ȡ!ڰ൲༭࣬!ȡ!
΅Λ·έΓηȜ3123
Ƚ৹৪Ώϋεͅ୶ၛ̾૧̹̈́দ͙̱͂̀

࿖㓙දജㇱᢎቭ
ਛ  ᙗ ৻
㧝 㐿ߩ⢛᥊

ߚౝኈࠍ⧯⠪ࠪࡦࡐߢ⊒ߔࠆߣߥࠆߣ㧘ਔ⠪ߩ㑆

ᴺോ✚ว⎇ⓥᚲߢߪ㧘ዋߒߢ߽ᄙߊߩ⧯⠪ߦᴺᢛ

ߦ⧯ᐓߩ㑆㓒ࠍⓨߌߚᣇ߇ࠃߊ㧘⧯⠪ࠪࡦࡐߪ౻ߦ

ᡰេߦ⥝ࠍᜬߜ㧘㑐ᔃࠍᷓߡ߽ࠄ߁ߣ߁㧘

㐿ߔࠆߩ߇ᦸ߹ߒߣߩ⚿⺰ߦ⥋ߞߚߢߎߘޕ㧘

ᐢႎߥߒੱ᧚⢒ᚑߩⷰὐ߆ࠄ㧘ᐕ㧘⁛⥄ߦ㧘

⧯⠪ࠪࡦࡐߦߟߡߪ㧘มᴺࠕࠢࠬࠍ࠹ࡑߦข

ᄢቇ↢ࠍਛᔃߦᴺᢛᡰេߦ㑐ߔࠆ⊒ߩᯏળࠍឭ

ࠅߍ㧘ᐕߪᘮᙥ⟵Ⴖᄢቇࠍળ႐ߣߒߡ㧘

ଏߔࠆࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧘⇛⒓⧯ޟ⠪ࠪࡦࡐࠍޠᆎߚޕ

ᣣ㧔㧕ߦ㧘⑳ߚߜߩࠪࡦࡐ⻉ࠕࠫࠕޟ࿖ߩมᴺࠕ

ᒰೋߪ㧘ᄐߦታᣉߒߚߎߣ߆ࠄ㧘ᱜᑼฬ⒓ࠍࠨࡑ

ࠢࠬޠ
㧔㗴㧕ࠍ㐿ߔࠆߎߣߣߥߞߚޕ

ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩߜߚ⑳ޟᴺᢛᡰេޕߚߡߒߣޠ

৻ᣇ㧘ߎࠇࠄߣߪߦ㧘ᐢႎࠍᒝൻߔࠆߚ㧘ᤐ

ᄢቇ㒮ߢޟᴺᢛᡰេޟ߿ޠ㐿⊒ߣᴺޠ㑐ㅪߩ⻠

ߦߪ᧲੩ߢࠠ࠶ࠢࠝࡈࡒ࠽ࠍⴕ㧘ᴺᢛᡰេ

ᐳ߇ࠆߎߣߢฬߥߩߪ㧘
ฬฎደᄢቇ㧘
ᚭᄢቇ㧘

ߦ㑐ᔃࠍᜬߟቇ↢ࠄߦኻߒ㧘ㅢᐕߦࠊߚࠅᴺᢛᡰ

ᘮᙥ⟵Ⴖᄢቇ㧘ਛᄩᄢቇߢࠆ߇㧘ਛߢ߽㧘ฬฎደ

េߦធߔࠆᯏળࠍឭଏߔࠆߎߣߣߒߚߡߒ߁ߎޕ㧘

