました。

また本専攻では、公開講座や社会貢献など専攻全体としての取り組みが数多く存在し、特に分野・講

座を超えた相互連関の総体として研究教育（分野横断的）を遂行してきた側面が、差別化される特徴

であるともいえます。 

 グローバル人間学専攻で、近接諸科学を切り開く新しい知の創造研究に、私たちとともにご一緒し

ませんか！ 
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修了生の主な就職先 

  

［国際協力学］  

外務省職員，立命館大学・准教授，日本大学・教授，大妻女子大学・講師などの大学教員，NGO

（ザンビアなど）、企業など 

  

［紛争復興開発論］ 

学術振興会特別研究員（PD），在ジンバブエ日本大使館専門調査員，株式会社オプトなど 

  

［国際社会開発論］ 

 国際協力機構、開発 NGO、人権 NGO、民間企業、財団法人、公益法人など 

  

［多文化共生社会論］  

外務省調査員(ニカラグア)，チェンマイ大学(タイ)の講師，在大阪のフィリピン人人材派遣会社，

在大阪のモンゴルと取引のある商社，在ドバイの企業，大阪府警察本部・大阪地方検察庁・大阪

地方裁判所等での司法通訳翻訳人，大阪府立布施工科高等学校（英語科教諭），関西外国語大学

（非常勤講師），摂南大学（非常勤講師），大阪府立長吉高校（特別非常勤講師），阪神共同福

祉会・社会福祉法人園田苑（介護福祉士、非常勤）など 

  

［人間環境論］  

大阪市立大学生活科学研究科・准教授，首都大学国際センター・特任助教，関西福祉大学・専任

講師，JICAベトナムの母子健康手帳全国展開プロジェクトの母子保健／業務調整専門家，国際交

流基金・調査員（フィリピン），〈株〉富士通総研，〈株〉東芝，Amazon.com，シスコシステ

ムズ合同会社/Cisco, Japan など 

  

［地域秩序論］ 

  外務省専門調査員など 

  

［超域地域論］ 

Mindanao State University Iligan Institute of Technology, Department of English・准教授，

Chittagong University・准教授，大島商船高等専門学校（山口県）・常勤教員など 

  

［地域知識論］  

日本学生支援機構（留学担当），文部科学省（官民協働 海外留学創出プロジェクト文部科学省（官

民協働 海外留学創出プロジェクト），神奈川県庁（多文化共生担当），京都大学（大学事務），

三菱等の企業など 
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中村安秀（なかむら やすひで） 人間開発学講座・国際協力学 

 

【キーワード】母子保健、母子健康手帳、人道支援、医療通訳士、国際協力 

【研究その他の活動】大阪府立天王寺高校卒業後、1977 年東京大学医学部卒業。小児科医。

都立病院小児科、保健所勤務などを経験し、その後国際協力機構（JICA専門家：インドネシ

ア）、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR保健医療担当官：アフガニスタン難民医療）など途

上国の保健医療活動に取り組んできました。東京大学小児科講師、ハーバード大学公衆衛生

大学院研究員などを経て、1999年から現在まで、大阪大学大学院人間科学研究科教授として

学際的な視点から市民社会に役立つ研究や教育に携わっています。 

 国際協力に関する NPO法人 HANDSの立ち上げにかかわり、2009年に設立された医療通訳士

協議会（JAMI）の初代会長を務め、緊急支援を行うジャパン・プラットフォームの副代表理

事をしています。国際保健、在住外国人の保健医療、災害保健医療など関心の幅は広いけれ

ど、なぜか、どこの国にいっても子どもがいちばん好きです。 

【著書・作品等】『医療通訳士という仕事』大阪大学出版会 2013、『子どもにやさしい学校』

ミネルヴァ書房 2009、 『国際保健医療のお仕事第２版』南山堂 2008、など 

 

 （インドネシア・ロンボク島にて）  （母子手帳シンポジウムに集結した卒業生たち） 

 

