オーストラリア学会 2017 年度全国研究大会のご案内
開催日： 2017 年 6 月 17 日（土）
・18 日（日）
会場：

成城大学

（〒157-8511 東京都世田谷区成城 6-1-20）

＊交通アクセス・キャンパス案内は、5 - 6 ページをご参照ください。

１． 2017 年度全国研究大会スケジュール
第 1 日目

6 月 17 日（土）

10:00～12:30

理事会 (3 号館 4 階 共用研究室 Room 3401)

13:00

受付開始 (3 号館 1 階ピロティ)

13:30

開会セレモニー（3 号館地下 1 階
司会

003 教室）

佐和田敬司（オーストラリア学会副代表理事・早稲田大学）

開会挨拶

鎌田真弓（オーストラリア学会代表理事・名古屋商科大学）

開催校挨拶

戸部順一（成城大学学長）

オーストラリア大使館・豪日交流基金よりご挨拶
14:00～14:45

特別講演（豪日交流基金助成）（3 号館地下 1 階 003 教室）※同時通訳あり
“Culture, Class, Distinction: Cultural Preferences and Participation in Australia”
デイヴィド・カーター（東京大学アメリカ太平洋地域研究センター客員教授／クィー
ンズランド大学教授）

15:00～17:30

豪日交流基金（ＡＪＦ）助成企画「Japan and Australia: What Can We Do for Global
Platform?」
（その１）“Transformation or Evolution?: 10 Years after the Japan-Australia Joint
Declaration of Security Cooperation” （3 号館地下 1 階
時通訳あり
報告者： アンドリュー・オニール (グリフィス大学)
シロー・アームストロング(オーストラリア国立大学)
討論者： 菊池努（青山学院大学）
クリストファー・ポカリエ（早稲田大学）
司会：

福嶋輝彦（防衛大学校）

質疑応答
18:00～19:30

□ 第 2 日目

懇親会(3 号館 1 階学生ホール)

6 月 18 日（日）

9:15

受付開始 （3 号館 1 階ピロティ）

9:30～12:00

一般個別研究報告・テーマセッション

9:30～12:00

第一分科会（3 号館 2 階 321 教室）
1

003 教室） ※同

9:30～12:00

第二分科会（3 号館 2 階 322 教室）

12:00～13:00

昼食休憩 3 号館 1 階 (311・312 教室)／理事会（3 号館 4 階 共用研究室 Room 3401)

13:15～13:45

総会（3 号館地下 1 階 003 教室）

14:00～16:50

豪日交流基金（ＡＪＦ）助成企画「Japan and Australia: What Can We Do for Global
Platform?」
(その２）

「グローバル化する日豪関係と人材育成：大学はグローバル人材をどう育

て、アジア太平洋地域とどう連携すべきか」
（3 号館地下 1 階

003 教室）

基調講演：

木畑洋一（成城大学 前国際センター長、東京大学名誉教授）

パネリスト：

木畑洋一（成城大学 前国際センター長、東京大学名誉教授））
青木麻衣子（北海道大学）
大庭三枝（東京理科大学）
ポール・ハリス（オーストラリア大使館）

司会：

永野隆行（獨協大学）

質疑応答
16:55

閉会挨拶

◆ 出欠：全国研究大会参加の有無にかかわらず、同封の返信用はがきに必要事項をお書き込みのうえ、
5 月 31 日（水）までに届くようにご投函ください。
◆ 昼食：キャンパス内では、17 日（土）には学生食堂（本部棟 1 階）が 午前 11 時から午後 1 時 45
分まで営業しております。18 日（日）にはキャンパス内の食堂は営業しませんので、ご自身で昼食をお
持ちください。
◆ 懇親会：懇親会費は 5,000 円（学生会員 4,000 円）を予定していますが、多少変動することがある
かもしれませんので、その節はご容赦ください。懇親会費は当日大会受付で申し受けます。なお、懇親
会への参加は、必ず同封の返信用はがきでお知らせくださるようお願いいたします。
※『豪日交流基金（ＡＪＦ）助成企画 Japan and Australia: What Can We Do for Global Platform?（その
１）、（その２）』は、豪日交流基金によりオーストラリア政府外務貿易省の助成を受けています。また、
本大会開催にあたっては成城大学からもご支援をいただいております。
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2. 2017 年度オーストラリア学会特別講演・豪日交流基金（AJF）助成企画 Japan and Australia:
What Can We Do for Global Platform?その１、その２ 概要

特別講演
“Culture, Class, Distinction: Cultural Preferences and Participation in Australia”
Professor David Carter
David Carter is Professor of Australian Literature and Cultural History at the University of Queensland
and a fellow of the Australian Academy of the Humanities. His books include Dispossession, Dreams
and Diversity: Issues in Australian Studies and Always Almost Modern: Australian Print Culture and
Modernity, and as editor Making Books: Contemporary Australian Publishing, The Ideas Market, and
Culture in Australia. He is a contributor to The Cambridge History of Australia, The Cambridge History
of Australian Literature, and The Routledge Handbook of the Sociology of Art and Culture. He has been
President of the International Australian Studies Association, a board member of the Australia-Japan
Foundation, and manager of the Australian government’s Australian Studies in China program. His
present position as Visiting Professor of Australian Studies in the Center for Pacific and American
Studies at Tokyo University is his second term in that role.