ᄢቇߪ㧘ᴺ࿖㓙ᢎ⢒දജࡦ࠲㧔ㅢ⒓CALE㧕

ᧄᐕ㧡ᣣ㧔㧕
㧘ᘮᙥ⟵Ⴖᄢቇਃ↰ࠠࡖࡦࡄࠬߦ

ߣ߁⎇ⓥᯏ㑐ࠍ⸳┙ߒᴺᢛᡰេᵴേߦᾲᔃߦข

߅ߡ㧘ᴺᢛᡰេߦ㑐ߔࠆၮᧄᖱႎ߿ᐕ㑆ߩ㑐ㅪ

ࠅ⚵ࠎߢࠆޕὼߦ߽㧘ߘߩCALE߇㧘หߓ

ⴕ੍ቯࠍ⍮ࠄߖࠆೋ࿁ߩࠠ࠶ࠢࠝࡈࡒ࠽ࠍታ

ᐕ߆ࠄ㧘㧟ᣣ㑆ߦ߱ᴺᢛᡰេߩࠨࡑࠬࠢ࡞

ᣉߔࠆߎߣߣߥߞߚޕ

ࠍᆎߚߢߎߘޕ㧘 ⠉ᐕ߆ࠄ㧘ᴺോ✚ว⎇ⓥᚲ
ߣฬฎደᄢቇCALEߣߢㅪ៤ߒߡ㧘ࠨࡑࠬࠢ

એਅ㧘ࠠ࠶ࠢࠝࡈࡒ࠽ߩࠄ߹ߒߣ㧘ታᣉ⁁
ᴫ╬ߦߟ߈㧘ႎ๔ߔࠆޕ

࡞ߢ࿖㓙දജㇱᢎቭㇱ㐳߇⻠⟵ߒ㧘ቇ↢ߦ⺖㗴ࠍ
ਈ߃㧘
⧯⠪ࠪࡦࡐߢ⎇ⓥᚑᨐࠍ⊒ߔࠆߎߣߦߥࠅ㧘


㧞 ࡊࡠࠣࡓߩࠄ߹ߒ

ߎߩㅪ៤ࠍ
ޠࡑࠨࡊ࠶ࠕࡢࡄޟ
ߣฬઃߌߚޕ
ᐕ߽ห᭽ߩㅪ៤ࠍⴕߞߚޕ
ߎߩ㑆㧘
ᴺോ✚ว⎇ⓥᚲฬฎደᄢቇߛߌߢߥߊ㧘

࿁ߩࠠ࠶ࠢࠝࡈࡒ࠽ߩⷐߦߟߡߪ㧘
ᷝࠍࡓࠣࡠࡊߩޠ࠽ࡒࡈࠝࠢ࠶ࠠޟෳᾖ
ߐࠇߚޕ

ᘮᙥ⟵Ⴖᄢቇ㧘ᚭᄢቇ߽⧯⠪ࠪࡦࡐߩਥ⠪ߦട

ࠠ࠶ࠢࠝࡈࡒ࠽ߪ㧘೨ඨߩㇱߣᓟඨߩㇱߩᄢ

ࠊࠅ㧘ߎࠇࠄฦᄢቇߩవ↢ᣇߣ㧘ࠃࠅᦸ߹ߒㅪ៤


ડ↹ߩࠅᣇߦߟߡද⼏ࠍ㊀ߨߚߩߘޕਛߢ㧘ᓥ
᧪㧘ࠨࡑࠬࠢ࡞߽⧯⠪ࠪࡦࡐ߽ᄐߦ㓸ਛߒߡ
ߚ߇㧘ቇ↢߇ࠨࡑࠬࠢ࡞ߦ߅ߡࠗࡦࡊ࠶࠻ߒ
106 
106

ߎߩ㑆ߦ㧘ቇ↢ࠄߦኻߒ㧘ᴺോ✚ว⎇ⓥᚲࠍቇߦ⸰ࠇ
ߚࠅห⎇ⓥᚲᢎቭߦ⾰ࠍߒߚࠅߔࠆᯏળࠍਈ߃ࠆߎߣ
߽ᗧ࿑ߒߡࠆޕ

