24号 付録

年表

「平和研究入門」年表
学長

学園長

※人事については平和学／平和研究入門担当教員についてのみ記載した ※キーワード、プログラムタイトル等は出典元の表記に準拠して記載した
年度

講義名

宇都宮信哉
（～１９７５）

シラバスからキーワード
（文言はシラバス表記通り）

担当教員

できごと

大学での平和関係プログラム

（１９７２）

５ ．沖縄返還
９ ．日中共同声明調印

（１９７３）

１0．千田夏光『従軍慰安婦“声なき
女”八万人の告発』刊行

（１９８２）

（１９８４）

１９８５．３ １００円ショップ固定店舗開
設

（１９８５）

８ ．中曽根首相、戦後の首相として
初の靖国神社公式参拝
―アメリカで「生物多様性」造語さ
れる

（１９８６）

４ ．男女雇用機会均等法施行

（１９８７）

真の平和や世界を創り出す目覚
めた女性を育成するという立学
の趣意に添った重要な科目のひ
とつ、新しい試み、広い意味での
平和研究

平和学

栗野鳳

１９８９

平和学

栗野鳳

（同上）

１９９０

平和学

栗野鳳

（同上）

村井資長

（１９７６～）秋田稔

１９８８

尾崎安
平和学

栗野鳳

カント『永遠平和のために』を
購入し、熟読することを推奨

栗野鳳

１９９２

平和研究入門

大日向雅美

テキスト：カント『永遠平和の
ために』（今までに個人が生み
出した案として最も優れた「永
久平和論」）、国籍と戸籍、差別と
人権、差別と偏見、女性の視点、
平和を考える意義とその落し
穴、マイノリティ

内海愛子

内海愛子

１９９３

平和研究入門

宮治一雄
大橋正明

開発、差別と偏見、地域紛争、途
上国、マイノリティ

石井摩耶子（後期）

経済格差、国連、差別・偏見、被
爆者と差別、部落差別、本学の教
育理念のひとつ「国際理解と平
和 」に つ い て 多 角 的 に 紹 介、
NGO、ODA、PKO
（９５年度シラバ
スに記載）

平和研究入門

１９９５

平和研究入門

大橋正明（オムニバス形式）
（石井・森山・内海・川島・
宮治・荒井・学生・卒業生
・学外からの講師ほか）

沖縄戦、ガザのろう学校、国連、
差別、障害、太平洋戦争、部落、紛
争、NGO、PKO
（９６年度シラバ
スに記載）

１９９６

平和研究入門

大橋正明（オムニバス形式）
（石井・本間・李省展・内
海・宮治・川島・森山（恵
泉女学園高校）・学外から
の講師ほか）

ＷＷＩ、ＷＷⅡ、アジア、国連、
PKO、南北問題、障害、食、阪神
大震災、エイズ、沖縄戦、地域紛
争（９７年度シラバスに記載）

１９９７

平和研究入門

荒井献

１９９４

大橋正明（オムニバス形式）
（荒井・石井・川島・篠原・
蓮見・本間・宮治・学外か
らの講師ほか）

川田殖
１９９８

大学のできごと、
学科変遷、人事

大学入学者数
（）は定員

１0．アウシュビッツ強制収容所を
世界遺産リストに登録
８ ．鶴見良行『バナナと日本人』刊
行

（１９７９）

１９９１

※☆印はノーベル平和賞

平和研究入門

大橋正明（オムニバス形式） ９６年度と大体同様

内海愛子（前期、後期）

アジア、アジア太平洋戦争下の
子ども、外国人移民問題、核、ジ
ェンダー、従軍慰安婦、戦争と平
和、多文化社会、南北格差、人間
の安全保障、紛争、平和を創る、
民族問題、NGO

12．パレスチナで第一次インティ
ファーダ発生
―欧州フェアトレード協会（ＥＦ
ＴＡ）設立
４ ．村井吉敬『エビと日本人』刊行
８ ．アルカイダ組織される
１１．気候変動に関する政府間パネ
ル設立
１１．オランダでフェアトレード・
ラベルがつくられる
１９８９．１ 昭和天皇没
☆ 国際連合平和維持軍
６ ．天安門事件
１１．ベルリンの壁崩壊
１１．国連人権委員会「子どもの権利
条約」採択
１２．マルタ会談（冷戦終結）
１９９０．１ 韓国ハンギョレ新聞に「挺
身隊『怨念の足跡』取材記」掲載
☆ ダライ・ラマ１４世
８ ．イラク、クウェート侵攻
１９９１．１ 湾岸戦争始まる
☆ ミハイル・ゴルバチョフ

１０．新キャンパス委員会・教育計画委員会
設置を理事会で決定
１０．多摩市南野の土地・町田市小野路の土
地購入を理事会で決定
１９８５．２「恵泉」３４８号にて新キャンパス委員
会（理事会）計画の公表
１９８５．３ 多摩キャンパス用地、住宅都市整備
公団と譲渡契約を取り交わす
４ ．幸田三郎新キャンパス建設準備室長就
任
４ ．新キャンパス建設準備室発足
９ ．多摩キャンパス起工式
１９８６．２ 新キャンパス建設事業募金始まる
６ ．多摩キャンパス定礎式
１０．短期大学英文科移転
１１．英文科多摩校舎献堂式
内海愛子新任（短大）
４ ．大学校舎新築起工式
１２．恵泉女学園大学設置認可
石井摩耶子新任
大日向雅美新任（講義開始は１９８９年）
１１．５ 恵泉デー多摩フェスティバル 公開講座「タイ語で知るタイの文化 栗野鳳新任
と社会」望月賢一郎（短大主催）
１１．５ 恵泉デー多摩フェスティバル 個展「タイ国の人々と生活」望月賢一 ４ ．恵泉女学園大学開学、第一回入学式
郎（短大主催）
６ ．恵泉女学園大学開学・献堂式
１１．第一回恵泉デー多摩フェスティバル
１２．大学信和会発足
６．１５ 多目的アワー タイ障害児絵画展・講演会 佐竹庸子
４ ．教職課程（国語・英語）を新設
１１．４ 恵泉デー多摩フェスティバル 公開講座「タイの少数民族の人々― ４ ．多目的アワー始まる
その生活と文化―」望月賢一郎（短大主催）
１１．日本平和学会１９８９年度秋季研究大会、恵
泉女学園大学にて開催

１９９名
（１６０名）

１１.10 恵泉デー多摩フェスティバル 公開講座「タイ国の文化・宗教・言
語に見る特徴」望月賢一郎（短大主催）
１０．２５ 多目的アワー「共に生きるこれからの世界」李仁夏（在日大韓基督
教会川崎教会牧師）