【学生への一言】 

 途上国の人々の健康や教育、貧困問題など幅広い分野にわたり、国内や海外での現場にお

ける活動や研究を重視し、アカデミックな理論とフィールドにおける実践を有機的に統合す

ることにより、人びとの生活に直結した生き生きとした学問の場をめざしています。 

 私自身の経験では、途上国で暮らすなかで、書物に書かれていない多くのことを学ぶこと

ができ、日本社会の姿にも新たな関心を持つことができました。感受性の高い若いときこそ、

書を抱えてフィールドに出かけてほしい。そして、大学は、国内外でのフィールドの経験を

持ち帰った者たちが、科学の言葉で語りあう「知のワンダーランド」でありたい、と考えて

います。 

 

【連絡先】yastisch@aol.com 
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澤村 信英（さわむら のぶひで） 人間開発学講座・国際協力学 

【キーワード】教育開発、基礎教育、国際協力、発展途上国、アフリカ、フィールドワーク 

【研究その他の活動】アフリカなど発展途上国における生活感のある教育開発研究をめざし

ています。ケニアのマサイの人々の住む地域の小学校での研究は、学生と共に 15年以上にわ

たって行ってきました。最近では、難民や障害児などの困難な状況にある子どもの教育に関

して、国内外の研究者と協働しながら、アフリカ（南スーダン、ケニア、マラウイ、南アフ

リカ）、中近東（シリア、アフガニスタン）、アジア（モンゴル、ラオス、バングラデシュ）

で展開しています。グローバルな視点から国内の教育課題も研究対象にします。 

【著書・作品等】『ケニアの教育と開発―アフリカ教育研究のダイナミズム―』（共編著、明

石書店、2012 年）、『教育開発国際協力研究の展開―EFA（万人のための教育）達成に向けた

実践と課題―』（編著、明石書店、2008 年）、『アフリカの教育開発と国際協力―政策研究と

フィールドワークの統合―』（単著、明石書店, 2007年）など。 

  

  

【学生への一言】人生で大学生活の後半に何をするかはかなり重要です。自分で研究テーマ

を決め、計画を立て、データを収集し、論文を執筆することは、簡単なことではありません

が、楽しいチャレンジです。 

【連絡先】sawamura@hus.osaka-u.ac.jp 

【写真（左上）】小学校卒業生の家庭

状況調査（ケニア）： 学部生 3 人を含

めて 3週間のフィールドワークをしました。

それぞれの独自の関心にもとづき、新鮮

な視点から対象の分析を行い、その結

果は論文として公表されました。もちろ

ん、国立公園に動物を見に行ったりもし

ましたが、普通のケニアの人々の生活空

間を共有できたことは、かけがえのない

経験になったと思います。 

【写真（左下）】シリア難民が自立的に

運営する学校での調査（トルコ）： 紛

争は続き、難民の数は増えています。し

かし、メディアで報道される難民像は歪

められています。援助機関の報告書も

一般にそうです。このシリア人学校は、

Facebook ページを通じてグローバル世

界とつながっていました。自分の立ち位

置により、対象の見え方はまったく違いま

す。研究者はこの位置を自由に変えてリ

アリティに接近できます。 
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石井 正子（いしい まさこ） 人間開発学講座・紛争復興開発論 

【キーワード】紛争、平和構築、自然災害、東南アジア、フィリピン 

【研究その他の活動】 

武力紛争はどのように平和に導くことができるのか。武力紛争で破壊された地域を復興・開

発するために、国際社会はどのような貢献ができるのか。紛争復興開発論の研究を、このよ

うな課題に応えようとするものと位置づけて、授業を行っています。災害で被災した地域の

復興開発についても考察しています。 

【著書・作品等】『女性が語るフィリピンのムスリム社会：紛争・開発・社会的変容』（明石

書店、2002 年）、「国際人道支援の経験を活かして：東日本大震災におけるジャパン・プラッ

トフォームの活動」『ボランティア学会研究』12: 15-26, 2012 年、「「平和の配当」は平和を

もたらすか：フィリピン南部の紛争地に対する J-BIRD の可能性と限界」『現場＜フィールド

＞からの平和構築論』（勁草書房、2013年）。 

 