ᓟ㧘⧯⠪ࠪࡦࡐߪ㧘᧲੩ฬฎደ㑐ߩᄢቇࠍળ႐
ߦߒߡベ⇟ߢ㐿ߔࠆߎߣߣߥߞߡࠆޕ

߈ߊ㧞ߟߦಽ߆ࠇ㧘೨ඨߩㇱߢߪ㧘
Ԙᴺോ✚ว⎇ⓥᚲ࿖㓙දജㇱጊਅノᐕㇱ㐳㧔ᒰᤨ㧕
ߦࠃࠆ⿰ᣦ⺑߮ᐕ㑆ࠬࠤࠫࡘ࡞⺑
ԙฬฎደᄢቇᄢቇ㒮ᴺቇ⎇ⓥ⑼Ꮢᯅసᢎ
㧔CALEࡦ࠲㐳㧕
㧘᧻ᶆᅢᴦᢎ߮ᄢᴡౝ⟤
♿ಎᢎߦࠃࠆࠨࡑࠬࠢ࡞ߘߩઁฬฎደᄢቇ
ߩડ↹ߩ⺑
Ԛᘮᔕ⟵Ⴖᄢቇᄢቇ㒮ᴺോ⎇ⓥ⑼᧻የᒄᢎߦࠃࠆ
⧯⠪ࠪࡦࡐߩ⺖㗴ߩ⺑
ጊਅㇱ㐳ߦࠃࠆ⿰ᣦ⺑╬

ࠍⴕ㧘ᓟඨߩㇱߦߪ㧘




ԛฬฎደᄢቇ㞜੩ᱜ⸠✚㐳ߣጊਅㇱ㐳ߣߩኻ⺣

ᰴߦ㧘Ꮢᯅᢎ߆ࠄ㧘CALEߩ⸳┙⚻✲߿ᵴേ ߦ

ࠕࠫࠕޟᄥᐔᵗߩᰴઍߩᴺᓞኅᴺቇ⎇ⓥ⠪ߚߜ

ߟߡ⚫߇ࠅ㧘ᄢᴡౝಎᢎ߆ࠄ㧘ࠨࡑࠬࠢ

㨪߹㧘ߥߗࠕࠫࠕ⻉࿖ᴺ⎇ⓥᴺᢛᡰេࠍቇ

࡞߶߆CALEਥߩࠗࡌࡦ࠻ߦߟߡ⺑ߒߚ㧘

߱ᔅⷐ߇ࠆߩ߆㨪ޠ

᧻ᶆᢎ߆ࠄ㧘ᴺߩ⒖ᬀ߇ߢ߈ࠆੱࠍ⢒ߡࠆฬฎደ

Ԝࠥࠬ࠻ߢࠆᴺോ✚ว⎇ⓥᚲᩊ↰♿ሶᢎቭ㧘࿖㓙

ᄢቇߩ࠺ࠖࡦࠣᄢቇ㒮ߦߟߡ⚫߇ߞߚޕ


දജᯏ᭴㧔JICA㧕⮮⋥ผ࿖㓙දജኾ㐷ຬߣߩኻ

 ⛯ߡ㧘᧻የᢎ߆ࠄ㧘ᣣ㐿੍ቯߩ⑳ߚ

ߩࠕࠫࠕޟᴺߣ␠ળߦ㑐ࠊߞߡᓧߚ߽ߩޠ

ߜߩࠪࡦࡐ⻉ࠕࠫࠕޟ࿖ߩมᴺࠕࠢࠬ⺖ߩޠ㗴ߦ

ߩฦࠦ࠽ࠍ⸳ߌߚޕ

ߟߡ⺑߇ߞߚޕ

 ߥ߅㧘⧯⠪ࠪࡦࡐߩㆇ༡ߪߕࠇቇ↢ߩᚻߦᆔߨ
ߚߣ⠨߃ߡ߅ࠅ㧘
࿁ߩࠠ࠶ࠢࠝࡈࡒ࠽ߢߪ㧘
⹜ߺߣߒߡ㧘ᓟඨߩมળࠍᘮᔕ⟵Ⴖᄢቇᴺቇㇱߩቇ
↢ߢࠆ⼱ᕶᐔำߣ㚂⮮ߺߐ߈ߐࠎߦ߅㗿ߒߚޕ