２２７名
（１６０名）

８ ．元慰安婦が名乗り出る
５．３０ 多目的アワー 礼拝「美しさと平和」斎藤和明（国際基督教大学教授）
１２．元慰安婦、日本政府を相手に損
６．１３ 多目的アワー「子供の人権について」伊従直子（レリヌ・メルセス
害賠償訴訟を起こす
宣教女会会長）
１９９２．３ 恵泉女学園大学第一回卒業式
―湾岸戦争で米軍が劣化ウラン弾
６．２７ 多目的アワー「湾岸戦争後の中東パレスチナ問題」立山良司（中東
を使用
経済研究所主任研究員）
☆ アウン・サン・スー・チー
１９９３．３ 栗野鳳退職
１９９２．１０―１９９３．３ 石井摩耶子研修（十九世紀
６ ．リオデジャネイロで環境と地
後半の東アジアにおけるイギリス資本の
球に関する国連会議（地球サミ
活動）
ット）開催、気候変動枠組条約
採択
１０．１５ 多目的アワー「今後の日中関係とアジアの将来」金連縁
１９９１年大学審議会は「大学教育の改善につ
６ ．国連平和維持活動等に対する １１．７ 恵泉デー多摩フェスティバル「環境問題を考える―模擬アメリカ議
いて」答申を行い、大学設置基準の大綱化
協 力 に 関 す る 法 律（PKO 協 力
会公聴会」原剛（毎日新聞論説委員・科学部長）（蓮見博昭ゼミ主催）
と自己点検・評価システムの導入等を提
法案）成立および国際緊急援助
言した。これを受けて、規制は大幅に緩和
隊派遣法改正
され（一般教育、専門教育、外国語、保健体
☆ リゴベルタ・メンチュウ
育の科目区分の廃止等）、各大学による多
様で特色あるカリキュラムの編成が可能
となった。
大橋正明新任
８ ．慰安婦関係調査結果発表に関
宮治一雄新任
する河野内閣官房長官談話
８ ．パレスチナ暫定自治協定（オス ５．２７ 多目的アワー「変わるベトナム」古田元夫（東京大学教授）
１９９３．４― ９ 石井摩耶子研修（十九世紀後半
ロ合意）
７．１ 多目的アワー「いのちの養われる世界に向けて小さな守りから大き
の東アジアにおけるイギリス資本の活
１２．国連総会で女性に対する暴力
な守りへ」安田治夫（牧師）
動）
の撤廃に関する宣言採択
１１．１１ 多目的アワー「再読『きけわだつみのこえ』」尾崎安
１９９３．９―１９９４．３ 内海愛子研修（第二次世界
☆ ネルソン・マンデラ、フレデリ
大戦における日本の俘虜政策と戦争裁
ック・デクラーク
判）
９．２６ 多目的アワー「途上国への医療派遣医として」山田たか子
１１．５ 恵泉デー多摩フェスティバル 公開講座「雲南省のタイ民族文化に
４ ．ルワンダ虐殺
ついて～西双版納タイ族自治州を訪ねた経験にもとづき～」望月賢一
４ ．日本「子どもの権利条約」批准
郎
６ ．松本サリン事件
１９９４．４―１９９４．９ 内海愛子研修（アジア太平
１１．５ 恵泉デー多摩フェスティバル特別企画「平和トーク いま、私はど
１２．原爆被爆者援護法制定
洋戦争期における日本の俘虜政策と戦争
こに？そして何を？」（平和学担当教員・学生有志共催）話題提供：内
―パレスチナ自治開始
裁判）
海愛子 学生：郭昭恵・金恵順・赤松結希・金力陽子・吉沢美穂 司
１９９５．１ 阪神淡路大震災
会：大橋正明・田中紀子（学生）討論者：石井摩耶子・篠原初枝・宮
１９９５．３ 地下鉄サリン事件
１９９５．１ 恵泉女学園大学人文学会設立
治一雄
☆ ヤーセル・アラファート、イツ
１１．５ 恵泉デー多摩フェスティバル 裵昭（ペソ）氏写真展「戦後５０年」（主
ハク・ラビン、シモン・ペレス
催ピニシ）
１１．１０ 多目的アワー「私の中の日本、アジア、欧米」荒松雄
７ ．女性のためのアジア平和国民
基金（アジア女性基金）設置
６．２ 多目的アワー「（タイトル不明）
」高橋一（JOCS カンボジア派遣プノ
「償い事業」実施
李省展新任（短大）
ンペン事務所前代表）
８ ．村山内閣総理大臣談話
１１．５ 恵泉デー多摩フェスティバル特別企画「平和トーク―私たちの戦
１２．育児休業法改正、育児・介護休
1995．4―1996．3 大日向雅美研修（北欧諸国
争観」報告：赤松結希（学生）コメント：塩沢美代子・篠原初枝 司会：
業法成立
及びアメリカにおける育児支援政策とそ
宮治一雄・徳江さやか（学生）（泉会・平和学担当教員有志共催）
―NATO 軍、ボスニア・ヘルツェ
の実効性）
１１．１１ 第一回人文学会 シンポジウム「戦後５０年と恵泉のあゆみ」中村妙
ゴビナ紛争で劣化ウラン弾使
子（翻訳家）・一色義子・松木信（教員）・徳江さやか（学生）司会：石井
用
６ ．韓国 新羅大学と協定締結
摩耶子
☆ ジョセフ・ロートブラット、パ
グウォッシュ会議
4 ．普天間基地の移設条件付返還
合意
４ ．日米安全保障共同宣言
１０．『恵泉アカデミア』創刊
１０．３ 多目的アワー「在日韓国人として生きる」金正美（学生）
１２．「新しい歴史教科書をつくる
１０．１７ 多目的アワー「性差別とキリスト教」荒井英子
会」発足
1997．3 タイ チェンマイ大学と協定締結
☆ カルロス・ベロ、ジョゼ・ラモ
ス＝ホルタ
小泉允雄新任
5 ．アイヌ文化振興法制定
５．２９ 平和文化研究所開所記念講演 「現場から見る民族紛争と平和」和
６ ．男女雇用機会均等法改正
田俊（ジャーナリスト）（平和文化研究所主催）
５ ．平和文化研究所開所
７ ．アジア通貨危機発生
１１．８ 恵泉デー多摩フェスティバル「男女雇用機会均等法改正を考える」 ５ ．情報・園芸・研究棟起工式
１２．京都議定書採択
報告：佐々木栄（（株）ディスコ調査課長）・上田晶美（ハナマルキャリ ６ ．アメリカ ノースウェスタン・カレッ
☆ 地雷禁止国際キャンペーン、ジ
アコンサルタント）・村上奈美（卒）・大沼恵美子 司会：蓮見博昭・
ジと協定締結
ョディ・ウィリアムズ
佐藤香織（学生）（平和文化研究所・学生有志共催）
１２．国際社会文化学科及び編入学定員等認
可
古沢希代子新任
１９９９．１ 欧州統一通貨「ユーロ」導
５．１６ 開学十周年・国際社会文化学科開設記念式典記念講演 「国際平
入
1９98.9―１９９9.８ 大橋正明研修（南アジアに
和をどう創るか―民族紛争・宗教対立の現実をふまえて―」明石康（広
☆ ジョン・ヒューム、デヴィッド
おける農村及び社会開発と NGO の動向）
島市立大平和研究所所長）
・トリンブル
※１９９９.４― ５ 国際赤十字の一員としてア
ルバニアにおいてコソボ難民救援活動

1

２１２名
（１６０名）

２２８名
（１６０名）

２２３名
（２００名）

２２３名
（２００名）

２２２名
（２００名）

２４１名
（２００名）

２４４名
（２００名）

２３６名
（２００名）

６０１名
（５００名）

学長

学園長

年度

１９９８

川田殖
１９９９

荒井献
２０００

２００１

２００２

石井摩耶子
２００３

講義名

担当教員

平和研究入門

石井摩耶子（前期、後期）

平和研究入門

古沢希代子（前期、後期）

平和研究入門

小泉允雄（前期、後期）

平和研究入門（ １ ）

宮治一雄（前期）

平和研究入門（ ２ ）

宮治一雄（後期）

平和研究入門

内海愛子（前期、後期）

平和研究入門

宮治一雄（前期）

平和研究入門

大橋正明（後期）

平和研究入門

石井摩耶子（前期、後期）

平和研究入門

古沢希代子（前期、後期）

平和研究入門

小泉允雄（前期、後期）

平和研究入門

古沢希代子（前期、後期）

平和研究入門

大橋正明（後期）

平和研究入門

内海愛子（前期／後期）

平和研究入門

石井摩耶子（前期）

平和研究入門

宮治一雄（前期／後期）

平和研究入門ａ

古沢希代子（春学期）

平和研究入門ｂ

古沢希代子（秋学期）

平和研究入門ａ

内海愛子（春学期）

平和研究入門ｂ

内海愛子（秋学期）

平和研究入門ａ

上村英明（春学期）

平和研究入門ｂ

上村英明（秋学期）

平和研究入門ｂ

李省展（秋学期）

平和研究入門ａ
平和研究入門ｂ
平和研究入門ａ
平和研究入門ｂ
平和研究入門ａ
平和研究入門ｂ
平和研究入門ａ
平和研究入門ｂ

古沢希代子（春学期）
古沢希代子（秋学期）
李省展（春学期）
李省展（秋学期）
内海愛子（春学期）
内海愛子（秋学期）
上村英明（春学期）
上村英明（秋学期）

平和研究入門ａ・ｂ

宮治一雄（春／秋学期）

大口邦雄

平和研究入門ａ・ｂ

上村英明（春／秋学期）

平和研究入門ａ・ｂ

金敬黙（春／秋学期）

平和研究入門ａ・ｂ
２００４

平和研究入門ａ・ｂ

大口邦雄

平和研究入門ａ・ｂ

２００５

２００６

２００７

木村利人
２００８

松下倶子
２００９

平和研究入門ａ
平和研究入門ｂ
平和研究入門ａ
平和研究入門ａ
平和研究入門ａ
平和研究入門ｂ
平和研究入門Ⅰ／
平和研究入門ａ
平和研究入門Ⅱ／
平和研究入門ｂ
平和研究入門Ⅰ／
平和研究入門ａ
平和研究入門Ⅰ／
平和研究入門ａ
平和研究入門Ⅰ／
平和研究入門ａ
平和研究入門Ⅱ／
平和研究入門ｂ
平和研究入門Ⅰ／
平和研究入門ａ
平和研究入門Ⅱ／
平和研究入門ｂ
平和研究入門Ⅰ／
平和研究入門ａ
平和研究入門Ⅰ／
平和研究入門ａ
平和研究入門Ⅱ／
平和研究入門ｂ

大学での平和関係プログラム

大学のできごと、
学科変遷、人事

大学入学者数
（）は定員

１１．７ 恵泉デー多摩フェスティバル特別企画 平和トーク「ASIA NOW ～
インドネシア経済危機と人々の生活」
Part １ ：座談会「インドネシア経
済危機と人々の生活」 報告：Indonesia Concern（インドネシア人に
よる緊急援助グループ）司会：宮治一雄 コメンテーター：小泉充雄
・古沢希代子・成毛美也子（学生・Indonesia Concern メンバー）・北
川希（学生）通訳：松野明久（大阪外語大助教授）（後援：人文学会）

