
２０１９年８月５日現在

※役職は講演会開催当時

No. 講　　師 演　題 日　時

84 岩崎　薫里　日本総合研究所　調査部
上席主任研究員

東南アジアのスタートアップ ２０１９年７月２３日（火）午後４
時～午後５時３０分

83 佐藤　百合　JETROアジア経済研究
所　理事

ジョコウィ第二期政権の課題と展望 ２０１９年６月２５日（火）午後４
時～午後５時３０分

82 松富　重夫　国際研修機構(JITCO)
常務理事

外国人労働者問題とインドネシア ２０１９年５月１５日（水）午後４
時～午後５時３０分

81 本名　純　立命館大学教授 2019年大統領選挙の分析と今後の
政治の展望

２０１９年４月２６日（金）午後４
時～午後５時３０分

80 福井　信雄　長島・大野・常松法律事
務所　弁護士

親会社から見たインドネシア法務の
要諦

２０１９年３月２６日（火）午後４
時～午後５時３０分

79 タン・ウィ・シアン　一般社団法人在日
インドネシア経営者協会（APIJ）代表
理事

在日インドネシア経営者協会(APIJ)
の活動と課題
－日本と共にさらなる成長を目指し
て

２０１９年２月１９日（火）午後４
時～午後５時３０分

78 鈴木　敏夫　警察庁警備局外事情報
部国際テロリズム対策課課長

最近の国際テロ情勢とインドネシア ２０１９年１月３０日（水）午後４
時～午後５時３０分

77 春日原　大樹 経済産業省通商政策局
通商交渉官

日本とインドネシア
～JETROでの経験と将来の展望～

２０１８年１２月１９日（水）午後
４時～午後５時３０分

76 濱田　美紀 JETROアジア経済研究所
開発研究センター　主任調査研究員

ルピア安に揺れる新興国インドネシ
ア　－ルピア対応策と経済構造の
問題－

２０１８年１１月２２日（木）午後
４時～午後５時３０分

75 見市　建　早稲田大学大学院准教授 イスラームと政治 ２０１８年１０月１９日（金）午後
４時～午後５時３０分

74 中川　智明　トランスオーシャンコンサ
ルティング　公認会計士

日系企業が直面する税務問題 ２０１８年９月１３日（木）午後４
時～５時３０分

73 浦田　秀次郎　早稲田大学大学院教
授

最近の保護主義の動きと日本の対
応

２０１８年７月３１日（火）午後４
時～５時３０分

日本インドネシア協会　月例講演会リスト



72 長津　一史　東洋大学准教授 海とインドネシア ２０１８年６月２５日（月）午後４
時～５時３０分

71 本名　純　立命館大学教授 最近のインドネシア政治情勢と大統
領選挙の展望

２０１８年５月２５日（金）午後４
時～５時３０分

70 野中　葉　慶應義塾大学総合政策学
部専任講師

インドネシアのムスリムファッション ２０１８年４月１１日（水）午後４
時～５時３０分

69 町田　憲昭　西村あさひ法律事務所弁
護士

インドネシアの法務トラブル事例～社
内不正、取引先の倒産、訴訟を題材
に～

２０１８年３月２０日（火）午後４
時～５時３０分

68 志水　史雄　外務省南部アジア部参事
官

南シナ海問題とASEAN・日本 ２０１８年２月２１日（水）午後４
時～５時３０分

67 河野　毅　東洋英和女学院大学教授 東南アジアにおけるイスラム過激派
の動きとテロリズム～アップデート～

２０１８年１月２３日（火）午後４
時～５時３０分

66 山﨑　紀雄　日本インドネシア協会　専
務理事

インドネシアにおける日本企業の投
資の現状

２０１７年１１月１３日（月）午後４
時～５時３０分

65 川村　晃一　JETROアジア経済研究所
研究員

現下のインドネシア政治情勢～２０１
９年大統領選挙に向けて～

２０１７年１０月１７日（火）午後４
時～５時３０分

64 福井　信雄　長島・大野・常松法律事務
所弁護士

法的側面から見た最近のインドネシ