㧟 ታᣉ⁁ᴫ╬
 ೨ඨߩㇱߦߟߡ
߹ߕ㧘ዉߣߒߡ㧘ጊਅㇱ㐳߆ࠄ㧘⥄Ꮖ⚫ߣ㑐
ㅪઃߌߥ߇ࠄᬌ߇ዞછߔࠆ࿖㓙ಽ㊁ߦ㑐ㅪߔࠆࡐ
᧻የᢎߦࠃࠆࠪࡦࡐ⺖㗴⺑

ࠬ࠻㧘ᴺോ✚ว⎇ⓥᚲߩ⚵❱ߦߟߡ⺑ߒ㧘ߐࠄ
ߦ㧘JICAߣߩ㑐ଥ㧘ᴺᢛᡰេ߇ᆎ߹ߞߚ⚻✲ߣߘ

ᧄᐕᐲߩࠪࡦࡐߩ⺖㗴ߪ㧘
ޟᴺᢛᡰេኻ⽎࿖ߦ߅

ߩਛり㧘ᴺᢛᡰេߩ㊀ⷐᕈߦߟߡ⚫ߒ㧘ᐔᚑ

ߌࠆޡมᴺࠕࠢࠬߣ⁁ߩޢᡷༀ╷ࠅߢޠ㧘᧻

ᐕᐲߩ࿖㓙දജᴺᢛᡰេ㑐ㅪߩⴕߦߟߡ
ᄢ߹߆ߥౝኈࠍ⺑ߒߚޕ



ᐕ߆ࠄᐕߦ߆ߌߡJICA㐳ᦼᵷ㆜ኾ㐷ኅߣߒߡ
ࡌ࠻࠽ࡓߦṛߒ㧘Ꮻ࿖ᓟ㧘JICAᧄㇱߢࠪ࠾ࠕࠕ࠼ࡃࠗࠩ
ࠍോ㧘ߦ⥋ߞߡࠆޕ



CALEߪ㧘ᵴേߩ৻Ⅳߣߒߡ㧘㧘㧠߆࿖㧡ㇺᏒ㧔࠙
࠭ࡌࠠࠬ࠲ࡦ㧦࠲ࠪࠤࡦ࠻㧘ࡕࡦࠧ࡞㧦࠙ࡦࡃ࠻࡞㧘
ࡌ࠻࠽ࡓ㧦ࡂࡁࠗࡎ࠴ࡒࡦ㧘ࠞࡦࡏࠫࠕ㧦ࡊࡁࡦࡍࡦ㧕
ߦ㧘ᣣᧄ⺆ߢᣣᧄᴺߩᢎ⢒ࠍⴕ߁ᣣᧄᴺᢎ⢒⎇ⓥࡦ࠲
ࠍ⸳⟎ߒߡࠆޕ

᧻ᶆᢎߩߩਛߢ㧘EUട⋖࿖ߩᄙ⸒⺆㑆ߢኻᔕߔࠆᴺ
ᓞ ↪ ⺆ ࠍ ᬌ ⚝ ߢ ߈ ࠆ ࡎ  ࡓ ࡍ  ࠫ
㧔httpiateeuropaeuiatediffSearchByQueryEditdo㧕߇
⚫ߐࠇߚޕ