５ ．開学十周年記念式典・国際社会文化学
科開設記念式典
５ ．Ｊ棟献堂式

６０１名
（５００名）

６ ．男女共同参画社会基本法施行
８ ．国旗及び国歌に関する法律制
アジア、アジア太平洋戦争下の
定
子ども、アフリカの飢餓、アラブ
８ ．東ティモールで国連主導住民
短期大学英文学科廃止
・イスラム紛争、核と人間、国際
６．９ 平和文化研究所公開講演会「コソボ難民と国際赤十字」大橋正明
投票実施
恵泉デー多摩フェスティバルを多摩フェス
刑事裁判所、従軍慰安婦、女性へ
１１．６「YWCA パレスチナ派遣報告会」報告：吉野都（看護師・恵泉大卒
９ ．東海村 JCO 臨界事故
ティバルへ名称変更
の組織的暴力、戦争と日本人、占
・日本Ｙ）
・吉岡紀子（日本Ｙ）
・大村朝子（東京Ｙ） コメンテーター：
12．普天間基地の移転先を辺野古
領、第三世界、地域紛争、パレス
石井摩耶子
沖と閣議決定
４ ．短期 FS 始まる
チナ問題、民族問題、ルワンダ虐
―NATO 軍、コソボ紛争で劣化ウ
殺、NGO、ODA
ラン弾使用
☆ 国境なき医師団

６００名
（５００名）

アジア、インド・パキスタン紛
争、核兵器廃絶、差別・偏見、従
軍慰安婦、女性への組織的暴
９ ．第 ２ 次インティファーダ始ま
力、戦争と女性への暴力、戦争に
１１．４― ５ 多摩フェスティバル 講演会「ストリートチルドレン」
る
まきこまれた市民、チェチェン
１１．４ 多摩フェスティバル「ビルマの民主化運動について（仮）」
☆ 金大中
紛争、南北格差、東ティモール・
コソボ、日の丸と君が代、ルワン
ダ虐殺

５１７名
（４８１名）

環境、キリスト教平和論、近世・
近代・現代の戦争、従軍慰安婦、
女性への暴力、人権の世紀、先住
民族、戦争がおこるメカニズ
ム、戦争と弱者、マイノリティ、
ルワンダ虐殺、２０世紀の戦争と
平和への取り組み

できごと

８．小泉首相靖国神社公式参拝
９．日本で BSE 発生
５．１２ 大学院開設記念シンポジウム「生活者の視点から環境と開発を考え
９．１１アメリカ同時多発テロ発生
る」鬼頭秀一（東京農工大学教授）・黒坂三和子（世界資源研究所上席研
１０．アメリカ、アフガニスタン空爆
究員）・大橋正明 司会：石井摩耶子
１１．テロ対策特別措置法制定、イン １１．１0 多摩フェスティバル 大学院開設記念国際シンポジウム「アジアに
ド洋に自衛隊を派遣
おけるジェンダー研究の最前線―戦争、暴力、正義：変革の主体として
―If the world were a village of
の女性」パネリスト：ウルワシ・ブタリア（インド・フェミニズム関係
100 people が世界で広まる（『世
出版社創設者）・メラニ・ブティアンダ（インドネシア・インドネシア
界がもし１００人の村だったら』日
大教員）・ニーラム・ホセイン（パキスタン・フェミニズム関係出版資
本語版１２月刊行）
料センター）・内海愛子 司会：古沢希代子
☆ 国際連合、コフィ―・アナン

内海愛子（春学期）
内海愛子（秋学期）
堀芳枝（春学期）
上村英明（春学期）
高橋清貴（春学期）
高橋清貴（秋学期）

先住民族、戦争の構造的問題、紛
争、地球環境、難民、日常の暴
力、メディアリテラシー、９．１１
テロとアフガニスタン戦争、２０
世紀が残した平和の課題

堀芳枝（春学期）
上村英明（春学期）
高橋清貴（春学期）
堀芳枝（春学期）

平和研究入門Ⅰ

高橋清貴（春学期）

平和研究入門Ⅰ

上村英明（春学期）

平和研究入門Ⅰ

李泳采（春学期）

平和研究入門Ⅰ

楊志輝（春学期）

平和研究入門Ⅱ

堀芳枝（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

高橋清貴（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

李泳采（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

楊志輝（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

楊志輝（秋学期）

堀芳枝（春学期）

上村英明新任
堀芳枝新任
大学院人文学研究科新設
短期大学を園芸短期大学へ名称変更
５ ．新学科・大学院開設記念式典
５ ．チャペル献堂式
１１．第 １ 期、第 ２ 期卒業生リユニオン

１１．１ 大学創立１５周年記念公開講演「女性は平和好きなのか」ノーマ・フ
５ ．個人情報の保護に関する法律
ィールド（シカゴ大学教授 東アジア言語文化学科長）（１５周年記念委
制定
員会主催）
７ ．イラク人道支援特別措置法制 １１．７― ８ 大学院設立 ３ 周年記念国際シンポジウム「世界平和とキリスト
定
教の功罪―過去と現在」基調講演：「『正義の戦争』の理論とカトリック
１１．駐イラク外交官 ２ 人死亡
教会の動向」ハンス・ユーゲン・マルクス
（南山大学長）「支配する神：
12．自衛隊イラク派遣始まる
使える神」鈴木伶子（日本基督教協議会議長）「戦争における罪の意識
―アジア各地で鳥インフルエンザ
をいかに継承するか」野田正彰（京都女子大教授） シンポジウム（多
流行
摩フェスティバルティバル）：パネリスト：バーバラ・ブラウン・ジ
―イラク戦争、米軍劣化ウラン弾
ークムンド（同志社大教授）・レスリー・Ｅ・バウゾン（フィリピン大
使用
教授・筑波大客員教授）・李仁夏（在日大韓教会元老牧師）・荒井献及
☆ シーリーン・エバーディー
び基調講演者 ３ 名 モデレーター：蓮見博昭（主催：大学院 共催：
大学人文学会・平和文化研究所）

新しい歴史教科書、エビ、在日朝
鮮人、残留した朝鮮人、植民地支
配、地雷撤去、朝鮮人台湾人戦
犯、バナナ、野菜、靖国問題、歴史
認識、劣化ウラン弾

６ ．米下院で従軍慰安婦問題の対
１１．１１ 多摩フェスティバル 恵泉女学園大学特色 GP 体験学習国際シンポ
日謝罪要求決議
ジウム「海外体験学習における受入側のインパクト」長期 FS 受入側報
７ ．サブプライムローン問題によ
告：ドゥシット・ドゥアンサー（タイチェンマイ大長期 FS 責任者）
る世界金融不安拡大
・スマリーワナラット（タイ 元小学校教員） 短期FS受入側の報告：
２００８．１ 新テロ対策特別措置法成
アブー・バセッド（バングラデシュ 短期 FS の現地 NGO PAPRI 専
立
務理事）・白石文子（ドイツ ノルトライン・ヴェストファーレン州立
２００８．３ 海上自衛隊がインド洋上
言語研究所） パネルディスカッション・質疑応答コーディネーター：
での給油活動再開
和栗百恵（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター特任講師）
☆ 気候変動に関する政府間パネ
（人間社会学部体験学習 CSL・FS 委員会主催）
ル、アル・ゴア

