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                                      【公表】 

事業名 東アジアの共生社会構築のための多極的教育研究プログラム 

申請大学 

大学名・申請専攻等名 

神戸大学 国際交流推進本部 

 

主担当教員 

所属・職・氏名 

神戸大学・人文学研究科 教授  釜谷武志 

 

  

１．事業の実施状況 

（１）申請時に提出した事業の目的及び将来構想の概要 

事業の目的 

本事業は、現代東アジアが直面する政治外交・文化をめぐる諸問題の解決に向けて、東アジア相互の対話

と共生を可能にするグランドデザインを設計できる若手研究者を育成する取組である。 

そのために、東アジアに関連する人文科学と社会科学の 2 つのディシプリンの中で、以下の諸分野を習得

するプログラムを構築し、東アジアに関する高度な研究能力と学術論文作成力及び外国語による研究発表能

力を備えた国際的に活躍できる人材の育成を目指す。 

そのカバーする学術分野は以下の通りである。 

 １）地域研究（アジア研究、現代中国研究、現代韓国研究） 

 ２）政治学（中国政治、韓国政治、台湾政治、外交史） 

 ３）歴史学（東洋史、日本史、美術史） 

 ４）社会学（社会構造論、社会変動論、文化社会学） 

 ５）言語学・文学（英語・英文学、東アジア文学） 

 

将来構想の概要 

本事業は、「神戸大学国際戦略構想（平成 17 年 12 月策定）」のうち、「神戸大学が有する優れた研究分野

の国際的強化」及び「国際的人材の養成と国際標準化した教育体制の整備」に沿うものである。 

人文学研究科は、東アジア地域の大学・研究機関との連携を更に強化し、プロジェクト型研究組織による

国際交流の一層の展開・実質化を図り、国際協力研究科は、外国の諸大学との間で、「国際化推進プログラ

ム」を中心とした授業実施、研究指導における連携を進める。両研究科はこうした目的の下、将来の東アジ

ア研究の世界的な主導者となり得る若手研究者の育成を目指し、東アジアの諸大学及び欧米の有力大学との

間で三極連携を構築していく。 

 

・上述の目的に対する達成状況とその理由 
   

□目標を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

   □概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

 

【理由】 

① 「アジアプログラム」において海外 3 地域（中国、台湾、韓国）に延べ 19 名の若手研究者を派遣し、

アジアの現地で社会調査、語学訓練、国際共同研究等の研修を積み、現地に溶け込んだ参与観察や社会

文化の経験的理解を深め、アジア学の最先端の理論研究を積ませ、東アジアの共生社会構築に向けて、

アジアの歴史・文化・経済を理解する人材を育成したこと。 

 

② 「欧米プログラム」において海外 2 地域（英国、米国）に延べ 14 名の若手研究者を派遣し、欧米の東

アジア研究の蓄積と分析的アプローチを参照しながら、アジアプログラムで得た構想を再検討し、世界

の東アジア研究に発信できる独自の理論的アプローチを構想する欧米のアジア学の研究成果を身に付

け、その成果を東アジアの現状に批判的に応用・発展させる人材を育成したこと。 

 

③ 上記の「アジアプログラム」・「欧米プログラム」を実施する中で、長期派遣者・短期派遣者に対して、

アカデミック・ライティング、オーラル・コミュニケーション(英語・中国語・韓国語)の集中講義を提

供し、派遣対象者が現地で研修を十分に遂行できるような語学の運用能力の向上を図ったこと。 
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④ 日本語・中国語・英語・韓国語による独自のホームページを始め、神戸大学大学院人文学研究科、神

戸大学大学院国際協力研究科のホームページにおいて、ITP 研修生の募集のみならず、成果報告会や

共催コロキウムに関する情報発信を行った他、神戸大学概覧、神戸大学大学院人文学研究科案内、神

戸大学大学院国際協力研究科研究科案内、国際交流推進本部のホームページ等において、広く ITP

事業の広報を行い、本事業の情報発信を積極的に進めたこと。 

 