This paper will report on the results of a large-scale survey of Australian cultural tastes, preferences
and participation conducted by a cross-institutional team as part of the Australian Cultural Fields
research project, supported by the Australian Research Council. The survey and subsequent analyses
can be lined back to earlier Australian and UK studies – Accounting for Tastes: Australian Everyday
Cultures (1999) and Culture, Class, Distinction (2009 – and like them it traces its lineage back to
Pierre Bourdieu and in particular his major work, Distinction (1984), through what is by now an
extensive critical literature.

Australia prides itself on its democratic culture and social values, its high levels of literacy, and its
commitments to a national culture and national cultural institutions. But just how widespread is
access to or participation in cultural activities in Australia? How widely are tastes and levels of
participation shared, or alternatively to what extent and in what ways are they divided by class,
gender, capital, place of residence and other key social variables?

The paper will focus in particular on the fields of books and reading, art, and heritage.
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豪日交流基金（AJF）助成企画その１
Japan and Australia: What Can We Do for Global Platform?
“Transformation or Evolution?: 10 Years after the Japan-Australia Joint Declaration of Security
Cooperation”

2017 年は第 1 次安倍政権の下で、日豪安保共同宣言が声明されてから 10 周年を迎える。この間日豪
間の安全保障協力は著しい発展を遂げただけでなく、2014 年には経済連携協定も締結され、伝統的な貿
易分野でも関係は大きく前進した。日豪両国が締結を望んでいた環太平洋パートナーシップ（TPP）協
定は頓挫したものの、第 2 次安倍政権とターンブル保守連合政権は、トランプ政権が登場した国際環境
の下で密接な連携を取っていく姿勢を保っている。本シンポジウムは、こうした過去 10 年間の日豪関係
の進展が、日豪安保共同宣言を契機にそれ以前の経済中心の関係から大きな変貌を遂げたのか、それと
も永年蓄積されてきた日豪協力の実績の上に発展してきたのか、という問いを投げかける。そこでグリ
フィス大学のアンドルー・オニール教授に外交・安全保障分野について、オーストラリア国立大学のシ
ロー・アームストロング博士に経済分野について、基調報告をお願いし、それらに対して青山学院大学
の菊池努教授と早稲田大学のクリストファー・ポカリエ教授からコメントをいただき、活発な議論を喚
起したい。
（企画担当者：福嶋輝彦会員）

豪日交流基金（AJF）助成企画その２
Japan and Australia: What Can We Do for Global Platform?
日豪におけるグローバル人材育成とアジア太平洋地域の期待
～大学はどう人を育て、産業界などとどう連携したらよいのか～
オーストラリアと日本のグローバル人材育成戦略に関して、大学の役割、産業界などとの連携などに
着目しながら、これまでの取り組み、そこでの課題、そしてこれからの政策のあり方、アジア太平洋地
域の期待などについて、基調講演とパネル・ディスカッションを通じて考えたい。木畑洋一氏（成城大
学 前国際センター長、東京大学名誉教授）による基調講演では、グローバル人材育成戦略について、東
京大学、成城大学、さらには海外の大学でのご経験を通じて感じた、国際交流を取り巻く環境、政府の
政策的支援、産業界のサポートなどの変化について語っていただく。それに続くパネル・ディスカッシ
ョンでは、木畑氏、大庭三枝氏（東京理科大学工学部教授）
、ポール・ハリス氏（駐日オーストラリア大
使館教育・科学担当参事官）
、青木麻衣子会員（北海道大学国際連携機構国際教育研究センター）の 4 氏
に、
「日豪のグローバル人材教育の現状」
、
「日豪のグローバル教育政策の課題」
、
「企業活動と人材育成と
してのグローバル教育」の３つのテーマについて語っていただき、議論を進めたい。
（企画担当者：永野
隆行・花井清人会員）
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3. オーストラリア学会 2017 年度第２8 回全国研究大会 会場のご案内
交通アクセス
・大学へのアクセスについては大学 HP「交通アクセス」
（http://www.seijo.ac.jp/access/）をご覧下さい。
会場場所：
〒157-8511 東京都世田谷区成城 6-1-20

成城大学 3 号館

小田急線「急行」で新宿駅から「成城学園前」駅まで１５分。
「成城学園前」駅より、北口を出て徒歩 3
分。
※小田急線「急行」は停車しますが「快速急行」は通過となりますので注意してご乗車ください。
※駐車場はございませんので、ご来校の際には公共交通機関をご利用ください。
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