１１．６ 多目的アワー ２００８年グローバルな目を研ぎ澄ます第 １ 回「TIC
AD、G 8 の年にアフリカを考える：西アフリカで聞いた人びとの声、
見たイニシアティブ―セネガルを中心に―」楠田一千代（アフリカ日本
協議会（NGO）理事）（平和文化研究所主催）
１１．８ 多摩フェスティバル ２００８年度大学院人間社会学研究科主催国際
シンポジウム「アジアにおける民主化と宗教 Religions and Democra
tizations in Asia」議題提供：「韓国における宗教と民主化」曺喜昖
（韓
国聖公会大教授）「リベラル・ムスリムと民主化」Ａ・ソブール（AMAN
事務局長）「タイにおける女性と市民活動」Ｄ．ウサ（タイ・チェンマイ
アジアのくらし、アフリカ、エイ
大博士）討論：「『宗教間対話』への異なるパースペクティブ」川島堅二
ズ、格差、核兵器、環境、子ども、 １２．イスラエル軍による大規模軍
「複数の文脈に置かれるアジアの『女性』」浜田空（院卒） 総括：大
少年少女兵、女性、『世界がもし
事侵攻
橋正明 総合司会：高橋清貴
１００人の村だったら』、戦争の傷 ２００９．１ バラク・オバマ第４４代ア
１１．２７ 多目的アワー ２００８年グローバルな目を研ぎ澄ます第 ２ 回「アメリ
跡、中国残留孤児、フィリピン、
メリカ合衆国大統領に就任
カ合衆国大統領選挙をアジアはどう評価するか？」シンポジスト：蓮
フェアトレード、歴史教科書、歴 ☆ マルッティ・アハティサーリ
見博昭・楊志輝・李泳采 司会：上村英明 （平和文化研究所主催）
史認識、１００円ショップ
１２．１１ 多目的アワー ２００８年グローバルな目を研ぎ澄ます第 ３ 回「外国人
の人権は他人事だろうか？『世界人権６０周年』の年に考えること」金迅
野（川崎ふれあい館職員） （平和文化研究所主催）
２００９．１．８ 多目的アワー ２００８年グローバルな目を研ぎ澄ます第 ４ 回「２０１
０年『生物多様性条約』締約国会議（COP１０）への取り組みについて」道
家哲平（財団法人日本自然保護協会保全研究部国際担当）（平和文化研
究所主催）
２００９．１．１５ 多目的アワー ２００８年グローバルな目を研ぎ澄ます第 ５ 回「戦
後補償と平和学」内海愛子（平和文化研究所主催）
６．１４ 多目的アワー ０９年度グローバルな目を研ぎ澄ます第 １ 回「李明博
政権と韓国の民主化と人権」韓洪九（韓国聖公会大学教授・平和博物館
エイズ、感染症、憲法 ９ 条、公
建立推進委理事長）通訳：李泳采 司会：上村英明（平和文化研究所主
害、少年少女兵、消費者、女性へ
催）
の暴力、生活者、『世界がもし
５．３０―３１ スプリングフェスティバル チャリティ展示会「東ちづる 戦争
５ ．裁判員制度始まる
～』、戦後補償、対テロ、デート
とドイツ平和村の子どもたち～絵本『マリアンナとパル―シャ』展」
☆ バラク・オバマ
DV、東アジア・ドイツの戦争記
１１．７― ８ 多摩フェスティバル 展示会「初めて学ぶ『慰安婦』問題」（アク
憶、貧困と児童労働、靖国問題、
ティブミュージアム 女たちの戦争と平和資料館の特別展示の引越し
歴史認識、１００円ショップ
展示会） 同時映画開催「オレの心は負けてない」
（１１．７）解説：李泳采
１１．１３ 環境セミナー「メラニー・マレンさん来日講演会」（人間環境学
科主催）

2

３９９名
（４６２名）

２００１．５ 小泉允雄没

２００３．４―２００３．９ 内海愛子研修（太平洋戦争
期における民間人抑留政策について）
２００３．４―２００４．３ 李省展（アメリカ人宣教師
と朝鮮の近代教育）
2003.10―200４.9 古沢希代子研修（東テイモ
ールにおける国家予算のジェンダー論）

４５７名
（４０５名）

４７９名
（４０５名）

４ ．園芸文化研究所開所
2004．１ タイ パヤップ大学と協定締結

２００５．３ 古沢希代子退職

４４０名
（４０５名）

高橋清貴新任
園芸短期大学廃止
人間社会学部新設

４６２名
（４１０名）

５ ．第一回スプリングフェスティバル開催

２００７．３ 内海愛子退職
５．２０ スプリングフェスティバル シンポジウム「終戦後の沖縄・八重山
２００６．９―２００７．３ 大日向雅美研修（地域の育
６ ．男女雇用機会均等法改正
における人とモノの移動」（平和文化研究所主催）
アウシュビッツ、環境、原爆から
児力向上―人材養成とネットワーク形成
７ ．陸上自衛隊イラク撤退を完了 １１．４ 多摩フェスティバル 大学院２００６年度国際シンポジウム「アジアに
劣化ウラン弾へ、食の安全、女性
について―）
１２．教育基本法改正
おける多文化共生と平和のための市民社会の役割」シンポジスト：モ
への暴力、人権の世紀、戦後補
２００７．３ 女性のためのアジア平和
ヒゥディン・アフマッド（バングラデシュ）・アルバート・アレホ（フ
償、先住民族、対テロ、難民、バナ
８ ．「専門性をもった教養教育としての体
国民基金（アジア女性基金）解散
ィリピン）・クンダ・ディクシット（ネパール）・マリア・ハルティニ
ナとエビ、貧困と開発、紛争、１００
験学習（FS）」が文科省より「特色ある大
☆ ムハマド・ユヌス、グラミン銀
シ（インドネシア）・イ・シジェ（韓国）・澤井啓一・大橋正明（後援：
円ショップ
学教育支援プログラム（特色 GP）」に採
行
国際文化会館＆国際交流基金共催 アジア・リーダーシップ・フェロ
択される
ープログラム（ALFP））
２００７．２ キリスト教文化研究所開所

李泳采（春学期）
李泳采（秋学期）

４ ．長期 FS 始まる
１０．河井道メモリアルウィーク始まる
２００１．３ キリスト教センター発足

環境、キリスト教平和論、近世・
４ ．イスラエルによる武力攻撃激 １１．９ 多摩フェスティバル 恵泉女学園大学・大学院国際シンポジウム「国
近代・現代の戦争、従軍慰安婦、
化
際刑事裁判所の可能性と課題―紛争下の暴力を裁く国際期間の役割」
女性への暴力、人権の世紀、戦争
４ ．同窓会ホームカミングデーにおいて「恵
５ ．サッカーワールドカップ日韓
パネリスト：クラウス・クレス（ドイツ・ケルン大上級研究員）・ヴァ
がおこるメカニズム、戦争裁
泉女学園の高等教育の将来像 大学と園
共同開催
ヒダ・ナイナール（インド・ニューヨーク市立大で国際人道法を教える）
判、戦争防止、先住民族、ドイツ
芸短期大学との統合について」と題しフ
６ ．イスラエル、ヨルダン川西岸地
・東澤靖（弁護士）・前田朗（東京造形大教授）・寺中誠（アムネスティ
と日本の戦争処理の違い、ルワ
ォーラム開催
区で分離壁の建設始める
・インターナショナル日本事務局長）・内海愛子・古沢希代子・荒井
ンダ虐殺、２０世紀の戦争と平和
☆ ジミー・カーター
献・石井摩耶子 司会：斎藤小百合・上村英明
への取り組み

１０．３０ 多摩フェスティバル 大学院第 ４ 回国際シンポジウム「戦争と市民
古沢希代子（春／秋学期） エビと日本人、アジアの鳥イン ４ ．国立大学法人化
10．イラクの聖戦アルカイダ組織
―アジアで続く武力紛争に対して私たちは何をすべきか」パネリス
フルエンザ、食料自給率、女性へ
を名乗るグループが日本人青年
ト：李鍾元（立教大学大学院教授）・ジャムハリ（イスラム大イスラム
内海愛子（春／秋学期） の暴力、地球環境、難民、バナ
殺害
社会研究センター所長）・チャンドリカ・セパチ・コテゴータ（スリラ
ナ、ルワンダから東ティモー
２００５．２ 京都議定書発効
ンカ「女性とメディア共同体」共同代表他）・石井摩耶子 総合司会・
ル、冷戦、BSE、NGO
金敬黙（春／秋学期）
☆ ワンガリ・マータイ
コーディネーター：上村英明・大橋正明
内海愛子（春学期）
４ ．JR 福知山線脱線事故
環境とゴミ、グローバリゼーシ
８ ― ９ ．ガザ地区からイスラエル軍 １１．５ 多摩フェスティバル 大学院第 ５ 回国際シンポジウム「グローバル
内海愛子（秋学期）
ョン、原爆から劣化ウラン弾
と入植者が撤退、ガザ封鎖
化の中の国家・国境・ナショナリズムそして人権」シンポジスト：高
堀芳枝（春学期）
へ、子ども・女性への暴力、人権
開始
橋哲也（東京大学総合文化研究科教授）・辛淑玉（香科舎代表・明治大
の世紀、対テロ、難民、バナナと
上村英明（春学期）
２００６．１ ハマス政権発足
学客員教授）・村井吉敬（上智大学教授）・姜尚中（東京大学教授） コ
エビ、「不正」への憤りと闘い、
高橋清貴（春学期）
☆ 国際原子力機関、モハメド・エ
ーディネーター：李省展・上村英明・内海愛子
武器貿易、紛争、１００円ショップ
ルバラダイ
高橋清貴（秋学期）

平和研究入門Ⅰ

平和研究入門Ⅰ

シラバスからキーワード
（文言はシラバス表記通り）

４３６名
（４１０名）

李泳采新任
楊志輝新任（２００７．１０～）
２００７．５ 宮治一雄退職
４ ．大学院、人文学研究科に加え人間社会学
研究科新設
８ ．「教養教育としての生活園芸」が特色
GP に採択される
2008．３ 韓国 聖公会大学と協定締結

５ ．『恵泉女学園大学２０周年記念誌』発行

５５８名
（４１０名）

４４４名
（４１０名）

２０１０．３ 石井摩耶子退職
大学院、人間社会学研究科を平和学研究科
へ名称変更
２００９．９―２０１０．３ 大橋正明研修（バングラデ
シュの開発 NGO の現状と問題点他）