⑤ アジア・欧米プログラムの修了者の研修成果を広く内外に報告し討論する場として、派遣者成果報告

会を各年度 1 回開催すると共に、それらを総括する国際シンポジウムとして、ソウル大学校国際本

部・日本研究所・国際大学院の協力の下に開催し、東アジアの共生社会構築というテーマの重要性と

今後の更なる追求につき、共通の認識を得たこと。 

 

⑥ 上記の「アジアプログラム」・「欧米プログラム」の修了生を中心に、海外の若手研究者を組織した

国際学会を企画運営する ITP コロキアムを台湾と米国で実施し、ITP 若手研修者の国際学術ネット

ワークの組織化に十分な効果を挙げたこと。 

 

⑦ 成果最終報告書（平成 20 年度～平成 24 年度）」の編集「東アジア共生社会の構築のための多極的教

育研究プログラム」の試みについて広く学内外の理解を得ると共に、教育研究内容に関する問題点や

課題を指摘頂き、今後の活動に生かすために、以上の第 3 期欧米プログラム・第 4 期アジアプログ

ラム派遣者成果報告会の成果報告を含め、これまでの全成果をまとめた「若手インターナショナル・

トレーニング・プログラム（ITP）「東アジアの共生社会構築のための多極的教育研究プログラム」

成果最終報告書（平成 20 年度～平成 24 年度）」を編集したこと。 

 

⑧ ITP 修了者が外国語で自身の研究成果を発信する「神戸大学人文学研究叢書」(Kobe University 

Humanities Series)を創設し、「アジアプログラム」及び「欧米プログラム」派遣経験者の博士論文

（以下の 2 点）をアジア派遣国の公用語（中国語）と英語で公刊したこと。 

1. 小笠原淳《戰後臺灣小說的現代性敘述脈絡――論白先勇的書寫變遷》 

2. Yang, Yin, Contrastive Study of Act Development Expressions in Japanese, Chinese, Korean, 
and English 
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（２）若手研究者養成のための組織的な取組状況 

 

①若手研究者養成のための組織的な枠組み作り、及び実施機関全体としての事業実施・支援体制の整

備状況 

・神戸大学と海外パートナー機関との共同指導体制の充実・発展 

プログラムの全期間、長期派遣者には月に 1 回、短期派遣者には月に 2 回、「月例報告書」の提出

を義務付けた。この「月例報告書」は、海外パートナー機関と神戸大学の複数の指導教員によりチェ

ックした上で、人文・社会 ITP 推進委員会の月例推進委員会で報告し、これらを踏まえて、派遣者

の研修報告書を発行すると同時に、ITP プログラムのホームページ上に公開した。 

    神戸大学と海外パートナー機関、さらには人文・社会 ITP 推進委員会という複数の審査を経るこ

とで、長期・短期派遣者の研修状況を、ITP 推進委員会がより良く理解し、研修のあり方を改善する

という「共同指導体制」をより円滑に推進することができた。 

    合わせて、平成 23 年度から、①TOEFL・ITP 模試の受験を必須とし、②博士論文多言語執筆を支

援するプログラムを開始し、③海外パートナー機関の教員と協力して「アカデミック・ライティン

グ」の授業を開講するなど、「共同指導体制」をさらに充実させた。 

   ・ 緊急時、災害時に備えて、本事業参加派遣者には保険加入を義務付けるとともに、民間企業の実施

する安否支援システムを利用して、速やかに情報収集を行える体制を確立している。本事業で海外

へ派遣する学生には、本システムの利用を義務付けた。このシステムにより、①リアルタイムでの

渡航情報一括管理、②平常時の安否確認、③専門家による派遣前の危機管理オリエンテーション開

催、④24 時間 365 日機能する緊急連絡窓口、⑤有事の際のプロによるサポート体制を整えている。

今回の派遣においては、トラブルもなく緊急連絡等はなかった。 

②海外パートナー機関との連携状況（海外パートナー機関との間で形成したネットワークの活用状況、

共同企画や海外パートナー機関からの受入等、双方向の交流についても言及して下さい。） 

○ネットワークの活用状況 

・「アカデミック・ライティング（アドバンスト）Ⅱ」（平成 23 年度後期集中授業）の開講：  

海外パートナー機関のワシントン大学の教員 1 名を招聘し、人文学研究科にて、「アカデミック・

ライティング（アドバンスト）Ⅱ」を開講した。ITP 修了生・派遣生に対する博士論文の英語執筆

を援助する講義であった。 

・外部評価における評価への協力： 
外部委員として、本プログラムの海外パートナー機関であるソウル大学校日本研究所の林采成副所

長を招聘し、本プログラムに関する評価と助言を受けた（2013 年 3 月 8 日 15 時～17 時、於神戸

大学大学院人文学研究科 B 棟 1F 小ホール）。 

 

