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開催趣旨

近年、ナショナリズムやポピュリズムの台頭により国際秩序が
不安定化し、様々な格差の拡大や排外主義的動向、難民や
Description
移民の増加など、新たな課題を作り出しています。本シンポジ
ウムでは、海外ジャーナリストおよび日本の有識者をパネリストに迎えて、
日本および欧米諸国の国内問題がそれぞれの対外政策に及ぼす影響
を検証するとともに、国際社会の安定と繁栄のために各国が果たすべき
役割について、安全保障や経済を含む総合的な観点から議論します。
The rise of populism and nationalism in recent years has led to
instability in international politics, and emerging nations have altered
the power balance. At the same time, technological innovation has been
accelerating and economies rapidly globalizing, leading to new issues
such as increasing inequality in various areas, a trend towards
xenophobia, and increased numbers of refugees and migrants. This
symposium will have a panel composed of foreign journalists and
Japanese experts to discuss the influence of domestic issues on foreign
policy both in Japan and in Western countries. There will also be a panel
discussion from a comprehensive perspective, including security and
economic aspects, on what role each country can play to ensure the
stability and prosperity of international society.

プログラム
Program
15:00
開会挨拶
公益財団法人フォーリン・プレスセンター 理事長 赤阪 清隆
15:05～16:20
＜パネルディスカッション・第１セッション＞
日本及び欧米諸国の国内問題が対外政策に与える影響
16:20～16:30
休憩
16:30～17:45
＜パネルディスカッション・第２セッション＞
国際社会（特にアジア太平洋）の安定と繁栄のために、各国に期待される役割
17:45～18:10
質疑応答、総括
18:10
閉会
15:00
Opening Speech
Mr. Kiyotaka Akasaka, President, Foreign Press Center Japan
15:05～16:20
＜Panel Discussion (Session 1)＞
Influence of Domestic Issues on Foreign Policy in Japan
and Western Countries.
16:20～16:30
Break
16:30～17:45
＜Panel Discussion (Session 2)＞
What Roles Countries Can Play to Ensure the Stability and Prosperity
of International Society, Particularly in the Asia-Pacific Region.
17:45～18:10
Q&A, Summary
18:10
End of Symposium
公益財団法人フォーリン・プレスセンター

登壇者紹介

Moderator and
Panelists

会田 弘継（あいだ ひろつぐ）氏 / Mr. Hirotsugu Aida
＜略歴＞
青山学院大学地球社会共生学部教授、共同通信社客員論説委員。
共同通信社ジュネーブ支局長、ワシントン支局長、論説委員長等を務
め、２０１５年から現職。

モデレーター

Hirotsugu (Hiro) Aida is a professor at School of Global Studies
and Collaboration (GSC), Aoyama Gakuin University. He is also
a contributing editorial writer for Japan’s Kyodo News. He was
a columnist for Kyodo, chief editorial writer, Washington
bureau chief, Geneva bureau chief.

中山 俊宏（なかやま としひろ）氏 / Dr. Toshihiro Nakayama
＜略歴＞
慶應義塾大学総合政策学部教授。青山学院大学大学院国際政治
経済学研究科国際政治学専攻博士課程修了。博士（国際政治学）。
専門はアメリカ政治・外交、国際政治、日米関係。
Toshihiro Nakayama is a Professor of American Politics and
Foreign Policy at the Faculty of Policy Management at Keio
University. He received his M.A.(1993) and Ph.D.(2001) from
Aoyama Gakuin University.

パネリスト（日本）
細谷 雄一（ほそや

ゆういち）氏/ Dr. Yuichi Hosoya

＜略歴＞
慶應義塾大学法学部教授。英国バーミンガム大学大学院国際学研究
科修了（MIS）、慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程修了。博士
（法学）。専門は、国際政治史、イギリス外交史、日本の安全保障政策。

パネリスト（日本）

Yuichi Hosoya is a professor of international politics at Keio
University. He studied international politics at Birmingham
(MIS), and Keio (Ph.D). His research interests include the
postwar international history, British diplomatic history,
Japanese foreign and security policy, and contemporary East
Asian international politics.
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登壇者紹介
Panelists

メアリー・デジェブスキー氏 / Ms. Mary Dejevsky
＜略歴＞
インディペンデント紙論説委員・コラムニスト。ガーディアン紙等にも定期
的に寄稿。英国の政治・社会問題を幅広く扱う。過去に、モスクワ、パリ、
ワシントン、中国、欧州の特派員を歴任。オックスフォード大学卒業。

パネリスト（英国）

Mary Dejevsky is a writer and broadcaster who engages in the
British national debate on a wide range of political and social
issues. She is columnist at The Independent of London and a
regular contributor to the Guardian and other publications. A
past correspondent in Moscow, Paris and Washington, and
special correspondent in China and many parts of Europe. She
graduated from Oxford University.

ベイ・ファン氏 / Ms. Bay Fang
＜略歴＞
ラジオ・フリー・アジア編集長。過去に、外交官、オバマ政権下での国務
副次官補を務める。ハーバード大学卒業。

パネリスト（米国）

Bay Fang is the Executive Editor of Radio Free Asia. Former
diplomat, she served in the Obama administration as a Deputy
Assistant Secretary of State. She graduated from Harvard
University.

ジャン=フレデリック・レガレ=トレンブレー氏 /
Mr. Jean-Frédéric Légaré-Tremblay

＜略歴＞
ル・ドゥヴォアール紙国際部門記者。ケベック州で唯一の国際問題専門
番組「Planète Terre」の総合司会も務める。モントリオール大学卒業。

パネリスト（カナダ）

Jean-Frédéric Légaré-Tremblay is an independent journalist
coving international affairs. He also anchors Planète Terre,
Québec’s only television program entirely dedicated to
international affairs. He graduated from the Université de
Québec à Montréal.