４５９名
（４１０名）

24号 付録

学長

学園長

年度

講義名

担当教員

２００９

平和研究入門Ⅱ
平和研究入門Ⅰ
平和研究入門Ⅱ
平和研究入門Ⅰ
平和研究入門Ⅱ
平和研究入門Ⅰ
平和研究入門Ⅱ
平和研究入門Ⅰ

堀芳枝（秋学期）
李泳采（春学期）
李泳采（秋学期）
高橋清貴（春学期）
高橋清貴（秋学期）
楊志輝（春学期）
楊志輝（秋学期）
上村正明（春学期）

平和研究入門Ⅰ

上村正明（春学期）

平和研究入門Ⅰ

高橋清貴（春学期）

平和研究入門Ⅰ

李泳采（春学期）

平和研究入門Ⅰ

楊志輝（春学期）

平和研究入門Ⅱ

上村英明（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

高橋清貴（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

李泳采（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

楊志輝（秋学期）

平和研究入門Ⅰ

上村英明（春学期）

平和研究入門Ⅰ

高橋清貴（春学期）

平和研究入門Ⅰ

李泳采（春学期）

平和研究入門Ⅰ

堀芳枝（春学期）

平和研究入門Ⅰ

楊志輝（春学期）

平和研究入門Ⅱ

高橋清貴（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

李泳采（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

堀芳枝（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

楊志輝（秋学期）

平和研究入門Ⅰ

上村英明（春学期）

平和研究入門Ⅰ

高橋清貴（春学期）

平和研究入門Ⅰ

李泳采（春学期）

平和研究入門Ⅰ

堀芳枝（春学期）

平和研究入門Ⅰ

楊志輝（春学期）

平和研究入門Ⅱ

高橋清貴（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

李泳采（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

堀芳枝（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

楊志輝（秋学期）

平和研究入門Ⅰ

上村英明（春学期）

平和研究入門Ⅰ

堀芳枝（春学期）

平和研究入門Ⅰ

楊志輝（春学期）

平和研究入門Ⅰ

高橋清貴（春学期）

平和研究入門Ⅰ

李泳采（春学期）

２０１０

木村利人
２０１１

松下倶子
２０１２

川島堅二
２０１３

２０１４

平和研究入門Ⅱ

上村英明（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

堀芳枝（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

李泳采（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

楊志輝（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

高橋清貴（秋学期）

平和研究入門Ⅰ

堀芳枝（春学期）

シラバスからキーワード
（文言はシラバス表記通り）

できごと

大学での平和関係プログラム

大学のできごと、
学科変遷、人事

年表

大学入学者数
（）は定員

２０１０．１．１３ ０９年度グローバルな目を研ぎ澄ます第 ２ 回講演会「貧困と飢
餓の現在を考える―アフリカの光と影―」林達雄（アフリカ日本協議会
代表理事）（平和文化研究所主催）
２０１０．１．２０ ０９年度グローバルな目を研ぎ澄ます第 ３ 回講演会「若者の貧
困と日本・女子大生の視点から考える」伊藤みどり（働く女性の全国セ
ンター）（平和文化研究所主催）

４５９名
（４１０名）

5 ．普天間基地の移転先として、県
外を断念し辺野古沖で日米合意
８ ．広島平和記念式典にアメリカ
の代表が初めて出席
エイズ、環境、感染症、憲法 ９ ２０１１．３ 東日本大震災発生、福島第
条、食の安全、人権の世紀、『世
１ 原発事故発生 原子力緊急事
界がもし～』、戦後補償、対テ
態宣言発令、同日中に半径 ３ ㎞
ロ、東京裁判、靖国問題、劣化ウ
以内に避難指示、翌日以降拡大
ラン弾
２０１１．３ 福 島 第 １ 原 発 事 故 を 受
け、政府が食品の出荷制限を指
示
２０１１．３ シリア内戦激化
☆ 劉暁波

４．２８ グローバルな目を研ぎ澄まそう 共通テーマ：現代「植民地主義」
を再考する―土地・水・環境第 １ 回「ミクロネシア・統治と核を超えて」
豊崎博光（核ジャーナリスト）（平和文化研究所主催）
５．２９ スプリングフェスティバル チャリティ展示会「東ちづる 戦争と
ドイツ平和村の子どもたち～絵本『マリアンナとパル―シャ』展 part
２」
５．２９ スプリングフェスティバル グローバルな目を研ぎ澄まそう 共通
テーマ：現代に「植民地主義」を再考する―土地・水・環境第 ２ 回 国
２０１０．４―２０１１．３ 堀芳枝研修（フィリピン農
際シンポジウム「韓国併合１００年＆光州民主化運動３０周年を考える―ア
村社会の変容とジェンダー）
ジア、韓国、そして恵泉女学園―」パネリスト：内海愛子・金東椿・石
井摩耶子 司会：上村英明（平和文化研究所主催）
６ ．中国 上海杉達学院と協定締結
１０．２３ グローバルな目を研ぎ澄まそう 共通テーマ：現代に「植民地主義」
を再考する―土地・水・環境第 ３ 回 創作劇「ビンタン・ブサール」（劇
論◎三者会談）（平和文化研究所主催）
１１．６ 多摩フェスティバル ２０１０年度大学院主催国際シンポジウム「自然
と人間の共生・環境権と人権の関係を考える―『名古屋』に行かなか
った人たちの COP１０」パネリスト：鬼頭秀一（東大大学院教授）・道家
哲平（国際自然保護連合日本委員会国際担当）・上村英明 コメンテー
ター：篠田真理子・松村正治（平和文化研究所共催）

４８２名
（４１０名）

4 ．福島第 １ 原発２０キロ圏外で年
間２０mSV を超える地域を「計画
的避難区域」に設定
６ ．福島県で県民健康調査開始
９ ．福島県、一部地域で避難指示解
除
１２．ソウルの日本大使館前に“慰安
婦像”設置
１２．政府は福島第 １ 原発事故を受
け、帰環困難区域、居住制限区
域、避難指示解除準備区域を設
定
2012．２ 復興庁を設置
☆ エレン・サーリーフ、レイマ・
ポウィ、タワックル・カルマン

５．２８ スプリングフェスティバル 平和文化研究所主催国際シンポジウム
（グローバルな目を研ぎ澄ます２０１１年度テーマ：改革の年２０１２に向け
て）「２０１２年東アジアの新たな平和をどう構築するか―核とエネルギ
ー問題を中心に―」パネリスト：「朝鮮半島の危機と平和秩序構築」韓
洪九（韓国聖公会大学教授）「北朝鮮の権力継承と冷戦構造の解体」和
田春樹（東大名誉教授）「中国の経済成長と東アジアの未来」莫邦富（作
家・ジャーナリスト） コメンテーター：村井吉敬（早大客員教授）「東
南アジアの視点から」・上村英明「日本の視点から」 司会：内海愛子
５．２９ スプリングフェスティバル トークセッション「福島を想う」プロジ
ェクト at 恵泉 ゲストスピーカー：金沢てる（三春・農業・前県 JA 女
性協議会代表）・菅野正寿（NPO 法人ふるさとづくり協議会理事）・西
多摩フェスティバルを恵泉祭へ名称変更
沢恵美子（日刊ベリタ記者）・福島県有機農業ネットワーク会員 他
コーディネーター：澤登早苗（恵泉女学園大学主催、特定非営利活動法
２０１１．４―２０１2．３ 李省展研修（アメリカ人宣
人・日本国際ボランティアセンター・特定非営利活動法人 APLA・
教師と韓国のミッションスクールに関す
日本有機農業学会共催）
る史的研究）
６．９ 多目的アワー グローバルな目を研ぎ澄ます２０１１年度テーマ：改革
の年２０１２に向けて第 ２ 回「リオ＋２０：地球規模の課題と市民活動」
講演：星野智子（一般社団法人環境パートナーシップ会議副代表理事）
司会：上村英明 コメント：篠田真理子
１１．６ 恵泉祭 大学院シンポジウム「 ３・１１以後の社会と私たち」基調講演：
「異教の神のパニヒダ―宗教から原発を考える―」玄侑宗久（福聚寺住
職）討論：開沼博（社会学者・東大大学院情報学府博士課程）
・大澤信
亮（文芸評論家）司会・総括：武田徹（大学院人文学研究科主催）
１１．６ 恵泉祭 鎌仲ひとみ監督トークショー「福島第一原発事故を振り返
る。そして今私たちは何をすべきか。」（KARA ＜恵泉＊原子力を考え
る会＞主催、平和文化研究所後援）