○共同企画 

・ITP 派遣者成果報告会の開催（毎年度） 

 ・国際シンポジウム「東アジアの共生社会実現に向けた新しい東アジア研究」 

（平成 25 年 1 月 10・11 日、ソウル大学校）の開催 

・ITP コロキアム（台湾大学）「東アジアにおける域外経験と文化接触―言語から探る日本と台湾及び

中国大陸の文化往還」（平成 24 年 12 月 21 日、国立台湾大学）の開催 

 ・ITP コロキアム（ワシントン大学）「日本とアメリカ合衆国における日本学―日本の言語・文化につ

いての比較研究的視座」（平成 25 年 2 月 22 日、ワシントン大学）の開催 

○海外パートナー機関からの受入 

・胡家瑜教授（国立台湾大学社会学部教授）： 

第 1 期アジアプログラム派遣者成果報告会への招聘（平成 21 年 7 月 13・14 日） 

・柯慶明（国立台湾大学中国文学系教授・台湾文学研究所所長）： 

第 2 期アジア・欧米プログラム長期派遣者成果報告会への招聘（平成 21 年 7 月 26 日） 

フォーラム「台湾モダニズム文学序説」講演（同年 7 月 27 日） 

・ポール・ウェブレイ（ロンドン大学ＳＯＡＳ教授・院長） 

セミナー「Economic Phychology in the Century of Asia」講演（平成 22 年 11 月 5 日） 

・徐興慶（国立台湾大学日本語文学系教授）： 

組織的な若手研究者等海外派遣プログラムの最終害美評価への招聘（平成 25 年 2 月 2 日） 

・林采成（ソウル大学校日本研究所副所長・副教授） 

本 ITP プログラムの最終外部評価（8 日）への招聘（平成 25 年 3 月 8 日） 
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（３）本事業による取り組み成果の国内外に対する情報発信の状況 

 
① 本事業を効果的に遂行するため、日本語・中国語・英語・韓国語による独自のホームページを開設し

た。 

 

② 神戸大学大学院人文学研究科、神戸大学大学院国際協力研究科のホームページにおいて、本事業にお

けるアジアプログラム・欧米プログラムの長期・短期派遣者の募集のみならず、本事業の成果報告会

や共催コロキウムに関する情報発信を行った。 

 

③ 神戸大学概覧、神戸大学大学院人文学研究科案内、神戸大学大学院国際協力研究科研究科案内におい

て、広く本事業の広報を行った。 

 

④ 国際交流推進本部のホームページにおいて、神戸大学の国際学術交流事業の中心的な柱として本事業

を紹介し、国内外への広報宣伝活動を行った。 

 

⑤ 英文による大学広報誌“Kobe University” において本事業を毎年紹介し、本事業の海外パートナー機

関における国際交流オフィスでの広報活動を積極的に展開した。 
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２．今後の展望 
・これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。（自己資金、若しくは他の競争的資金等

による同様の事業の継続状況等） 

 