【写真（左）】大学院生のころ、路上の野菜

売りをしながら、紛争を体験した女性の聞

き書きを行いました（1995年、フィリピン

南部ミンダナオ島にて） 

 

 

【写真（下）】国際人道支援に携わる NGOと

一緒に、東日本大震災からの復興開発につ

いても考えています（2012年、石巻市） 

 

 

【学生への一言】東日本大震災を経て、世界各地の紛争や災害から復興開発は、他人事では

なくなりました。一緒に学んでみませんか。 

【連絡先】masang@hus.osaka-u.ac.jp 
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岡田 千あき（おかだ ちあき） 人間開発学講座・国際社会開発論 

【キーワード】ｽﾎﾟｰﾂを通じた開発と平和(SDP)、ｺﾐｭﾆﾃｨ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ/ｽﾎﾟｰﾂ・ﾂｰﾘｽﾞﾑ、国際社会

開発 

【研究その他の活動】 

スポーツを通じた開発、特に地域、現場から内発的に始まった活動に焦点を当て、カンボ

ジア、ジンバブエ、ボスニア、日本などでフィールドワークを基にして研究を進めています(今

後は、メキシコ、カナダ、ブラジルなどを予定しています)。この分野は日本国内では未だ広

まっていないので、実際に協力活動を行っている複数の団体にも関わり、関係者/団体間のネ

ットワーク形成や啓発活動にも力を入れ、時にはイベントを主催したり、参加者として一緒

にスポーツを楽しんだりしています。 

【著書・作品等】『サッカーボールひとつで社会を変える－スポーツを通じた社会開発の現場

から－』（大阪大学出版会、2014年）、『Sport, Social Development and Peace』（Emerald, 2014）、

『スポーツと国際協力－スポーツに秘められた豊かな可能性－』（大修館書店、2014年）。 

  

【写真（左）】コソボの復興支援活動

で、ジンバブエの援助団体の職員と共

に。地雷撤去の専門家の皆さん。 

 

【写真（下）】毎年、学生の皆さんと

カンボジアでスポーツ・レクリエーシ

ョン大会を行うボランティアツアー

を行っています。NPOや他大学、社会

人などが混ざっているので、とても楽

しく、学ぶことも多いです！ 

 

【学生への一言】 

2020 年東京オリンピックの開催に向けて、「スポーツを通じた開発」は拡大していきそうで

す。一緒に学び、活動してくれる学生を大募集しています！ 

【連絡先】chiaki@hus.osaka-u.ac.jp 
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千葉 泉（ちば いずみ） 人間開発学講座・多文化共生社会論 

【キーワード】音楽、ラテンアメリカ、フィールドワーク、先住民、自分らしさ、多文化共

生 

【研究その他の活動】ラテンアメリカの民衆文化とその実践的応用について研究し、スペイ

ン語、ラテンアメリカの歴史と文化、「自分らしさの活用」から考える多文化共生、現地語や

現地の音楽を用いたフィールド調査の方法等に関する授業を担当している。一方で、ソロの

歌い手・演奏家として、各地で開催されるシンポジウムや学会、市民講座、多文化共生の催

し等に招かれ、ラテンアメリカ音楽を紹介するかたわら、「多文化共生」、「自分らしさの活用」、

「平和」等をテーマとするスペイン語や日本語のオリジナル曲も演奏している。 

【著書・作品等】『馬に乗ったマプーチェの神々－チリ先住民社会の変遷－』（大阪外国語大

学学術双書 19 号、1998 年）、『それでも桜は咲く（東日本大震災復興支援ソングのＤＶＤ）』

（海工房、2010年）、『「自分らしさ」をこころの中心に』（多文化共生を考える会）（2014年）。 

 

 