３６６名
（４１０名）

５．２６ スプリングフェスティバル 講演会「『越境する言葉と文化』今、再び
慰安婦問題を考える」朴裕河（韓国世宗大教授）
５．２６ スプリングフェスティバル「祈り～フクシマからのメッセージと
ハンドベルの調べ～会津放射能情報センター活動報告」片岡輝美（会津
放射能センター・放射能から子供の命を守る会・会津代表）
６．１７ グローバルな目を研ぎ澄まそう２０１３東アジアコース新設記念 共
通テーマ：東アジアで生きる第 １ 回「K―POP で考える日韓文化交流」
古家正亨（K―POP 評論家・ラジオ DJ テレビ VJ）
（平和文化研究所主催）
７．１２ 多目的アワー グローバルな目を研ぎ澄まそう２０１３東アジアコース
新設記念 共通テーマ：東アジアで生きる第 ２ 回「ソウルから東アジ
アを考える」李省展（平和文化研究所主催）
１０．１１ 多目的アワー グローバルな目を研ぎ澄まそう２０１３東アジアコー
ス新設記念 共通テーマ：東アジアで生きる ３ 回「東アジアの中の中
国を語ろう：その歴史から現在まで」楊志輝・田中靖彦（平和文化研究
所主催）
１０．２７ 歴史文化学科設立記念シンポジウム「東アジアキリスト教交流の
未来への展望」パネリスト：徐正敏
（明治学院大学客員教授）・渡辺祐
子（明治学院大学教授）・一色哲（甲子園大学准教授） コメンテイタ
ー：原誠（同志社大学教授） 司会：李省展・笹尾典代
１１．１０ 恵泉祭 グローバルな目を研ぎ澄まそう２０１３年東アジアコース開
設記念 共通テーマ：東アジアで生きる第 ４ 回 大学院国際シンポジ
ウム「東アジアの市民と自治体―地域が社会を変える」パネリスト：保
坂展人（世田谷区長）・車聖秀（ソウル市衿川区長）コメンテーター：
阿部裕行（多摩市長）・班忠義（中国映像作家・評論家）・澤登早苗
司会：大橋正明 進行：上村英明（大学院平和学研究科主催、平和文
化研究所共催）

３４９名
（４１０名）

観光と開発、恵泉の「平和」、情報
公開と知る権利、昭和の日、食の
安全、生物多様性、対テロ、地球
温暖化、東洋の平和、日本のフィ
リピン領、フェアトレード、「平
和」の胡散臭さ、ECO、‘１００人
の村～’の問題点

４ ．金正恩が北朝鮮の最高指導者
となる。以降核実験、ミサイル発
射が相次ぐ。
沖縄、情報公開と知る権利、食の １０．米軍、沖縄にオスプレイ配備
安全、生物多様性、戦後補償、対 １１．国連、パレスチナをオブザーバ
テロ、日本とフィリピン、武器貿
ー国家として承認
易、水と環境、靖国問題
１２．イスラエル軍によるガザ侵攻
2013．１ アルジェリア人質事件で
日揮関係者１０人死亡
☆ 欧州連合

11．タイで大規模な反政府デモ
アジアの観光と開発、環境、情報
１２．仲井眞弘多沖縄県知事が辺野
公開と知る権利、昭和の日、食の
古沖移転に関し政府の埋め立て
安全、生物多様性、『世界がもし
申請を承認
～』、戦後補償、対テロ、バナナと
２０１４．３ 台湾ひまわり学生運動
砂糖のフェアトレ―ド
☆ 化学兵器禁止機関

４ ．消費税 ８ ％に増税
開発、憲法 ９ 条、情報公開と知る ７ ．イスラエル軍によるガザ侵攻
権利、昭和の日、スリランカ、生 ９ ．香港雨傘革命
物多様性、戦後補償、日本とフィ ２０１５．１― ２ ISIL による日本人 ２ 名
リピン、バナナと砂糖のフェア
殺害事件
トレード、東ティモール
☆ カイラシュ・サティーアーテ
ィ、マララ・ユスフザイ

3

５．２５ スプリングフェスティバル 開学２５周年記念大学院国際交流シンポ
ジウム「激動の東アジアと大学の役割―日韓の大学生、市民社会、そし
て歴史認識―」基調講演：キリスト教の理念と大学の新たな役割 李
定九（聖公会大学総長）・川島堅二 パネリスト：「韓国の女性と家族」
張和卿（聖公会大学教授）・「日本の女性と宗教」梅澤ふみ子・「韓国の
生協と大学」朴サンソン（聖公会大学教授）・「日韓の大学生と歴史認
識」聖公会大・恵泉大学生 閉会挨拶：上村英明 司会：大橋正明（ス
プリングフェスティバル実行委員会主催、大学院平和研究科・大学国
際交流委員会後援）
５．２５ スプリングフェスティバル 写真展「２０１４年度人間環境学科「現代社
会学科」改称への記念特別展示 『韓国併合１３０年特別展 巨大な監
獄、植民地朝鮮に生きる』（平和文化研究所主催、韓国・民族問題研究
所（制作）・立命館大学コリアン研究センター（翻訳）・高麗博物館（所
蔵）後援）
６．４ 特別講演 １ ：「植民地朝鮮に生きるとは」李素玲（高麗博物館理事）
６．１１ 特別講演 ２ ：「日本の戦争に動員された朝鮮―１９３０、４０年代の映画
を中心に―」内海愛子
１１．９ 恵泉祭 トークショー「シャプラニール流・人生が変わる働き方」
NGO シャプラニール 藤岡みなみ（タレント）・福井崇人（電通ソーシ
ャル・デザイン・エンジン代表）・渋谷敦志（フォトジャーナリスト）
ほか
１１．１０ 恵泉祭 恵泉女学園大学現代社会学科改称記念シンポジウム「ポス
ト３１１のメディアと社会」講演：森達也（ドキュメンタリー映画監督・
作家）・津田大介（ジャーナリスト・メディアアクティビスト）コーデ
ィネーター：武田徹
２０１４．１．１５「なぜ今、アーカイブズ学なのか その基本理念と平和学とし
ての取り組み」講師：安藤正人（学習大学大学院人文科学研究科アーカ
イブズ学専攻教授）主催：恵泉女学園大学平和文化研究所
２０１４．２．１１ グローバルな目を研ぎ澄まそう ２０１３年東アジアコース新設
記念 共通テーマ：東アジアで生きる「恵泉・多摩キャンパスに響く
被爆ピアノ 崔善愛ピアノコンサート＆トーク」演奏：崔善愛（在日三
世ピアニスト）トーク：崔善愛・篠崎美生子 司会：上村英明
５．２８―６．４ 平和文化研究所 平和アーカイブズ準備企画 忘れられた青
年たち―韓国・朝鮮人 BC 級戦犯者問題（写真展）
５．３１ スプリングフェスティバル「原発に頼らない社会へシフトできる
のか？」田中優（環境活動家）（現代社会学科主催）
６．１８ 特別講演「韓国・朝鮮人 BC 級戦犯者問題をどう理解するか」内海
愛子
１１．８ 恵泉祭 国際シンポジウム
「東アジア大学のネットワークと平和教
育」基調講演：「東アジアの平和共同体と教育の役割」曹喜昖（ソウル市
教育監）第 １ 部：「東アジアのネットワーク強化のために」賴鼎銘（台湾
世新大学前学長）・金東椿（聖公会大学民主主義研究所長） 第 ２ 部：
「東アジアに生きる女性と平和教育」大日向雅美・夏曉鵑（台湾世新大
学社会発展研究所所長）・許聖尤（韓国聖公会大学 NGO 大学院実践女
性学教授）
１１．８ 恵泉祭 花と平和のミュージアム企画「９２歳、反骨の報道写真家」福
島菊次郎写真展
１１．９ 恵泉祭 ドキュメンタリー上映「天安艦プロジェクト」解説：李泳采
監督トーク：ペク・スン・ウ（平和文化研究所主催、立命館大学コリ
ア研究センター・北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研
究院共催）

河井道メモリアルウィークを K-week へ名
称変更
１１．韓国 梨花女子大学と協定締結
2013．２ 韓国 韓信大学と協定締結
2013．３ 草花検定始まる

２０１３．４『学生のためのピース・ノート』刊行

２０１4．４―２０１4．9 上村英明研修（先住民族の
保健問題と政策的対応―アイヌ民族とオ
ーストラリア・アボリジニの比較から―）
６ ．インドネシア ガジャマダ大学と協定締
結
１１．花と平和のミュージアム開館