ICD NEWS 第52号（2012.9）

107
107

የᢎߪ㧘ߎࠇࠍ㧡ߟߩ㗄⋡㧘ߔߥࠊߜ

ᢛᡰេߦߪᔋ⠴߇ᔅⷐߢࠆߎߣߥߤࠍㅀߴߚޕ

Ԙ ޟᴺᢛᡰេޠ

ኻ⺣ߦ⛯߈㧘ቇ↢ߩมળߢ㧘ᩊ↰ᢎቭߣ⮮ኾ㐷

ԙ ᴺᢛᡰេޟኻ⽎࿖ޠ

ຬߣߩኻߩࠦ࠽ߣߥࠅ㧘มળ߇ࡄࡀࠬ࠻ߩ

Ԛ ޟมᴺࠕࠢࠬޠ

ੑੱߦ⾰ߒߡߊᒻߢ

ԛ มᴺࠕࠢࠬߩޠ⁁ޟ

 ⚻ᱧᴺᢛᡰេߣߩ㑐ࠊࠅ

Ԝ มᴺࠕࠢࠬߩޟᡷༀ╷ޠ

 ᴺᢛᡰេߦขࠅ⚵ࠎߛ߈ߞ߆ߌ

ߦಽߌߚ㧘ߘࠇߙࠇߦߟߡ⸃⺑ߒߚޕ
 ᓟඨߩㇱߦߟߡ
ᓟඨߩㇱߪ㧘㞜੩✚㐳ߣጊਅㇱ㐳ߣߩኻ⺣߆ࠄ

 ࿖㓙දജߦ㑐ࠊࠆߎߣߩᗧ⟵
 ߩቇ↢ߣᣣᧄߩቇ↢ߩ㆑
 ࿖㓙දജߢᔅⷐߣߐࠇࠆ⢻ജੱ㑆ᕈ

ᆎ߹ࠅ㧘㞜੩✚㐳ߪ㧘ࠕࠫࠕߣߤ߁㑐ࠊࠆ߆ߦߟ

 ቇ↢ᤨઍߦ߿ߞߡ߅ߊߣࠃߎߣ

ߡ㧘㧞ߟߩߎߣ㧘ߔߥࠊߜ㧘Ԙࠕࠫࠕߣߤ߁㑐ࠊ

 ߢߩࡂࡊ࠾ࡦࠣ࿎㔍

ࠆ߆ߪ㧘ᤨઍᕈ߇ᤋߐࠇ㧘߹ߚ㧘ੱߩ㑐ᔃߦࠃ

ߥߤߦߟߡ⾰ߒ㧘ࡄࡀࠬ࠻߇╵߃ࠆᒻߢㅴⴕ

ߞߡ߽⇣ߥߞߡߊࠆߩߢ㧘ߘࠇߙࠇߩ㑐ᔃߦᓥ㑐

ߒߚޕ

ࠊࠆߴ߈ߢࠆߎߣ㧘ԙࠕࠫࠕ⻉࿖ࠍኻ⽎ߣߔࠆ႐
ว㧘ᄙ᭽ߢࠆߎߣߦ⥄ⷡ⊛ߢߥߌࠇ߫ߥࠄߕ㧘৻
߆࿖ࠍߦߡ߈㧘⸒⪲߽ቇ⠌ߒℂ⸃ߒߥ
ߌࠇ߫ߥࠄߥߎߣࠍᒝ⺞ߒߚߦࠇߎޕኻߒ㧘ጊਅ
ㇱ㐳ߪ㧘ၞ㧔ᴺ㧕⎇ⓥߦߟߡ㧘ߩ࠻ࡦ࠼ߦ
㘧߮ߟߊߩߢߪߥߊ㧘వߩ࠻ࡦ࠼ࠍߒߡ㧘
ࠆߪ㧘
㧔࠻ࡦ࠼ߦᏀฝߐࠇߕ㧕߿ߞߡࠇ߫⦟
ߎߣ߽ࠆߣ߁♖ߢขࠅ⚵ࠎߢ߶ߒߎߣ㧘ᴺ
ࠥࠬ࠻ߣߩኻߩ᭽ሶ
ળ႐߆ࠄ߽㧘ࡄࡀࠬ࠻ߩੑੱ㧘ࠆߪ㧘ࠦࡔ
ࡦ࠹࠲ߦኻߒ
 ߥߗᴺᢛᡰេࠍ߿ࠆߩ߆
 ᴺᢛᡰេߩ㓙ߦ㧘ࠣࡠࡃ࡞ࠬ࠲ࡦ࠳࠼ߣ
ੱ⊛ߥⷐ⺧߇㘩㆑߁ߎߣߪߥ߆
 㚟ߌߒߩታോኅ߇ᵴべߢ߈ࠆ႐ߪࠆ߆
 ᴺᢛᡰេߩ㓙ߩᮭജߣߩ㑵ߣኻߩ⺞ᢛߪ
ጊਅㇱ㐳㧔Ꮐ㧕ߣ㞜੩✚㐳㧔ฝ㧕ߩኻ⺣