【写真（左）】若かりし頃、現地の宗教儀礼で、

地元の歌い手とともに歌う！（1993 年、チリ・

アクレオ村にて） 

 

【写真（下）】豊中市で開催されたペルー人の

お祭り（インティ・ライミ）で、ゼミの学生た

ちと一緒に歌う。（2011 年、豊中市国際交流セ

ンターにて） 

【学生への一言】「自分らしさ」を活かして研究や社会貢献がしたいと思っている君！一度研

究室にお話しに来ませんか？ 

 

【連絡先】guitarron@gol.com 
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藤目 ゆき（ふじめ ゆき） 人間開発学・多文化共生社会論 

【キーワード】 現代史・女性史・ジェンダー論・平和運動・反核運動 

【研究その他の活動】 三つの研究プロジェクトに取り組んでいます。20世紀には二つの世

界大戦が引き起こされ、核戦争の脅威に世界が覆われる「冷戦」政治が展開した世紀でした。

20世紀末に「米ソ冷戦」は終わったものの、21世紀の今日になお、冷戦時代に築かれた軍事

主義的構造や冷戦的思考は継続し、戦闘や軍事的緊張が世界各地に続いています。研究プロ

ジェクト「冷戦時代の国際女性運動」では、冷戦に抵抗して平和と幸福のために国境を越え

て連帯した世界の人々の足跡を追っています。「占領軍被害の研究」では連合国対日占領下の

人身被害に注目し、全国的なデータの収集・分析を行っています。「被爆した朝鮮人女性に関

する歴史的研究」では、梁東淑先生とともに史料収集・フィールドワークに取り組んでいま

す。 

【著書・作品等】 

（単著）『性の歴史学－公娼制度・堕胎罪体制から売春防止法・優生保護法体制へ』不二出版 

（単著）『女性史からみた岩国米軍基地－広島湾の軍事化と性暴力』ひろしま女性学研究所 

（共著）『平和研究入門』大阪大学出版会 

（アジア現代女性史研究会年報）『アジア現代女性史』 

【写真（左）】インド現代史の調査で訪れたチェンナイの学校。グローバル専攻でバンガロー

ル留学中の院生がタミル語の通訳をしてくれました。 

【写真（右）】多文化共生社会論のホームページ（http://tabunkakyosei.hus.osaka-u.ac.jp/）

より。 

 

【学生への一言】現代史・同時代史、女性史・フェミニズム・ジェンダー論、戦争や差別や

核に対する市民運動とその思想、といった話題に関心のある人、卒業論文でそれらに関連す

る問題をとりあげたい（というような気がする）人を歓迎します。 

【連絡先】fujime@hus.osaka-u.ac.jp 
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小林 清治（こばやし せいじ）  人間開発学講座・人間環境論 

【キーワード】 リスク社会 施設コンフリクト 社会文化 

【研究その他の活動】 

 科学技術の発展は豊かさとともに人間や環境に対するさまざまなリスクをもたらしますが、

経済成長を優先する社会では後者の側面はあまり重視されず、社会の周辺部にしわ寄せされ

る傾向がありました。私は、環境リスクをともなう廃棄物処理施設の立地をめぐる地域紛争

を研究対象として、リスクを可能なかぎり低減した上で、残されたリスクを共有する社会の

仕組みについて考えてきました。東日本大震災を踏まえて、今後は原子力発電関連の施設コ

ンフリクトに関する研究を進めていこうと思います。 

環境・貧困・感染症・平和などのグローバルな課題に取り組む市民団体との国際交流を深

めるなかで、ドイツの社会文化（Sozio-Kultua）運動の理念に共感し、NPO 法人京都社会文

化センターの活動に参加しています。 

【著書・作品等】 

「生きるための連帯－HIV/AIDS とともに生きる人々－」中村安秀・河森正人（編）『グロー

バル人間学の世界』（大阪大学出版会，2011年） 

「塩ビ＝ダイオキシン問題の知識社会学・試論」『開発と環境』第 1号（2000年） 

【写真（下）】 

 ドイツ・ハンブルク市の社会文化センター・モッテ（Motte）が主催する市民祭アルトナー

レの会場で、キューバ出身の方々と（2006年 6月）。 

 