人文学研究科は、そのミッションの再定義において「教育改革の方向性」として、以下のような方向を

目指している。 

すなわち、「古典力と対話力を核とする人文学教育」、「東アジアの共生社会構築のための多極的教育研

究プログラム」、「神戸オックスフォード日本学プログラム」、「グローバル人文学プログラム」等、これま

でに採択されてきた教育プログラムによる成果を踏まえながら、①人文学の各々の専門分野の古典的なら

びに現代的な課題をまず押さえた上で、②その基盤の上に、従来の学問分野の狭い領域を超えた諸問題に

「人文学」の様々なアプローチから取り組み、③それを海外の諸教育機関とも多極的に連携しながら国際

的な視野において行うことを可能にすべく、学部・大学院教育の充実を図る。 

 このミッションに鑑みながら、ITP 事業を、研究科及び全学に継続発展すべく、以下のような取組みに、

本プログラムで構築した多極的教育研究システムを反映させる。 

 
① 現在継続中の「グローバル人文学プログラム」において、ITP プログラムのアジア・プログラム、

欧米プログラムにおいて開発された海外パートナー機関との共同指導体制を継続発展させること。 

② 東アジアの共生社会構築を研究テーマの一つとした研究拠点を形成する申請を準備すること（平成

26 年度に申請予定）。 

③ ITP プログラムにおける博士論文多言語執筆プログラムを継続実施し、博士論文の現地語及び英語

による公刊を目指す「神戸大学人文学研究叢書」(Kobe University Humanities Series)の更なる充実

を図る。 

 

 国際協力研究科においては、すでに大学の世界展開力強化事業（タイプ A：キャンパス・アジア中核拠

点形成支援）において、本 ITP の構想をさらに発展させた「東アジアにおけるリスク・マネジメント専門

家養成プログラム」に採択され、同事業を平成 23 年度から開始している（平成 27 年度に終了予定）。同プ

ログラムのリスク・マネジメント専門家養成において、本事業が発展させた海外パートナー機関との共同

指導体制をさらに充実させている途上である。 
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資料１．若手研究者の養成 

（１）海外パートナー機関への派遣者数及び派遣期間 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除きます。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

 

①第 1年度（平成 20年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 国立台湾大学 H20.10.1～H21.3.31 

（182 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

2 成均館大学校 H20.10.1～H21.3.31 

（182 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

3 成均館大学校 H21.1.3～H21.3.30 

（87 日間） 

国際協力研究科・

助教 

4 国立台湾大学 H21.1.31～H21.3.31 

（60 日間） 

人文学研究科・ 

ポスドク 

5 計 4 名   

②第 2年度（平成 21年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 国立台湾大学 H21.4.1～H21.6.27 

（88 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

2 成均館大学校 H21.4.1～H21.6.27 

（88 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

3 ソウル大学校 H21.10.1～H22.3.31 

（182 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

4 ワシントン大学 H21.10.1～H22.3.31 

（182 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

5 国立台湾大学 H21.10.1～H22.3.31 

（168 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

6 リヨン高等師範大学 H21.11.3～H22.3.31 

（122 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

7 国立台湾大学 H21.12.1～H22.2.28 

（90 日間） 

人文学研究科・ 

ポスドク 

8 ソウル大学校 H21.12.2～H22.3.15 

（85 日間） 

国際協力研究科・

助教 

9 ワシントン大学 H22.1.16～H22.3.30 

（74 日間） 

人文学研究科・ 

ポスドク 

10 リヨン高等師範大学 H22.1.30～H22.3.31 

（61 日間） 

人文学研究科・ 

ポスドク 

11 計 10 名（前年度継続 2 名）   

12    

13    

14    

15    
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④ 3年度（平成 22年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ワシントン大学 H22.4.1～H22.6.30 

（91 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

2 リヨン高等師範大学 H22.4.1～H22.6.27 

（88 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

3 国立台湾大学 H22.4.1～H22.4.30 

（30 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

4 ソウル大学校 H22.4.1～H22.6.30 

（91 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

5 国立パリ政治学院 H22.12.27 ～

H23.3.31 

（95 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

6 ワシントン大学 H22.12.21 ～

H23.3.31 

（101 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

7 中山大学 H23.1.5～H23.3.31 

（86 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

8 成均館大学校 H22.10.1～H23.3.31 

（182 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

9 中山大学 H23.1.25～H23.3.31 

（66 日間） 

人文学研究科・ 

ポスドク 

10 成均館大学校 H23.1.27～H23.3.31 

（64 日間） 

人文学研究科・ 

ポスドク 

11 国立パリ政治学院 H23.1.19～H23.3.31 

（72 日間） 

人文学研究科・ 

ポスドク 

12 ワシントン大学 H23.1.13～H23.3.31 

（78 日間） 

人文学研究科・ 

ポスドク 

13 計 12 名（前年度継続 4 名）   

14    

15    

⑤ 4年度（平成 23年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 国立パリ政治学院 H23.4.1～H23.5.1 

