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日本国際政治学会院生研究会 
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来たる 3月 27日、国際基督教大学（ICU）社会科学研究所主催の国際シンポジウム “International 

Conference on the International Relations in an Interdisciplinary and Cross-Cultural Perspective”（学術

間・異文化間の視座における国際関係）が開催されます。本シンポジウムは、以下のお三方を基

調報告者としてお招きした、大変刺激的なプログラムとなっております。 

 

Hidemi Suganami 教授 (Professor of International Politics, University of Aberystwyth) 

Andrew Linklater教授 (Woodrow Wilson Professor, Department of International  Politics, University 

of Aberystwyth) 

Mustapha Kamal Pasha教授 (Sixth Century Chair in International Relations, University of Aberdeen） 

 

日本国際政治学会院生研究会は本シンポジウムの共催団体として参加し、下記要領で若手研究

者・大学院生の報告者（英語報告）を募集することとなりました（当日のプログラム等の詳細は、

国際関係思想・研究ネットワーク HP http://www.geocities.jp/irp_net の「第 9回研究会」をご参

照ください）。 

皆様のご応募を心よりお待ちしております。 

 

 【公募研究報告 報告者の公募】 

１．応募手続き 

� プログラム「公募研究報告」の報告者（Morning session 10:00-12:00）を公募します。 

� 報告希望者は、院生研の代表アドレス jair.inseiken@gmail.com 宛てのメールで、 簡単な履

歴書、及び「報告タイトル」と「報告要旨（250－300字程度）」（ともに英文）をご提出下

さい。 

� 報告の応募の締め切りは、2010年 3月 5日（金）とします。 

� 原則的に、国際関係思想に関わるテーマであれば「自由論題」で応募を受け付けます。 

� 報告とペーパーはすべて英語でお願いいたします。 

� 研究報告者の持ち時間は一人当たり 20分とします。 

 

２．報告者の決定とハンドアウトの準備 

� 「報告者の決定」に関しては、3月 5日の締め切り後速やかに決定し、1週間以内に申請者各

位に採否を通知いたします。 

� 報告者は 3月 21日（日）までに、「報告用ハンドアウト」を提出して下さい。 

� なお報告者が「報告用ハンドアウト」を 3月 21日までに提出できない場合、当日配布用とし

てハンドアウトを各自 20部、準備・ご持参下さい。 

� 当日の討論者については、主催者側より 1名を依頼予定です。 

 

現在、確定報告者の要旨が、 http://www.geocities.jp/irp_net/ で閲覧可能となっております。 

今後、シンポジウム報告者のペーパーがアップされる予定ですので、参加希望のかたはお手数

ではございますが事前に取得下さいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

【問合せ先】 

ご質問等がございましたら、院生研代表アドレス jair.inseiken@gmail.com までお気軽にお寄せ

下さい。 



【CALL FOR PAPERS for Presentation from young scholars】 

 

JAIR Inseiken (Postgraduate Caucus) 

22 February 2010 

 

 

Young scholars and graduate students who are interested in speaking at the conference

（Morning session 10:00-12:00) are required to submit your paper title and abstract of 

approximately 250-300 words by 5 March 2010 to jair.inseiken@gmail.com. Please send a 

brief academic CV outlining your academic interests as well. A letter of acceptance will be 

sent within one week if your proposal is accepted. 

 

We welcome all presentations that will focus on international relations philosophy. Papers 

and presentations will be required to be in English. Each speaker will have 20 minutes for 

presentation. One discussant will be chosen from our committee. 

 

Speakers should submit a complete handout by March 21, 2010 to jair.inseiken@gmail.com . 

If you cannot submit your handout in time, please bring 20 copies of your handout to the 

conference. 

 

For the details of the conference, please visit http://www.geocities.jp/irp_net/ .  

You can now download the abstracts of the confirmed speakers. We will upload the 

conference papers so that participants can download and read the papers in advance. 

 