 

【学生への一言】 

 人間環境論は、人間と環境の関わりをさまざまな角度から研究します。関心のある人は気

軽に研究室を訪ねてください。 

 

 

【連絡先】kobayash@hus.osaka-u.ac.jp 
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三好 恵真子（みよし えまこ） 人間開発学講座・人間環境論 

【キーワード】食を基軸とした環境問題，環境修復・リサイクル技術開発，文理融合研究，

中国の環境問題，サステイナビリティ・サイエンス 

【研究その他の活動】 

コンニャクゼリーや低カロリー食品等の応用開発につながる食品物性学に取り組んできま

したが、対象を環境問題に広げ、リサイクル技術開発等を含む文理融合・学際研究に挑戦し

ています。また中国・台湾・日本の大学間交流を進め、毎年国際会議を開催するとともに、

若手研究者の育成に尽力しています。私の研究室は、技術開発を行う理工系から海外で現地

調査をする地域研究まで、文理を問わず多様な人材が結集する、大変ユニークな研究環境を

構築しているところが他に類を見ない魅力です！他方、学生さんとの課外活動にも色々関わ

っていて、環境サークル GECS（ecocon 2013 でグランプリ(環境大臣賞)を受賞）の顧問並び

に社会科学探究サークル AEROと国際食育団体‘おむすび’の協力教員を務めています。 

【著書・作品等】 “International Innovation in a special publication，Regional Research: 

Asia Pacific”(RESEARCH MEDIA，2014年)，『共進化する現代中国研究―地域研究の新たな

プラットフォーム』（大阪大学出版会，2012年），都市鉱山（使用済携帯電話）に関するリ

サイクル技術開発（3R(Reduce Reuse Recycle)special event 経産業省主催特別企画(第 40

回インターネプコン・ジャパン・第 28回エレクトロテスト・ジャパン) 2011年）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【写真上】越境汚染 

（中国甘粛省蘭州市の大気汚染） 

 

【写真（右）】食育実践 

（ベトナムの幼稚園児を対

象とした栄養と生活習慣の

調査） 

 

 

 

【学生への一言】 

 人間環境論は「世界の各地域で暮らす人々の視点から、彼らが幸福な生活を営んでゆく上

で、望ましい環境のあり方をともに考えてゆく分野」です。環境問題を生活の次元で捉え、

コミュニケーション（対話・つながり）を重視する研究に、私たちとご一緒しませんか？ 

【連絡先】emako@hus.osaka-u.ac.jp 
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河森 正人（かわもり まさと） 地域研究講座・地域創成学研究分野 

【キーワード】ケアのコミュニティ、高齢者、障害者 

【研究内容】 

日本の地域ケア実践と東南アジアの地域ケア実践をつなぎつつ、元気な高齢者のみならず、

要支援の高齢者も、地域において役割を見出し、残った能力を最大限活かしながら生き生き

と生活していけるケアのコミュニティをつくることを目指している。具体的には、タイ政府

が全自治体での設置を目指している「コミュニティ高齢者支援センター」事業での実践、日

本の中山間地・離島における地域ケアの実践、すなわち熊本県の「地域の縁がわ」事業、高

知県の「あったかふれあいセンター」事業、さらには富山型デイサービス事業などの実践を

結びつけ、互いに学び合いつつ共生していく仕組みの形成をめざしている。 

【著作・作品等】 

『タイの医療福祉制度改革』（御茶の水書房、2009年）、『東アジア新世紀－リゾーム型システ

ムの生成』（大阪大学出版会、2013年）、『アジアの社会保障』（法律文化社、2014年出版予定） 

【写真】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICAの高齢者支援プロジェクトでの様子 

 

 

