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対 外 政 策 の 大 変 動 は 起 こ る か
～安全保障環境の変動と日本を取り巻く主要国の対外政策変更の可能性
Symposium

Wi l l  The r e  be  D r ama t i c  Fo r e i gn  Po l i c y  Change s ?   
Shift of Security Environments and Prospective Changes of Foreign Policy in East Asia

主催：   公益財団法人渋沢栄一記念財団、公益財団法人国際文化会館、公益財団法人サントリー文化財団

基調講演：  デイヴィッド・A・ウェルチ（ウォータールー大学教授）
パネリスト：  山本 吉宣（新潟県立大学教授、東京大学名誉教授）、細谷 雄一（慶應義塾大学教授）
司会および総括： 田所 昌幸（慶応義塾大学教授）

日本語／英語 （同時通訳つき）＊会費無料＊定員 150 名（要予約・先着順）

Co-organized by:  Shibusawa Eiichi Memorial Foundation, International House of Japan and Suntory Foundation 

Keynote speakers: David A. Welch (Professor, University of Waterloo)
Panelists:  Yamamoto Yoshinobu (Professor, University of Niigata Prefecture)
   Hosoya Yuichi (Professor, Keio University)
Chair:   Tadokoro Masayuki (Professor, Keio University)

Languages: Japanese/English (with simultaneous interpretation)
Admission: Free
Seating: 150 (reservations required) 

渋沢栄一記念財団　研究センター
Webサイト : http://www.shibusawa.or.jp からお申込みください。

Research Center, Shibusawa Eiichi Memorial Foundation
Please send your name and affiliation to researchcenter@shibusawa.or.jp

公益財団法人渋沢栄一記念財団  Shibusawa Eiichi Memorial Foundation
東京都北区西ヶ原 2-16-1
2-16-1 Nishigahara, Kita-ku, Tokyo
Tel: 03-3910-2314　Fax: 03-3910-2849

2016 年 2 月 3日（水）午後 6時 30 分～ 9時 00 分
会場：国際文化会館 岩崎小彌太記念ホール
Wednesday, February 3, 2016,  6:30-9:00 pm
Iwasaki Koyata Memorial Hall (B1) at the International House of Japan
デイヴィッド・Ａ・ウェルチ氏の著書『苦渋の選択―対外政策変更に関する理論』の出版を記念して開催します。冷戦が終わってから
四半世紀が経ち、国際環境の構造は大きく姿を変えたように見えますが、今後、東アジアの主要国の対外政策にも大きな変更があり得
るでしょうか。本書で展開されている理論的枠組みを手がかりに、東アジアの国際政治で起こりうる変動について議論を深めます。

A quarter century after the end of the Cold War, it appears that the global security environments have undergone major structural 
changes. Should we then anticipate dramatic changes in the foreign policy of major players in East Asia, too? Commemorating the 
Japanese publication of Painful Choices: A Theory of Foreign Policy Change by David A. Welch, this symposium will explore the 
possibilities and types of change in light of Prof. Welch’s theory.

都営大江戸線　麻布十番駅（７番出口）より徒歩５分
東京メトロ南北線　麻布十番駅（４番出口）より徒歩８分
東京メトロ日比谷線　六本木駅（３番出口）より徒歩１０分

お申込み　Reservation

講演当日、参加申し込みメールまたは本チラシをご提示の上、国際文化会館内のレストランでお食事いただいた方には食後のコーヒー / 紅茶 or アイス
クリーム（ティーラウンジ「ザ・ガーデン」）、グラスワイン（レストランSAKURA）をサービスいたします。ご利用の際は、事前のご予約をお勧めいたします。
On the day of this event, the restaurants at I-House will serve a cup of complimentary coffee/tea or ice cream (The Garden) or a complimentary glass of 
wine (SAKURA) to customers with their meals. Please show your registration confirmation email or this flyer when ordering. We recommend that you 
reserve a table in advance.

会場　Venue

国際文化会館（東京都港区六本木5-11-16）


