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Organizer : Organization for Regional and Inter-regional Studies
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小野記念講堂
November 21 (THU.) 2019　13:00－17:15
Ono Auditorium, Waseda University

2019 年11月21日（木）13:00-17:15

Program

開会の辞13:00-13:05

休 憩13:55-14:05

休 憩15:15-15:25

休 憩16:35-16:45 

全体討論：日本における「移民社会」の可能性16:45-17:15

基調報告：ステファーノ・バルトリーニ
                 （イタリア・シエナ大学）

13:05-13:55

14:05-15:15 セッション１：地域間共生のメカニズム

プログラム

①経済の視点：鍋嶋 郁（早稲田大学）
②政治の視点：吉野 孝（早稲田大学）
③教育の視点：黒田 一雄（早稲田大学）

15:25-16:35 セッション２：「移民社会」の現状と課題
①フランスの場合：鈴木 規子（早稲田大学）
②アメリカの場合：西山 隆行（成蹊大学）
③アジア諸国の場合：ファーラー・グラシア（早稲田大学）

Opening Remarks13:00-13:05

Break13:55-14:05

Break15:15-15:25

Break16:35-16:45 

General Discussion: The Possibility of an Immigrant Society in Japan16:45-17:15

Keynote Speech: Stefano BARTOLINI
                             (University of Siena, Italy)

13:05-13:55

14:05-15:15 Session 1: Mechanisms of Inter-regional Symbiotic Relationships
1. An Economic Perspective: Kaoru NABESHIMA (Waseda University)
2. A Political Perspective: Takashi YOSHINO (Waseda University)
3. An Educational Perspective: Kazuo KURODA (Waseda University)

15:25-16:35 Session 2: Current Status and Issues of Immigrant Societies
1. The Case of France: Noriko SUZUKI (Waseda University)
2. The Case of the United States: Takayuki NISHIYAMA (Seikei University)
3. The Case of Asia: Gracia LIU-FARRER (Waseda University)

 Towards Inter-regional Symbiotic Relationships
地域間の共生に向けて

小野記念講堂

Neither fee nor registration required

The 5th International Symposium of Organization for Regional and Inter-regional Studies (ORIS) , Waseda University
早稲田大学 地域・地域間研究機構  第5回 国際シンポジウム

（敬称略）

かおる

会　場



　地域・地域間研究機構は、発足以来、「和解の多様性を探る」（2015年度）、「グローバリゼーションの進展と新しい世界ルールづく

り」（2016年度）、「反グローバリズムを超えて」（2017年度）、「新グローバル秩序を考える新たな視点」（2018年度）という４回の国

際シンポジウムを開催し、西欧諸国発の経済グローバリゼーションとそれの浸透に伴って非西欧地域で発生した軋轢を中心に、地域

間関係を多面的に研究してきた。また、日本では、2018年12月に出入国管理法および難民認定法が改正され、特定技能２号という熟

練技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格が新設され、特定技能２号外国人の配偶者および子に対し在留資格を付与す

ることを可能とする規定が整備された。しかしながら、日本ではこれらのいわば「潜在的移民」を一定期間滞在後に帰国する外国人労

働者と位置付け、こうした「移民」の受け入れにどのような問題があり、どのような準備が必要なのかが必ずしも十分に理解されてい

ない。そこで、機構が設置された５年目にあたる2019年度は、これまでの研究の中間報告として、「地域間の共生に向けて」というタイ

トルで国際シンポジウムを開催する。

　基調報告では、欧米諸国を事例に、現在進行している地域間共生の現状，発生している課題点、検討すべき課題を説明し、全体として

のシンポジウムの内容と議論の方向を明らかにする。

　セッション１では、『地域間共生のメカニズム』というタイトルのもとで、経済、政治、教育の視点から、それぞれどのような共生のメ

カニズムが想定され、どのような共生の仕組みが考案されてきたのかが分析される。経済では、移民が受け入れ国の労働市場や経済

システムの中にどのように組み込まれるのかが主要な論点であり、政治では、同化政策から多様性重視政策への変化に焦点が合わせ

られる。教育では、各国の個別事例と共に国際連合の方針や国際協力プログラムに焦点が置かれる。

　セッション２では、『「移民社会」の現状と課題』というテーマで、フランス、アメリカ，アジア諸国を事例に、移民受け入れの現状と課題

が比較的に検討される。各国・地域における移民の受け入れ政策の歴史・目的・特徴についてだけでなく、移民の受け入れのコミュニ

ティへの貢献や教育・社会保障コストについても分析される。

　最後に、全体討論で、日本における「移民社会」の可能性が議論される。

第5回  国際シンポジウム

「地域間の共生に向けて」

The 5th  International Symposium
 Towards Inter-regional Symbiotic Relationships

  Since its inception, the Organization for Regional and Inter-regional Studies (ORIS) has hosted four international symposiums: 
“Understanding the Diversity in Reconciliations” (2015), “Progress of Globalization and the Creation of New World Rules” (2016), 
“Beyond Anti-globalism” (2017) and “New Perspectives on Global Order” (2018). It has conducted multifaceted research into inter-
regional relationships, with a focus on the emerging trend in Western countries towards economic globalization and the subsequent 
conflicts in the regions other than Western Europe. In Japan, the Immigration Control and Refugee Recognition Act was amended 
in December 2018, and a new status of residence, called Special Skills No. 2, was set for the foreigners engaged in the categories 
of business that require expert skills. Also, a regulation was established, enabling the granting of residence status to the spouses 
and children of the foreigners with Special Skills No. 2. However, in this country they view such “potential immigrants” as foreign 
workers returning home after a certain period of stay; it still remains uncertain whether they fully understand what problems accept-
ing these “immigrants” could entail and what preparations have to be made for the purpose. In 2019, the fifth year of its establish-
ment, ORIS is holding another international symposium titled “Towards Inter-regional Symbiotic Relationships”, with the objective of 
making an interim report with regard to the results of its previous studies.
  The keynote speech, taking Western countries as an example, will give a clear account of the current situation concerning the 
development of inter-regional symbiotic relationships, the issues resulting from it and the tasks to be examined, before clarifying the 
contents of the symposium and the direction for discussions.
  Session 1, titled “Mechanisms of Inter-regional Symbiotic Relationships”, will be devoted to analyzing the kinds of symbiotic 
mechanism in terms of economic, political and education. As for the problem of economic support, the main issue will be how immi-
grants are integrated into the labor market of the host country and its economic system, while the major agenda item in politics will 
be the shift of policy from assimilation to diversity orientation. In connection with education, the key emphasis will be on the policies 
for international collaboration and cooperation programs, based on the individual cases in each country.
  Session 2, on the theme of “Current Status and Issues of Immigrant Societies”, will be dedicated to a comparative review of the 
present situation regarding the acceptance of immigrants and the relevant issues, in reference to the cases in the US, France, and 
Asian countries. In addition to the history, objectives and characteristics of immigration policies in each country and region, it will 
analyze the contribution of immigrants to the relevant community and the cost of education and social security involved.
  Finally, a general discussion will be held on the topic of the possibility of an immigrant society in Japan.  
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