（31 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

2 ワシントン大学 H23.4.1～H23.7.1 

（92 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

3 中山大学 H23.4.1～H23.6.30 

（91 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

4 成均館大学校 H23.4.1～H23.6.30 

（91 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

5 国立台湾大学 H23.10.8～H24.3.1 

（146 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

6 ソウル大学校 H23.10.2～H24.3.31 

（155 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

7 ワシントン大学 H23.11.1～H24.3.31 

（141 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

8 国立台湾大学 H23.11.1～H24.1.15 

（62 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

9 ソウル大学校 H24.1.8～H24.3.31 

（84 日間） 

国際協力研究科・ 

ポスドク 
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10 ロンドン大学（SOAS） H23.10.3～H24.1.31 

（93 日間） 

国際協力研究科・ 

ポスドク 

11 ワシントン大学 H24.1.27～H24.3.29 

（63 日間） 

人文学研究科・ 

ポスドク 

12 計 11 名（前年度継続 4 名）   

13    

14    

15    

⑥ 5年度（平成 24年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ソウル大学校 H24.4.1～H24.7.29 

（120 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

2 ワシントン大学 H24.4.1～H24.7.1 

（92 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

3 ソウル大学校 H24.10.1～H25.3.29 

（180 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

4 国立台湾大学 H24.10.1～H25.3.28 

（179 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

5 ワシントン大学 H24.10.6～H25.3.29 

（175 日間） 

人文学研究科・ 

博士後期課程 

6 ワシントン大学 H24.11.1～H25.3.26 

（135 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

7 ソウル大学校 H24.12.1～H25.2.28 

（90 日間） 

国際協力研究科・

博士後期課程 

8 ワシントン大学 H25.1.14～H25.3.28 

（74 日間） 

人文学研究科・ 

ポスドク 

9 計 8 名（前年度継続 2 名）   

10    

11    

12    

13    

14    

15    

⑦ 6年度（平成＿年度） 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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（２） 派遣若手研究者の選考状況 

①選考結果 

  派遣者数 応募者数 

第 1年度（平成 20年度） 4 ／ 6 

第 2年度（平成 21年度） 
10 

（うち前年度からの継続 2） 
／ 10 

第 3年度（平成 22年度） 
12 

（うち前年度からの継続 4） 
／ 12 

第 4年度（平成 23年度） 
11 

（うち前年度からの継続 4） 
／ 12 

第 5年度（平成 24年度） 
8 

（うち前年度からの継続 2） 
／ 9 

第 6年度（平成＿年度）  ／  

 