４６６名
（４１０名）

３４６名
（４１０名）

学長

学園長

年度

２０１４

川島堅二

松下倶子

２０１５

２０１６

大日向雅美

中山洋司

２０１７

２０１８

講義名

担当教員

平和研究入門Ⅰ

李泳采（春学期）

平和研究入門Ⅰ

楊志輝（春学期）

平和研究入門Ⅰ

高橋清貴（春学期）

平和研究入門Ⅱ

上村英明（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

堀芳枝（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

李泳采（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

楊志輝（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

高橋清貴（秋学期）

平和研究入門Ⅰ

李泳采（春学期）

平和研究入門Ⅰ

高橋清貴（春学期）

平和研究入門Ⅰ

楊志輝（春学期）

平和研究入門Ⅰ

堀芳枝（春学期）

平和研究入門Ⅱ

李泳采（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

楊志輝（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

高橋清貴（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

上村英明（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

堀芳枝（秋学期）

平和研究入門Ⅰ

楊志輝（春学期）

平和研究入門Ⅰ

堀芳枝（春学期）

平和研究入門Ⅰ

李泳采（春学期）

平和研究入門Ⅰ

高橋清貴（春学期）

平和研究入門Ⅱ

上村英明（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

堀芳枝（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

楊志輝（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

高橋清貴（秋学期）

平和研究入門Ⅰ

楊志輝（春学期）

平和研究入門Ⅰ

李泳采（春学期）

平和研究入門Ⅰ

上村英明（春学期）

平和研究入門Ⅱ

楊志輝（春学期）

平和研究入門Ⅱ

高橋清貴（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

李泳采（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

楊志輝（秋学期）

平和研究入門Ⅰ

楊志輝（春学期）

平和研究入門Ⅰ

李泳采（春学期）

平和研究入門Ⅰ

高橋清貴（春学期）

平和研究入門Ⅰ

上村英明（春学期）

平和研究入門Ⅱ

楊志輝（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

李泳采（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

高橋清貴（秋学期）

平和研究入門Ⅱ

上村英明（秋学期）

シラバスからキーワード
（文言はシラバス表記通り）

できごと

９ ．安全保障関連法成立
１２．慰安婦問題日韓合意
１２．パリ協定（気候変動枠組条約）
憲 法 ９ 条、 情 報 公 開 と 知 る 権
採択
利、昭和の日、生物多様性、戦後 ―米軍、対 IS 戦で劣化ウラン弾使
補償、日本とフィリピン、福島原
用
発事故、靖国問題
―辺野古沖移転をめぐり沖縄県と
国が法廷闘争
☆ チュニジア国民対話カルテッ
ト

安保法制、構造的暴力・文化的
暴力、市民活動、情報公開、対テ
ロ、デモ、日本とフィリピン、ヘ
イトスピーチ、平和教育・平和
学習、靖国問題、 ９ 条

大学のできごと、
学科変遷、人事

大学での平和関係プログラム
２０１５．３．２１ 日本平和学会関東地区研究会＆恵泉女学園大学平和文化研究
所・花と平和のミュージアム共同企画「『小さな民』から ODA の軍事
化を考える」基調講演：「村井吉敬の『歩くアジア学』が意味するもの」
中村尚司（龍谷大研究フェロ―）報告者：
「水際に立つ日本の ODA：
対フィリピン ODA は渡りに船か」長瀬理英
（メコンウォッチ理事・元
開発コンサルタント）
「６５年日韓国交正常化と経済協力方式への道」矢
野秀喜（強制連行・企業責任追及裁判全国ネットワーク事務局長）
「積
極的平和主義がもたらす ODA の軍事化とは」高橋清貴 「戦争賠償か
ら ODA 大国へ」内海愛子 討論：大江正章（コモンズ代表） 中村尚
司（慶大法科大学院アジア太平洋研究）
（日本平和学会関東地区研究会
主催 恵泉女学園大学平和文化研究所、花と平和のミュージアム後援）

３４６名
（４１０名）

５．３０ スプリングフェスティバル 戦後７０年特別座談会「それでも日本人
は『戦争』を選ぶのか？」 ゲスト：加藤陽子×内海愛子（平和文化研
究所主催）
５．３０ スプリングフェスティバル 第 ２ 回報道写真家・福島菊次郎写真展
（花と平和のミュージアム主催）
１１．７ 恵泉祭 花と平和のミュージアム特別企画「わたしの、終わらない
旅」解説：原嶋夕佳 監督トーク：坂田雅子 対談：坂田雅子×上村
４ ．中国 外交学院と協定締結
英明（花と平和のミュージアム主催 平和文化研究所・大学院平和学
４ ．『学生のためのピース・ノート ２ 』刊行
研究科共催）
９ ．イギリス チチェスターカレッジと協定
１１．７― ８ 恵泉祭 福島を想うプロジェクト at 恵泉 展示・販売
締結
２０１６．３．２６ 村井吉敬の歩くアジア学「小さな民」から安保法制と「積極的
平和主義」を考える 報告：「動き出す平和主義 市民社会が変わる」中
野晃一（上智大教授）「アジアの現場から『積極的平和主義』を考える」
谷山博史（JVC 代表理事）討論：大江正章（コモンズ代表・「平和の棚
の会」事務局長）・斉藤小百合 コーディネーター：定松文（平和文化
研究所・日本平和学会関東地区研究会主催 花と平和のミュージアム
後援）

２９２名
（４１０名）

５ ．バラク・オバマが現職アメリ
カ大統領として初めて広島市訪
問
５．２８ スプリングフェスティバル 平和文化研究所スプリングフェスティ
6 ．ヘイトスピーチ解消法施行
バル特別企画「原朗先生と学ぶ 教科書で教えていない日清・日露戦
６ ．イギリス、EU 離脱是非を問
争の時代と『今』東アジアにおける戦争と平和」原朗（東大名誉教授）×
う国民投票で離脱決定
石井摩耶子
７ ．相模原障害者施設殺傷事件
１１．６ 恵泉祭 東アジアドキュメンタリー映画上映会「私の非情な家」「東
８ ．天皇、生前退位に関しビデオメ
アジアのフィールドを歩く―女子大生からみた沖縄・済州島・台湾」
ッセージ公表
解説：李泳采 特別ゲスト：伊藤みどり（働く女性の全国センター副
２０１７．１ 男女雇用機会均等法改正
代表）（平和文化研究所主催 恵泉女学園大学体験学習（FS・CSL）委員
２０１７．１ ドナルド・トランプ第４５
会後援）
代アメリカ合衆国大統領就任
☆ フアン・マヌエル・サントス

２０１７．３ 大橋正明退職
２０１７．３ 堀芳枝退職

４ ．フィリピン サンアグスティン大学と協
７ ．核兵器禁止条約採択
５．２７ スプリングフェスティバル 講演会「放射能汚染 いま起きている
定締結
９ ．ミャンマーを逃れるロヒンギ
こと」吉田由布子（３．１１甲状腺がん子ども基金理事）×大越良二（NPO ４ ．アイルランド ダブリンシティ大学と協
環境、構造的暴力・文化的暴力、
ャ難民が５０万人を突破
法人ファーム庄野副理事長）
定締結
市民活動、スリランカ、戦後補 １０．イラク政府が IS 制圧を宣言
５．２７ スプリングフェスティバル 鉄の造形 武田美通全作品展・講演「戦 １０―１１．国際 NGO「ICAN」（国際運営委員：
償、東ティモール、ヘイトスピー １２．米政府「イスラエルの首都はエ
死者たちからのメッセージ」講演会：杉田明宏 映画上映会「戦ふ兵隊」 川崎哲）のノーベル平和賞受賞をうけ、
チ、靖国問題
ルサレム」と公式発表
（花と平和のミュージアム特別企画）
「ノーベル平和賞受賞式への被爆者の参
☆ 核兵器廃絶国際キャンペーン
１１．４― ５ 恵泉祭「福島を想うプロジェクト at 恵泉」（展示・販売）
加を応援するキャンペーン」募金活動実
（ICAN）
施（５５０万円あまりを集める）

１４８名
（２９０名）

４ ．存在しないとされていた陸上
自衛隊のイラク派遣部隊の日報
が発見される
４ ．アメリカ ピューリッツァー賞
公益部門に「＃ Me Too」を合言
葉にしたセクハラ被害報道が選
慰安婦、環境、植民地支配、戦後
ばれる
補償、福島原発事故、ヘイトスピ ４ ．韓国の文在寅大統領と北朝鮮
ーチ、靖国
の金正恩朝鮮労働党委員長が板
門店で南北首脳会談
６ ．米朝首脳、史上初の会談
６，７．オウム真理教事件死刑囚１３人
死刑執行
8 ．翁長雄志沖縄県知事没
（２０１８年 ８ 月作成時点）

２５５名
（２９０名）

５．２６ スプリングフェスティバル展示 武田美通 鉄の造形作品展
「戦死
者たちからのメッセージ」（花と平和のミュージアム企画）
５．２２―６．１ 豊田直巳写真展「叫びと囁き」フクシマの ７ 年間～尊厳の記録
と記憶（花と平和のミュージアム主催 平和文化研究所共催）
大橋正明大学院授業担当
５．２６ スプリングフェスティバル「福島菊次郎とは誰だったのか～記録
堀芳枝学部授業担当
編～」（花と平和のミュージアム企画）
５．２６ スプリングフェスティバル 映画上映「遺言―原発さえなければ」監
督トーク：豊田直巳／野田雅也（花と平和のミュージアム企画）