ߤߩࠃ߁ߦߐࠇߡࠆߩ߆
ߥߤᄙߊߩ⾰߇ߚޕ



ߎߎߢ߁ޟมᴺࠕࠢࠬߡߟߦޠ㧘᧻የᢎ߆ࠄ㧘
ᐢ⟵ߩมᴺࠕࠢࠬ㧘ߔߥࠊߜ㧘Ԙੱߩޘᮭࠍ⼔ߒ㧘
ታߔࠆߚߦ㧘ᒰ␠ળߦ߅ߡੱߡߞࠃߦޘᛚߐࠇ
ߚㅢߩᴺ⊛࡞࡞㧔ታ⊛ᚻ⛯⊛࡞࡞㧕߇ሽߒ㧘
ԙߘࠇߦၮߠߡᐔߥⵙ್್ᢿ߇ⴕࠊࠇ㧘ߘߩౝኈ߇
⏕ቯߐࠇ㧘߆ߟߘߩౝኈ߇ታല⊛ߦၫⴕߐࠇࠆߣ߁ᴺࠪ
ࠬ࠹ࡓ߇㧘ԚߔߴߡߩᏒ᳃ߦߣߞߡታ㓙ߦ↪ߒ߿ߔᒻ
ࠍߣߞߡ᥉ߒߡࠆߎߣߢࠆߣߩ⺑߇ߞߚޕ

108 
108





ㅜਛ㧘ᩊ↰ᢎቭ߇ࠞࡦࡏࠫࠕߢJICA㐳ᦼᵷ㆜ኾ㐷ኅߣߒ
ߡᵴേߒߡߚᒰᤨߩ᭽ሶࠍขࠅߍߚ࠹ࡆ⇟⚵㧔㍳
↹㧕ࠍᤋߒߚޕ



㧠 ᚲᗵ
࿁ߩࠠ࠶ࠢࠝࡈࡒ࠽ߦߪ㧘ቇㇱ↢㧘ᄢቇ㒮
↢ߩߺߥࠄߕ㧘
ᴺᓞታോኅ߿␠ળੱߥߤ㧘
ᐢੱޘ
߇ෳടߒ㧘ߘߩ✚ᢙ߽චᢙฬߦࠎߛࠤࡦࠕޕ
࠻ߩ㓸⸘⚿ᨐࠍߡ߽㧘ੱߦࠃߞߡශ⽎ߦᱷߞߚㇱ
ಽ㧘ᓎ┙ߞߚㇱಽߪᄙጘߦࠊߚߞߡ߅ࠅ㧘ㅒߦ߁
ߣ㧘ߘࠇߛߌᄙ᭽ߥ߽ߩࠍឭଏߢ߈ߚࡒ࠽ߦߥ
ߞߚߩߢߪߥ߆ߣᕁࠊࠇ㧘
ㅪ៤ડ↹ߩᦨೋߣߒߡ㧘
߹ߕ߹ߕߩࠬ࠲࠻ࠍಾࠆߎߣ߇ߢ߈ߚߣߩශ⽎ࠍ
ᜬߞߡࠆޕ
࿁ߪ㧘ᓟඨㇱಽߩมળࠍቇ↢ߦ߅㗿ߒߚ߇㧘
ਥ⠪ߢࠆᄢቇߩవ↢ᣇߣߩ㑆ߢߪ㧘ߕࠇᴺᢛ
ᡰេࠍ⎇ⓥផㅴߔࠆቇ↢࿅߇┙ߜ߇ࠆߎߣ
ࠍᦼᓙߔࠆჿ߇߇ߞߡ߅ࠅ㧘৻⿷㘧߮ߦߪታߒ
ߥߢࠈ߁߇㧘㧤ߩࠨࡑࠬࠢ࡞㧘ߩ⧯
⠪ࠪࡦࡐߣડ↹ࠍ㊀ߨࠆᲤߦ㧘ቇ↢㑆ߩࡀ࠶࠻ࡢ
ࠢ߇ᐢ߇ࠅᒝ߹ࠆߎߣࠍᦼᓙߒߚޕ

ICD NEWS 第52号（2012.9）

109
109

D

B

<

D

 H

?

?