アの投資環境

２０１７年９月２１日（木）午後４
時～５時３０分

63 原　圭一　外務省国際協力局 国別開発
協力第一課長

インドネシアへのＯＤＡ－インフラ協
力を中心にー

２０１７年７月２０日（木）午後４
時～５時３０分

62 菊地　努　青山学院大学教授 東南アジア安全保障情勢 ２０１７年６月１２日（月）午後４
時～５時３０分

61 谷﨑泰明　前インドネシア駐箚特命全権
大使

最近のインドネシア情勢と日・インド
ネシア関係

２０１７年５月１０日（水）午後４
時～５時３０分

60 石田　正美　日本貿易振興機構 アジア
経済研究所　研究センター長

アジア経済の展望 ２０１７年４月１４日（金）午後４
時～５時３０分

59 佐藤　百合　日本貿易振興機構 アジア
経済研究所　理事

インドネシア経済と企業グループ ２０１７年３月２３日（木）午後４
時～５時３０分



58 鈴木　勝王　石油資源開発顧問 インドネシアの石油・天然ガス開発の
歴史と現状

２０１７年２月１４日（火）午後４
時～５時３０分

57 三澤充　TMI総合法律事務所弁護士 インドネシアにおける企業活動の課
題～社内不正と労務問題を中心に～

２０１７年１月１８日（水）午後４
時～５時３０分

56 本名純　立命館大学教授 ３年目に入ったジョコウィ政権の政治
～展望と課題～

２０１６年１２月２０日（火）午後４
時～５時３０分

55 吉田　隆　ジャパン・アジア・コンサルタ
ンツ社長

インドネシアにおける日本企業の課
題～長所と弱点～

２０１６年１１月２５日（金）午後４
時～５時３０分

54 河野　毅　東洋英和女学院大学教授 東南アジアにおけるイスラム過激派
の動きとテロリズム～現状と展望～

２０１６年１０月２８日（金）午後４
時～５時３０分

53 山﨑　紀雄　ＢＫＰＭ投資促進政策アド
バイザー

インドネシアの投資環境と日本企業 ２０１６年９月１２日（月）午後４
時～５時３０分

52 安藤　直樹　独立行政法人国際協力機
構（ＪＩＣＡ）ジャカルタ事務所長

日本の対インドネシアＯＤＡの現状に
ついて

２０１６年７月８日（金）午後４時
～５時３０分

51 町田　憲昭　西村あさひ法律事務所弁
護士

インドネシア外資規制の緩和策と強
化策～ネガティブリストの改正、外資
系建設会社への規制強化など～

２０１６年６月１４日（火）午後４
時～５時３０分

50 小川　忠　国際交流基金企画部長 最新報告：日本インドネシア関係-文
化学術交流の現場から

２０１６年５月１３日（金）午後４
時～５時３０分

49 安藤　俊英　外務省アジア大洋州局地
域政策課長

ＡＳＥＡＮ共同体と今後の日本・
ASEAN関係

２０１６年３月３０日（水）午後４
時～５時３０分

48 富吉　賢一　国際協力機構（JICA）理事
（前・JETROジャカルタ事務所長）

インドネシアの投資環境 ２０１６年２月２４日（水）午後４
時～５時３０分

47 （概要）阪井光平 法務省法務総合研究
所国際協力部長・検事
（詳報）横幕孝介 法務省法務総合研究
所国際協力部教官・検事

我が国のインドネシアに対する法整
備支援

２０１６年１月２７日（水）午後４
時～５時３０分

46 特別講演会
スシロ・バンバン・ユドヨノ 前インドネシ
ア大統領

インドネシア政治経済情勢について
（日英同時通訳付き）

２０１６年１月２０日（水）午前８
時３０分～９時４５分

45 本名　純　立命館大学教授 インドネシア内政の現状と展望～ジョ
コウィ政権の一年を振り返って

２０１５年１２月１７日（木）午後４
時～５時３０分



44 イェニー・ワヒド　ワヒド研究所長
（国際交流基金との共催）

インドネシアのイスラムと寛容性につ
いて（日英逐語通訳付き）

２０１５年１１月１８日（水）午後４
時～６時