（２０１８年 ８ 月作成時点）

「平和研究入門」担当教員一覧表
平和研究入門（平和学）担当年度

在職期間
（非常勤含む）

学部・学科

専門分野・テーマ

栗野鳳

１９８８―１９９２年度

１９８８―１９９２年度

平和学・国際関係論（外交官、広島平
和研究センター）

大日向雅美

１９９２年度

１９８８―現在

心理学、女性学

内海愛子

１９９２―１９９３年度

宮治一雄

１９９３年度

大橋正明

１９９３―１９９７年度

石井摩耶子

１９９３年度

古沢希代子

１９９８―２００２年度

小泉允雄

１９９８―１９９９年度

上村英明

２００１―２００３年度

イ・ソンジョン

李省展

キム・ギョンムク

金敬黙

堀芳枝
高橋清貴
イ・ヨンチェ

李泳采

ヤン・ヅフィ

楊志輝

１９９８―２００２年度

１９９８―２０００年度

２００４―２００６年度 １９８７（短大）―２００６年度

２００３年度

１９９９―２０００年度

１９９８―２０００年度
２００４年度

２００５―２０１８年度

１９９３―２００４年 ５ 月
１９９３―２０１６年度

社会学、日本―アジア関係史、戦後補
償論、インドネシア
国際関係論、中東研究

２０１８―

国際開発学、NGO・NPO論、
南アジア

１９８８―２００９年度

国際関係論・国際関係史

１９９８―２００４年度

国際人権論、ジェンダーと開発、開発
と国際協力

１９９７―２００１年 ５ 月

東南アジア地域研究

２００１―現在

国際機構論、先住民族論、NGO 論（市
民外交センター）

１９９５（短大）―現在

朝鮮半島を基軸とした東アジア近代
史、国際関係論（東アジア）

２００３―２００４年度

２００３―２００４年度

国際関係論

２０１１―２０１６年度

２００１―２０１６年度

２０１８―

平和構築論、国際ボランティア論

２００７―２０１８年度

２００７―現在

東アジア国際関係、日韓・日朝関係、
戦後補償、平和学

１ 学部 ２ 学科
人文学部

日本文化学科

１９９８．４

英米文化学科

１ 学部 ３ 学科へ
人文学部

日本文化学科

２００１．４

英米文化学科

国際社会文化学科（新）

2001．４

１ 学部 ４ 学科へ
人文学部

日本文化学科

英米文化学科

大学院設置

１ 研究科
国際社会文化学科

人文学研究科

人間環境学科（新）

２００５．４

２ 学部 ５ 学科へ

人文学部

人間社会学部 （新）

日本語日本文化学科（新） 文化学科（新） 国際社会学科（新） 人間環境学科（新）
英語コミュニケーション学科（新）

２００７．４

人文学研究科

国際政治、日中外交史
（作成

参考資料：『恵泉女学園五十年の歩み』
（１９７９．１１．３恵泉女学園）／『恵泉の
教育 継承と展開』
（２００３．３．２５恵泉女学園）／『恵泉女学園短期大学誌―
日本の女子高等教育への挑戦５０年―』
（２００９．１１．２恵泉女学園）／「恵泉」
１９７９～２０１８年度 ３１８～５２０号／「学校法人恵泉女学園 法人役員・評議員
・教職員名簿」／『学生要覧』
（１９８８～２０００年度 恵泉女学園大学）／『シ
ラバス』
（２００１～２００４年度 ２０１６～２０１７年度 恵泉女学園大学）／『履修の
手引』（２００１～２００４年度 恵泉女学園大学）／『学生生活ハンドブック』
（２００５～２０１７年度 恵泉女学園大学）／『学生のためのピース・ノート』
（２０１３．４．１０ お 茶 の 水 書 房 ） ／『 学 生 の た め の ピ ー ス・ ノ ー ト ２ 』
（２０１５．４．２５コモンズ）／『平和をめざす女性の大学 河井道先生に学
ぶ』木村利人（２０１３．５．１１さんこう社）／大学・短期大学案内 １９８１～
２０１８年度／恵泉祭（多摩フェスティバル）プログラム １９８８～２０１７年／ス
プリングフェスティバルプログラム ２００５～２０１８年／恵泉女学園「花と平
和のミュージアム」ニュースレター １ ～ ４ 号 ２０１５～２０１７年度／シンポ
ジウム・講演・多目的アワー等ちらし／大学ＨＰ／「日記 園芸生活科
No.１５」
（ 資料番号Ｄ １ ―２２１）／「中長期計画審議会最終答申」
（ 受入番号
４４０８）／「英文科教授会記録 １９８０．１０．２～１９８１．３．１７」
（受入番号５０８２）／
「学生便覧」１９８２～１９８５年度（受入番号５０８９）／総合科目「国際」
（受入番
号５１５０）／「短大園芸科教授会記録 １９８０年度」
（受入番号７０２２）／「短大
園芸科教授会記録 １９８１年度」
（受入番号７０２３）／１９８１年度学科長・副校長
会資料（受入番号７０２７）／「１９８０年度教授会記録」
（受入番号７１２２―５）／「園
芸科１９８１年度教授会記録」
（受入番号7122－６）／「園芸科１９８２年度教授会議
事録」
（受入番号７１２２―7）／「大学開学前の秋田私案メモ」
（受入番号８２２５）
／「新キャンパス委員会・教育計画委員会 １９８４．１１～Ⅰ 秋田」
（受入番号

（名）名称変更

大学開学

東南アジア地域研究（フィリピン）、国
際関係論

２００５―現在

２００７．１０―現在

の変遷

国際社会文化専攻

２００５―２０１８年度

２００８―２０１８年度

研究科・専攻

大町麻衣 安藤和子 森恵 西尾尚子）

（新）新設
１９８８．４

１９８８．４

２００１―２００２年度

２００５―２００９年度

１８８名
（４１０名）

１０．台湾 世新大学と協定締結
１１．中国 延辺大学と協定締結

（年表作成

教員名

大学入学者数
（）は定員

２ 研究科へ
人間社会学研究科 （新）

文化共生専攻（新） 平和学専攻（新）

大町麻衣）

８２２６）／「新キャンパス委員会・教育計画委員会 １９８５．４～Ⅱ」
（受入番号
８２２７）／「新キャンパス委員会・教育計画委員会記録」
（受入番号８２２８）／
「新キャンパス委員会・教育計画委員会関係」
（受入番号８２２９）／「大学創
設準備委員会」
（受入番号８２３０）／「大学創設準備委員会」
（受入番号８２３４）
／「授業『国際』」
（受入番号８３１４）／「入学志願動向（１９８９年度～）」
（恵泉
女学園大学作成）／「学則変更」ファイル／「日本における１９９０年代の大
学改革」
（黒羽亮一，『学位研究』 ３ 号１９９５年 ６ 月）／「教育課程に『平和
学』講座」
（毎日新聞１９８８年 ２ 月 ８ 日）／「大学に NGO 出身の教員 実践
的知識教える」
（朝日新聞１９９７年 ４ 月 ３ 日朝刊）／「平和研究にジェンダー
の視点を」
（石井摩耶子，
『学術の動向』１９９７年１０月，日本学術協力財団）／
「フィールド・スタディ・プログラムの目的と今後」
（大橋正明，
『大学時報』
２９１号２００３年 ７ 月，日本私大連盟）／「多元的な『平和学』から『市民的
価値』を学ぶ―恵泉の『平和学』という視点」
（上村英明，『大学時報』３５３
号 ２０１３年１１月，日本私大連盟）／「恵泉女学園大学の平和教育と平和
学」
（上村英明，『日本の科学者』Vol.５３ No.1 January ２０１８，日本科学
者会議）／「ドイツフィールドスタディ２０００」（２０００．７ 恵泉女学園大学
人文学部国際社会学科）／「いま、国境を越えて 恵泉女学園大学フィー
ルドスタディ報告集２０００／２００１」
（２００１．１ 恵泉女学園大学フィールドスタ
ディ委員会）／「２００２年度短期フィールドスタディの案内」
（２００２ 恵泉女
学園大学）／「第 ２ 回 長期タイフィールドスタディレポート集」
（２００２．３
恵泉女学園大学）／「２００６年度長期フィールドスタディの案内」
（２００５
恵泉女学園大学）／「恵泉女学園大学人間社会学部体験学習プログラム報
告集２００５／２００６」
（恵泉女学園大学）／「２００８年度 第 ９ 期 長期 FS レポ
ート集」
（恵泉女学園大学人間社会学部長期 FS レポート編集担当）

4

２０１３．４

２００９．４

２ 学部 ６ 学科へ

人文学部
日本語日本文化学科

歴史文化学科（名）

国際社会学科

人間環境学科

社会園芸学科（新）
２０１４．４

２０１７年度
２０１７．４

平和学専攻

人間社会学部

英語コミュニケーション学科

平和学研究科 （名）

現代社会学科（名）

募集停止

２ 学部 ４ 学科へ

人文学部
日本語日本文化学科

人間社会学部
国際社会学科

社会園芸学科

英語コミュニケーション学科

（作成

安藤和子

小関毅彦）