 L

>

F

B

G

:

K

 +

)

*

+

連携企画
「アジアのための国際貢献 in 法分野」
2012

キックオフセミナー 2012
◆日

時

2012年5月26日（土）

10：00〜13：30
◆会

場

◆主

催

慶應義塾大学 三田キャンパス
南館ディスタンス・ラーニング室
（地下4階）

（名古屋大学法政国際教育協力研究センターともテレビ会議で接続します）

法務総合研究所
財団法人国際民商事法センター
慶應義塾大学大学院法務研究科
神戸大学大学院国際協力研究科
名古屋大学大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター
日本学術振興会
「若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム」
（ITP）
日本学術振興会「博士課程教育リーディングプログラム」

◆後

援

◆参 加 費

今、アジアが熱い！

◆対

欧州の経済危機が長期化し、世界経済の軸足は確実にアジ
アに移りつつあり、アジアは世界から注目を浴びています。

象

◆ 申込方法

では、日本ではどうか。グローバル人材の育成が叫ばれな

独立行政法人国際協力機構（JICA）
無 料
学部生、大学院生（法科大学院生を含む）および社会人
参加登録は必要ありませんので、当日は直接会場にお越し下さい。

がら、その方法論や研修の場は十分とは言えません。特に法
分野において、その感を強くします。そのような場を提供し
たい！…そういう気概の連携企画です。
これまで、法務総合研究所、財団法人国際民商事法セン
ター、慶應義塾大学大学院法務研究科、神戸大学大学院国
際協力研究科、名古屋大学大学院法学研究科・法政国際教
育協力研究センター（CALE）は、法整備支援・アジア諸国
法研究を担う若手実務家・研究者の育成のための連携企画
を2010年から実施してきました。しかし、まだまだ多くの若
い皆さんの参加を望みたいのです。
そこで2012年度は、さらに規模を拡大することに致しま
した。多くの学部生・大学院生・法科大学院生・社会人が参

IKH@K:F

加できます。３回シリーズですが、１回参加でも構いません。
それらの一連の連携企画の開催を告げる「キックオフセミナ
ー」を東京で開催致します。
本セミナーでは、法学を学ぶ学部生・大学院生はアジアのい
まをどのように見るべきか、法整備支援やアジアの法と社会の

)23,)

*)3))▶**3,) 趣旨説明・連携企画の紹介（質疑応答を含む）
**3,)▶**3-. 休憩
**3-.▶*+3,) 対談「アジア太平洋の時代の法律家・法学研究者たち

〜いま、
なぜアジア諸国法研究・法整備支援を学ぶ必要があるのか？〜」
（鮎京正訓・名古屋大学副総長×山下輝年・法務総合研究所国際協力部長）

研究に携わるためのキャリアパスや研修にはどのようなものが
あるのかなどの情報（皆さんの参加可能な年間の各種プログ
ラム）を提供致します。

プログラム

開場・受付け

*+3,)▶*,3,) ゲストとの対話「アジアの法と社会に関わって得たもの」

アジアの時代を生きる皆さんが自らの進路を考えるヒン
トを見つけましょう！

■柴田紀子 法務総合研究所教官、
元JICA法整備支援専門家
■佐藤直史 JICA国際協力専門員、
弁護士
■島田 弦 名古屋大学大学院国際開発研究科・准教授

今後の予定

1月/日（月）▶1月1日（水）

**月*0日（土）

「アジアの法と社会2012」
（名古屋大学にて）

「アジア諸国の司法アクセス」
（仮題）
（慶應義塾大学にて）

アジア諸国法研究や法整備支援に関する理論や研究方法論を体系的に学
ぶとともに、同じ志を持つ同世代の仲間たちと出会い、一緒に継続して勉
強していくチームを作ります。

サマースクールで学んだ知識を踏まえて、法整備支援の方法論やアジア諸国
の法と社会の現状についてチーム単位で研究し、その成果を報告・討論をし
ます。

サマースクール

問い合わせ先

「キックオフセミナー 2012」事務局
名古屋大学法政国際教育協力研究センター内

私たちのシンポ

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
TEL：052-789-2325
FAX：052-789-4902

http://cale.law.nagoya-u.ac.jp/kickoﬀseminar2012/
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