②募集・選考方法 
１）募集： 募集要項・HP 等により、各年度 4 月に募集を行う。 

２－１）ポスドク・助教の選考方法 

◎ 第１次選考（書類審査）・・・下記の書類による選考。 

    １．願書（留学経験、語学検定試験、略歴） ２．準備状況（東アジア地域研究の実績） 

    ３．研究計画書（派遣中の研究計画）    ４．研究業績リスト 

○ 選考方法 

１． 派遣希望者各人の書類を ITP 推進委員会委員が 10 点満点で評価し、全面接担当委員の評

価平均点を当該学生の得点とする。 

２． 申請者がかつての指導学生にあたる場合には、評点をつけないこととする。 

３． 委員による評価の平均点が 5 点未満の学生は、原則として書類選考不合格とする。 

４．  

◎ 第２次選考（面接）・・・ITP 推進委員会委員による選考。 

○選考方法  第 1 次選考合格者に対し，各面接担当委員の持ち点を 10 点とし、10 点満点で評価し、

全面接担当委員の評価平均点を当該学生の得点とする。 

     面接は，以下の細目を参考としながら、日本語により行う。細目については、配点は定

めず、各面接担当委員の裁量に委ねることとする。 

申請者がかつての指導学生にあたる場合には、面接を行わないこととする。 

◎ 総合判定 第 1 次選考（書類審査）と第 2 次選考（面接）の平均点の総得点（20 点満点）をもとに

大学院生の派遣先も考慮した上で、総合的に評価し、2 名を派遣者として決定する。 

２－２）大学院生の選考方法 

◎ 第１次選考（書類審査）・・・下記の書類による選考。 

    １．願書（留学経験、語学検定試験、指導教員のコメント） 

２．博士課程前期課程の学業成績     ３．準備状況（東アジア地域研究の実績） 

    ４．研究計画書（留学中の研究計画）   ５．研究業績リスト 

○ 選考方法 

１． 派遣希望者各人の書類を ITP 推進委員会委員が 10 点満点で評価し、全面接担当委員の評

価平均点を当該学生の得点とする。 

２． 申請者が指導学生にあたる場合は、評点をつけないこととする。 

３． 委員による評価の平均点が 5 点未満の学生は、原則として書類選考不合格とする。 

◎ 第２次選考（面接）・・・ITP 推進委員会委員による選考。 

○選考方法  第１次選考合格者に対し、各面接担当委員の持ち点を 10 点とし、10 点満点で評価し、

全面接担当委員の評価平均点を当該学生の得点とする。 

     面接は、以下の細目を参考としながら、日本語により行う。細目については、配点は定

めず、各面接担当委員の裁量に委ねることとする。 

申請者が指導学生にあたる場合は、面接を行わないこととする。 

◎ 総合判定  第１次選考（書類審査）と第２次選考（面接）の平均点の総得点（20 点満点）により評

価し，その総得点が高い上位 2 名を派遣者として決定する。 

総得点が同点により決定できない場合は、第２次選考（面接）時の平均点の上位者を優先

する。 
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（３）海外パートナー機関との連携状況、及び海外パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資す

る具体的な活動内容（単位取得、外国語による学術論文作成、口頭研究発表、実験、インターンシッ

プ等）とその効果（派遣された若手研究者へのアンケート集計結果などがあれば、その抜粋を資料と

して添付して下さい。） 
 ・海外パートナー機関の数がさらにある場合は、欄を追加して下さい。 

 

①  機関名（国名）：中山大学（中国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
ITP の派遣研修生の枠を 1 名増やした。（平成 22 年 3 月 30 日協議の結果） 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
平成 22 年度において、松浦真弓は、中国雲南省のフィールド調査に従事し、中山大学の支援の

もと、雲南省人民政府との共同調査を引き続き行うことになった。田中剛は、「人民共和国建国前

後におけるモンゴル知識人の“再編”」につき中国語論文を作成し、科学研究費（若手研究者支援枠）

を獲得した。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    3 人、延べ派遣日数：    244 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    6 人、延べ派遣日数：    16 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    2 人、延べ受入日数：     4 日）  

② 機関名（国名）：国立台湾大学（中国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
ITP 派遣者をポスドクに採用する連携が試行的に開始された。対象者は、ITP 派遣生の村田省一

で、期間は、平成 22 年 6 月～平成 22 年 12 月、受け入れ機関は国立台湾大学歴史系である。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

平成 21 年度の派遣生、小笠原淳は、新設の台湾文学研究所で研鑽を積み、最終年度の ITP 若手

コロキウムを主催、博士論文を中国語にて公刊し、平成 25 年 4 月付で中国文学の大学教員の職を

得た。 

平成 20 年度から平成 24 年度にかけて、藤岡達磨は、継続的にフィールド調査に従事し、最終年

度の ITP 若手コロキウムを主催した。平成 20 年度にメンターとして派遣された速水奈名子は、そ

の後、リヨン、シンガポール等で身体に関わる社会学調査を継続している。 

平成 23 年度派遣の中島恵は、英文学を研究しながら中国語圏との比較研究を試み、平成 24 年度

派遣のエルナンデスは、日本サブカルチャー研究を台湾へと紹介し、ITP 若手コロキウムにて学術

報告を行った。いずれも、現在、台湾で得た知見を博士論文にまとめている。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    9 人、延べ派遣日数：    1005 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    11 人、延べ派遣日数：     25 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     9 人、延べ受入日数：    17 日）  
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③ 機関名（国名）：成均館大学校（韓国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

