
予

鷺

|=奪館大学国際セミナニ

曇
午前の部 [10時 -12時 ]

国主催者挨拶

国歓迎の辞

圏外務省からの後援挨拶

田記念請演

司会 (前国際地域研究所長、経済学部教授)

高橋伸彰 (立命館大学国際地域研究所長、同国際関係学部教授)

見上崇洋 (立命館大学副学長師升究担当])

佐々山拓也 (外務省南東アジア第一課長)

午前の部 [10時 -12時]司会 :長 須政司 (立命館大学国際関係学部教授)

饉タイ・セッション [10時 -11時 ]

O Dararatt Anantanasuwong(タ イ国立開発行政院 [N DA]研究センター上級研究員)

(Sen or Researchet Reseaに h Centel NaJonal nsutute Of Development Adm n straUon,Tha tand)

「メコン川地域開発におけるタイの役割」

②渡辺周央 (同志社女子大学現代社会学部教授)

・Development oflP Systems in selected GMS Countries:

Thaland,Lao PDR and Cambodian

*予定討論者 :中 野謙 (立命館大学大学院経済学研究科博士後期課程)

圏中国・セッシヨン [11時 -12時 ]

0守 政毅 (立命館大学経営学部准教授)

「中国とGMS開発 ―華人ネットワークの検討を中心にして一」

0畢 世鴻 (中国雲南大学国際関係研究院東南アジア研究所副教授兼GMS研究中心日」主任)

「GMS開発における中国雲南省の参与、問題点と展望」

*予定討論者 :井 手啓二 (長崎大学名誉教授、福州大学客員教授)

午後の部 [13時 -14時 30分]司会 :小 山昌久 (前国際部長、国際関係学部教授)

圏GMS開発をめぐる国際関係・セッション [13時 -14時 30分 ]

①西澤信善 (近畿大学産業理工学部教授)

「GMS開発と日本のアプローチ」

②蓼少廉 (中国厘門大学南洋研究院教1受 )

・The Participation of China in the GAAS Cooperation・

O Shee Poon Kim(台 湾淡江大学グローバル政治経済学部教授)

‖
ASEAN and the Greater Mekong Subregion:
Bridging the Development Gap?‖

④松野周治 (前国際地域研究所長、経済学部教授)

「国際河川開発 ―メコン開発と図|「:江開発一の比較研究」

購総合討論 [15時 -16時 30分]司会 :井 手啓二 (長崎大学名誉教授、福州大学客員教授)

「GMS開発に対する各国。地域のアプローチと国際協力」

*予定討論者 1篠 田邦彦 (経済産業省アジア大洋州課長)

「GMS開発の意義と展望」

旧嘲2012年 3月 9日 (金 )・ 10日 (土 )

除易立命館大学 衣笠キャンパス
創思館 カンフアレンスルーム

I主催】立命館大学国際地域研究所
推援】外務省け定)

松野周治

「GMS開発と日本外交の役割」
朝 海 禾口夫 (元ミャンマー大使、立命館大学国際地域研究所客員教授)

機基調報告

0石 田正美 (ア ジア経済研究所バンコク研究所上級研究員)

・Evatuating Prosperity and Smoothness of the Cities and Border

Areas atong three Economic Corridors・

②西口清勝 (立命館大学共通教育推進機構教授)

「ASEAN域内協力の展開とメコン川地域開発 (GMS)」

午後の部 [13時 -15時]司会 :石 原直紀 (立命館大学国際部長、同国際関係学部教授)

圏カンボジア・セッシヨン [13時 -14時 ]

① Heng ChOu(カ ンボジア開発評議会[CDC]シエア アドバイザー)

‖
The Role of Official Development Assistance in Cambodia s Social

and Economic Devetopment・

② Ngov Penghuy(名 古屋大学大学院国際開発科助教)

「ASEAN統合におけるカンボジアの現状と課題」

*予定討論者 :日 m sovannara(国 連開発計画 [∪ NDP]カ ンボジア事務所)

圏ラオス・セッション [14時 -15時 ]

①小山昌久 (立命館大学国際関係学部教授)

「東西経済回廊の整備とラオス経済の発展」

② Phouphet Kyoph lavong(ラオス国立大学経済経営学部副部長)

「ASEAN・ D市ideの克服とメコン川地域開発 (GMS)
―ラオスからのアプローチ」

*予定討論者 :内 山怜和 (福井県立大学大学院経済・経営学研究科博士後期課程)

午後の部 [15時 30分 -17時]司会 :大久保史郎 (元国際地域研究所長、衣笠総合研究機構教授)

躍ミャンマー・セツション [15時 30分 -16時 30分 ]

①工藤年博 (ア ジア経済研究所・地域研究センター・東南アジアⅡ研究グループ長)

「ミャンマー新政権のGMS政策」

②範宏偉 (中 国眉門大学南洋研究院副教授)

・Chinese MigraJon into AAyanmari

*予定討論者 :西 澤信善 (近畿大学産業理工学部教授)

囲ヴェトナム・セッション [16時 30分 -17時 30分 ]

① Nguyen Hong Son(ヴ ェトナム国家大学八ノイ校 経済経営大学長)

‖
Economic Cooperalon through the GMS Development Ptan and Vietnam・

②仲上健― (立命館大学政策科学部教授)

「GMS開発とヴェトナムにおける環境保全」

*予定討論者 :細 川大輔 (大阪経済大学経済学部教授)