43 宮沢 忠孝　警察庁警備局外事情報部
国際テロリズム対策課長

インドネシアにおけるテロ情勢 ２０１５年１０月２７日（火）午後４
時～５時３０分

42 福井　信雄　弁護士（長島・大野・常松
法律事務所SINGAPORE　OFFICE）

インドネシア法務の最新動向 ２０１５年９月２日（水）午後４時
～５時３０分

41 水野　広祐　京都大学教授 ジョコウィ新政権の経済政策とインド
ネシア経済情勢

２０１５年７月２４日（金）午後４
時～５時３０分

40 見市　建　岩手県立大学総合政策学部
准教授

ジョコウィ政権とインドネシアのイス
ラーム

２０１５年６月１８日（木）午後４
時～５時３０分

39 本名　純　立命館大学教授 ジョコウィ新政権―発足半年後の評
価と展望

２０１５年５月２２日（金）午後４
時～５時３０分

38 浦田　秀次郎　早稲田大学大学院教授 アジア太平洋における経済統合と日
本再興戦略

２０１５年４月２１日（火）午後４
時～５時３０分

37 ギナンジャール・カルタサスミタ　インド
ネシア日本友好協会会長 （前大統領諮
問委員会委員）

インドネシアアップデート ２０１５年３月１７日（火）午後４
時～５時３０分

36 塩尻　孝二郎　前ＥＵ代表部特命全権大
使、元インドネシア駐箚特命全権大使

ＥＵを見てＡＳＥＡＮを考える ２０１５年２月９日（月）午後４時
～５時３０分

35 富吉　賢一　ＪＥＴＲＯジャカルタ事務所
長

ジョコ・ウィドド大統領は中進国の罠
を越えられるか

２０１４年１２月５日（金）午後４
時～５時３０分

34 鹿取　克章　前インドネシア駐箚特命全
権大使

インドネシア在勤を終えて ２０１４年１０月２３日（木）午後４
時～５時３０分

33 町田　憲昭　弁護士　西村あさひ法律事
務所

インドネシア進出の法務－ネガティブ
リストの改正を踏まえて

２０１４年９月１６日（火）午後４
時～５時３０分

32 本名　純　立命館大学教授 大統領選挙の結果と今後の展望 ２０１４年７月１８日（金）午後４
時～５時３０分

31 北村　由美　京都大学附属図書館研究
開発室准教授

民主化時代のインドネシア華人文化 ２０１４年６月１７日（火）午後２
時～３時３０分



30 井上　一志　警察庁警備局外事情報部
国際テロリズム対策課長

インドネシアのテロ情勢と安全対策 ２０１４年５月２９日（木）午後４
時～５時３０分

29 白石　隆　政策研究大学院大学学長 インドネシア新政権の課題と日本イン
ドネシア関係の展望

２０１４年４月２３日（水）午後４
時～５時３０分

28 本名　純　立命館大学教授 大統領選挙の展望と最新のインドネ
シア政治情勢

２０１４年３月２５日（火）午後４
時～５時３０分

27 鹿取　克章　駐インドネシア特命全権大
使

最近の日本インドネシア関係 ２０１４年２月２４日（月）午後２
時～３時３０分

26 正木　靖　外務省経済局参事官 日本の経済連携政策（TPP、RCEP、
日中韓FTAを含む）

２０１４年１月２９日（水）午後４
時～５時３０分

25 川村　晃一　ＪＥＴＲＯアジア経済研究所 インドネシア大統領選挙の展望 ２０１３年１２月９日（月）午後４
時～５時３０分

24 石川　和秀　外務省南部アジア部長 ＡＳＥＡＮの現状と日・ＡＳＥＡＮ関係の
強化

２０１３年１１月７日（木）午後４
時～５時３０分

23 佐藤　百合　ＪＥＴＲＯアジア経済研究所
地域センター長

経済大国インドネシア：その光と影 ２０１３年１０月２１日（月）午後４
時～５時３０分

22 福井　信雄　弁護士（長島・大野・常松
法律事務所）

インドネシアの法務リスクとどう向き
合うのか～進出企業の抱えるトラブ
ル事例から学ぶ～

２０１３年９月１３日（金）午後４
時～５時３０分

21 水野　正幸　前ジャカルタ・ジャパン・クラ