従来コンタクトのあった人文学院にみならず、派遣生の受入協議を通じて、教育学院との交流を

も実現することができた。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 平成 20 年度派遣の横溝未歩は、ITP を総括する国際シンポジウム（平成 25 年１月 11 日）にお

いて、「江南スタイル」に関する報告をソウル大学校の教員から高く評価された。同年派遣の田中

悟は、現在、国際協力研究科において、本 ITP 事業と関連の深いキャンパス・アジア・プログラム

の運営に従事している。 

 平成 22 年度派遣の楊吟は、母語の中国語と日本語のみならず、派遣期間に韓国語を習得し、東

アジア３か国の比較言語学の博士論文を執筆中であるが、神戸大学人文学研究叢書の一環として、

英語による論集を先行して刊行した。同年派遣の住田哲郎は、台湾にて海外における日本語教育の

インターンシップに従事し、現在、台湾の国立大学で助教を務めている。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     6 人、延べ派遣日数：    694 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     8 人、延べ派遣日数：    29 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     0 人、延べ受入日数：    0 日）  

④ 機関名（国名）：ソウル大学校（韓国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 

 日本研究所との間で、日本学に関する教員・若手研究者の学術交流を進める計画が進捗中である。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 平成 21 年度派遣の米沢竜也は、韓国市民団体の立法運動に関する研究活動が高く評価され、現

在、韓国政府において日韓関係の仕事に従事している。平成 22 年度派遣の趙吴一は、英語・中国

語・韓国語の知識を生かしながら、東アジアの教育比較の研究を行い、現在、その成果を博士論文

にまとめつつある。やはり平成 22 年度派遣の長澤裕子は、ソウル大学校が保管する文化財保護に

関する優れた論文を韓国語で発表した。 

平成 25 年 1 月に開催した ITP を締め括る国際シンポジウムには、同校の ITP 派遣生のうち、5

名が英語による学術報告を行った。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     8 人、延べ派遣日数：    987 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     19 人、延べ派遣日数：    54 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     1 人、延べ受入日数：     4 日）  

⑤ 機関名（国名）：ワシントン大学（アメリカ合衆国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 
 神戸大学人文学研究科における「アカデミック・ライティング」の立ち上げに協力を得、平成 24

年度から開始された「グローバル人文学プログラム」においても、人文学研究科専属の助教につき、

優れた米国籍の若手研究者を招聘する上で多くの助言を得た。「神戸オックスフォード日本学プロ

グラム」をさらに充実させる上での連携を現在模索しつつある。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 
 プログラム実施期間中に派遣した若手研究者は 6 名を数え、平成 25 年 2 月には、派遣生を中心

に、ワシントン大学の教員や院生の協力を得ながら、充実した東アジア学と日本学に関するコロキ
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ウムを開催することができた。派遣者の中でも、楊吟（平成 23 年度）、中島恵（平成 24 年度）、

趙吴一（平成 24 年度）は、3 か国語の知識を背景に、同大学にて、それぞれの研究成果を発表す

る機会に恵まれた。現地語と英語の 2 か国語の習得を目標とした本プログラムにあって、その目標

を上回る成果を挙げた若手研究者として、この 3 名の今後の活躍が期待される。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：   12 人、延べ派遣日数：   1298 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     12 人、延べ派遣日数：     52 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：      1 人、延べ受入日数：     3 日）  

⑥ 機関名（国名）：ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（SOAS）（英国） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 
 

国際協力研究科と SOAS の社会科学部が実施しているダブル・ディグリーに加え、歴史学部所

属の日本研究所との間で ITP 長期・短期派遣生を派遣し、SOAS 院生を受け入れる体制作りの協議

を継続中である。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 平成 23 年度派遣の伊賀司は、東アジアの情報並びに情報統制に関する比較研究に従事した。現

在、平成 20・平成 21 年度派遣の田中悟と並んで、国際協力研究科の進めるキャンパス・アジア・

プログラムの運営に従事している。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：     1 人、延べ派遣日数：    97 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：     10 人、延べ派遣日数：    52 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     2 人、延べ受入日数：     4 日）  