【学生への一言】 

これまで学生たちは、北摂・彩都における子育てとコミュニティ、箕面かやの地区における

街づくり、神戸・長田区の防災コミュニティ、離島（香川・粟島）における介護サービスな

どをテーマに卒論を書いています。 

 

 

 

【連絡先】ka5867845@mocha.ocn.ne.jp 
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鈴木 広和 （すずき ひろかず） 地域研究講座・動態地域論 

【キーワード】 東中欧、歴史、地域研究 

【研究その他の活動】 

 歴史や歴史研究が、現在の私たちに及ぼしている影響について研究しています。講義では

近代ヨーロッパで形づくられた世界観や歴史観を確認してから、それが今、日本に暮らして

いる私たちにも影響を及ぼしているのかどうかを考察しています。ヨーロッパの周縁的存在

をとりあげるので、差別の問題についても考えることになります。私の専門領域は中世ハン

ガリー史ですが、中世の歴史そのものだけでなく、それが近代にどう理解され、利用された

のかといったことにも関心を持っています。 

【著書・作品等】 『総覧 東欧ロシア史学史』（共訳）（2013）； “Some Aspects of 

Descriptions of the Turks in 16th Century Hungary — Rubigallus and Dernschwam —.” 

Mediterrán és Balkán Fórum. 18. szám, 2013. 

 

【写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左) 二国間交流事業で来日したペーチ大学地理学科スタッフの講演会 

（2011年 11月大阪大学） 

(右) かつてモスクとして利用されていたカトリックの教会  

歴史の重層性を垣間見ることができる （ハンガリー南部の都市ペーチの広場） 

 

 

【学生への一言】 歴史と私たちの関係について具体例をもとに考えてみたい方、大歓迎で

す。これから、環境と人間の関わりの歴史などを学生の皆さんと一緒に学んでいきたいと考

えています。 

 

【連絡先】suzuhiro@hus.osaka-u.ac.jp 
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大谷 順子（おおたに じゅんこ） 地域研究講座・地域秩序論 

【キーワード】中国・中央アジアの社会開発、国際保健、人口学、災害社会学、研究方法論 

【研究その他の活動】 

世界銀行、世界保健機関（WHO）など国際機関職員として、中国などの社会開発プロジェク

トに従事した経験を活かし、中国や周辺国における保健、人口、教育、環境、ジェンダーな

どの分野における社会開発の切り口から地域研究を行っています。さらに、アメリカ、イギ

リス、中国、スイスでの留学で得た国際的ネットワーク活かし、国際比較研究を行っていま

す。交換留学も奨励します。2014年 4月より東アジアセンター長（上海オフィス）を兼任し

ており、中国大学生訪問団などとの交流の機会もよくあります。論文テーマとして具体的に

は、中国の四川大地震、NZのクライストチャーチや日本の被災地を題材としている研究が多

く、研究室で海外調査に出かけています。他にも、高齢者ケアなどの日中比較研究、バング

ラデシュのマイクロファイナンスなどの研究もあり、フィールド調査に基づいた研究を奨励

しています。 

【著書・作品等】『国際保健政策からみた中国―政策実施の現場から―』（九州大学出版会、

2007 年）、『事例研究の革新的方法―阪神大震災被災高齢者の五年と高齢化社会の未来像―』

（九州大学出版会、2006年）、『災難後的重生』（中文版、南天書局（台北）、2010年）、『Older 

People in Natural Disasters』 Kyoto University Press & Melbourne: Trans Pacific Press, 

2010年） 

 

【写真（左）】2013年第 24回国際社会開発学会優秀ポスタ

ー発表賞受賞「中国四川大地震による中国の社会変容に関

する考察」大谷順子・張玉梅（博士後期課程）（於：大阪大

学コンベンションセンター） 

【写真（下）】2014年中国大学生訪日団受入れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学生への一言】これらのテーマを一緒に研究し、また国際交流活動にも興味のある方、ど

うぞいらしてください。 

【連絡先】otani@hus.osaka-u.ac.jp
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ZGUSTA, Richard （ズグスタ リチャード）地域研究講座・地域知識論 