ブ理事長

ジャカルタ・ジャパン・クラブの活動に
ついて～１年間の理事長職を終えて
～

２０１３年７月１６日（火）午後４
時～５時３０分

20 城田　実　元駐デンパサール総領事 インドネシアという国、インドネシア人
という人々

２０１３年７月１日（月）午後４時
～５時３０分

19 森下　明子　京都大学東南アジア研究
所特定研究員

インドネシアの天然資源と政治 ２０１３年５月３０日（木）午後２
時００分～３時３０分

18 水野　広祐　京都大学東南アジア研究
所教授

インドネシアの労使関係と労使紛争
処理制度

２０１３年４月２３日（火）午後２
時３０分～４時

17 ギナンジャール・カルタサスミタ　大統領
諮問委員会委員

約束と挑戦～最近のインドネシアの
経済・政治情勢～
PromisesandChallenges:Indonesia’
sRecentEconomicandPoliticalSituatio
n～

２０１３年３月１４日（木）午後２
時００分～３時３０分



16 鹿取　克章　駐インドネシア特命全権大
使

日本インドネシア関係の現在と展望 ２０１３年２月２６日（火）午後２
時３０分～４時

15 岡本　正明　京都大学東南アジア研究
所准教授

インドネシアにおける地方分権化の
展開と展望

２０１３年１月２５日（金）午後２
時３０分～４時

14 相沢　伸広　ジェトロ・アジア経済研究所
新領域研究センター法制度研究グルー
プ

インドネシア華人のビジネスと政治活
動

２０１２年１２月１１日（火）午後２
時３０分～４時

13 白石　隆　政策研究大学院大学学長 インドネシアの現状と展望 ２０１２年１１月１日（木）午後２
時３０分～４時

12 山﨑　裕人　前インドネシア国家警察長
官政策アドバイザー

インドネシア国家警察の現状 ２０１２年１０月１２日（金）午後１
時～２時３０分

11 見市　建　岩手県立大学総合政策部准
教授

インドネシアのイスラム ２０１２年９月２７日（木）午後２
時３０分～４時

10 福井　信雄　弁護士（ジャカルタ） インドネシアの法律事情 ２０１２年７月２日（月）午後２時
３０分～４時

9 島田　弦　名古屋大学大学院国際開発
研究科准教授

インドネシア人の法律に対する意識 ２０１２年６月８日（金）午後２時
３０分～４時

8 中川　勉氏　元東京三菱銀行のジャカ
ルタ支店長、元ＪＪＣ理事長、現ＮＨＭマ
ネジメントコンサルティング社経営者

インドネシア直接投資ブームと日本
企業

２０１２年５月８日（火）午後２時
３０分～４時

7 本名　純　立命館大学国際関係学部教
授

インドネシアの政局を読む ２０１２年４月６日（金）午後２時
３０分～４時

6 山田　滝雄　初代アセアン担当大使、外
務省官房参事官

日本のアセアン外交の現状 ２０１２年３月５日（月）午後２時
３０分～４時

5 ギナンジャール・カルタサスミタ　インド
ネシア日本友好協会会長

インドネシアの最近の政治経済情勢
と日本・インドネシア関係

２０１２年２月９日（木）午後２時
３０分～３時３０分

4 佐藤　百合　アジア経済研究所地域研
究センター次長

インドネシアの今を知る、将来を展望
する

２０１２年１月３０日（月）午後２
時３０分～４時

3 梅田　邦夫　外務省南部アジア部長 １１月インドネシアで開催の東アジア
首脳会議の報告

２０１１年１２月２日（金）午後２
時３０分～４時



2 金井　篤　国際交流基金　前ジャカルタ
日本文化センター所長

インドネシアにおける日本語教育事
情

２０１１年１１月２８日（月）午後２
時～３時３０分

1 ハッサン・ウィラユダ　インドネシア大統
領諮問会議委員
（日本国際問題研究所との共催）

東アジア情勢とインドネシア外交 ２０１１年１０月２６日（水）午後２
時３０分～４時