【キ－ワード】北方民族、世界の先住民の諸問題、東南アジア歴史人類学）  

【研究その他の活動） 

オホーツク海周辺の北アジア地域に住む様々な先住民の伝統的そして近代的な文化の調

査や文献による研究を進めてきました。 

またこれからの活動としては主にインドネシアのカリマンタン島に住む先住民の歴史的

な口頭伝承を研究したいと思い準備をしています。 

【著書・作品等】「Dwelling Space in Eastern Asia」Publications of Osaka University of 

Foreign Studies, 1991, The Jesup North Pacific Expedition (1897-1902) and the 

Amur-Sakhalin Region, 「Bulletin of Asia-Pacific Studies」14, 2004. 

【写真】シベリア先住民と共に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学生への一言】 

世界の民族に興味のある方一緒に学びませんか。 

【連絡先】zgusta@hus.osaka-u.ac.jp 
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福岡 まどか(ふくおか まどか) 地域研究講座・地域知識論 

【キーワード】上演芸術 演劇 音楽 舞踊 インドネシア 東南アジア ジェンダー表象 

物語世界 

【研究その他の活動】東南アジア特にインドネシアの芸術を対象として、わざの伝承やアイ

デンティティ表現について研究を行っています。最近はポピュラーカルチャーにも関心を広

げつつあります。授業の中では東南アジアの様々な演劇、音楽、舞踊を紹介しながら次世代

への芸術の伝承について、ジェンダーや民族などのアイデンティティ表現について考えるこ

とを目指しています。また実際にダンスのワークショップをする授業も行っています。 

【著書・作品等】『ジャワの仮面舞踊』2002年 勁草書房  

『性を超えるダンサー ディディ・ニニ・トウォ』2014年 めこん 

『東南アジアを知る事典』共編 2008年 平凡社 

【写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年 11月にインドネシア、ジャワ島スマランにて。現地で行われた華人系インドネシア

人のアイデンティティを考える国際学会に参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 年 9 月 インドネシア、ジャワ島ジョグジャカルタの王宮にて行われた観光客向けの

宮廷舞踊の上演。4人の女性舞踊手が様々なフォーメーションを描きながら優雅な舞踊を披

露する。 

 

【学生への一言】 

音楽やダンスが好きな方、芸術に関心がある方は、ぜひお越しください。 

 

【連絡先】mfukuoka@hus.osaka-u.ac.jp 
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グローバル人間学専攻 助教 

田沼 幸子(たぬま さちこ)  tanuma@hus.osaka-u.ac.jp 

【学生への一言】助教の田沼幸子です。専門は文化人類学、フィールドはキューバです。フィールドワ

ークの仕方の授業を担当しています。気軽に相談してくださいね！ 

 

【写真左】キューバ国外に出た友人たちの映像の断片を、

キューバで見せているところ。このあとドキュメンタリー

全編の試写会。 

 

 

 

【写真右】アメリカからキューバに医学を学び

にきた学生と話す。日本で「素晴らしい」と紹

介されている内容とはかけ離れた現状に、びっ

くり。  

 

 

 

川口 純（かわぐち じゅん） kawaguchi@hus.osaka-u.ac.jp 

【学生への一言】専門は、途上国の教育開発研究です。最近では障がい児教育を中心としたインクルー

シブ教育を研究しています。学生時代からアフリカや国際協力に興味があり、マラウイで青年海外協力

隊として勤務した後、昨年まで国際協力機構 (JICA) で働いていました。国際協力に関心のある方、気

軽にお声がけ下さい。 

 

 

【写真】ニジェールで、小学校の先生方と保護者の方に学

校改善計画についてインタビューをしている様子です。教

育の質を上げていく作業は、供給側(先生や政府)の努力だ

けでは難しいようです。需要側(生徒や保護者、地域社会)

の知恵と献身的な貢献の重要性を認識しました。 

 

 

 