⑦ 機関名（国名）：国立パリ政治学院（フランス） 

○パートナー機関との連携状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経費的

支援状況についても言及して下さい。） 

 
同学院アジア太平洋センター・国際関係担当官であるレジーヌ・セラ氏が強く希望されるダブ

ル・ディグリーについて、東アジア学のうち、社会学や政治学の方面で先行実施できないか協議中

である。 

 

○パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 平成 22 年度に小笠原淳と唄邦弘を派遣した。小笠原は、台湾文学のフランスにおける受容を研

究し、在仏中国人への聞き取り調査を実施した。その成果の一部は神戸大学人文学研究叢書の１冊

として公刊された。唄は、ここで収集した考古学に関する資料調査を基に、現在、博士論文の完成

を目指している。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    3 人、延べ派遣日数：    198 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    8 人、延べ派遣日数：    56 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0 人、延べ受入日数：     0 日）  

⑧ 機関名（国名）：リヨン高等師範大学（フランス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 
 

平成 21 年 3 月に同大学学長である O・ファロン氏、副学長 Y・ヴァンカン氏を招聘し、共同企

画として現代の大学に求められる教育像に関するシンポジウムを開催した。平成 20 年度には、神

戸大学学長も、本事業の担当者と共に同大学を訪問し、連携の一層の進展を図った。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 
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平成 21 年度に 2 人の若手研究者を派遣した。 

藤岡達磨は、特別研修院生の資格で、「フランスにおける公共圏と消費社会についての理論的研

究」を研究テーマに、同大学副学長 Y・ヴァンカン氏の指導を得てリヨン市内のショッピングセン

ターでフィールドワークを行った。その成果は、彼の博士論文に生かされている。  

速水奈名子は、特別フェローの資格で、「東アジア社会における女性の身体統制に関わる分析」

を研究テーマに、Y・ヴァンカン氏が所有するゴッフェマン・アーカイブスを直接調査することが

できたのは最大の成果であった。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    3 人、延べ派遣日数：    271 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    9 人、延べ派遣日数：    56 日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    2 人、延べ受入日数：     2 日）  

⑨  機関名（国名）：ヤゲロン大学・哲学科、国際学政治学科及び比較文明研究所 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 
 大学間の国際交流協定の存在を前提に、本事業の最終年度に、本事業の海外パートナー機関に追

加した。東アジア学を中心に、今後、人文学研究科を中心に学術交流を深化させる予定である。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 本事業の最終年度にパートナーに加える見直しを行ったため、若手研究者を事業実施内に派遣す

るゆとりがなかった。ただ、２５年度以後、人文学研究科における倫理創成プログラムや日本サブ

カルチャー研究プロジェクトにおいて、博士後期課程の若手研究者を対象に、学術交流を中心とし

た短期派遣を企画中である。 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    0 人、延べ派遣日数：    0 日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    1 人、延べ派遣日数：    6 日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：     0 人、延べ受入日数：   0 日）  

 

 

○海外パートナー機関の見直し状況（申請当初より海外パートナー機関の見直しが行われた場合はその理

由を記入して下さい。見直しを行っていない場合は、「該当なし」と記載して下さい。） 

 

①� リヨン高等師範大学・人文科学校（フランス）の追加（平成 21 年度） 

 

 本プログラムでは、東アジアにおける共生社会構築のための教育プログラムを推進することを目標

としているが、リヨン高等師範大学・人文科学校は、中国をはじめとした東アジア地域の有力大学と

の強い連携関係を有しており、同大学をパートナー機関として追加することは、本プログラムの効率

的な遂行のために非常に有意義であると考えられる。同大学の副学長であるイヴ・ヴァンカン教授が、

平成 21 年 6 月に本学人文学研究科において講演を行うとともに、野上学長、佐々木人文学究科長（肩

書は平成 21 年当時）と会見し、交流協定締結への意欲を示された。さらに、協定締結へ向けた第一歩

として、人文学研究科の P.D.１名を同大学に招聘する旨提案され、同大学からの渡航費・滞在費によ

り、9 月 3 日～30 日の間、同大学への短期派遣が実現している。 

また、同年 7 月には、野上学長及び人文学研究科の油井教授が、リヨンに赴き、同校の学長、副学

長等と学術交流協定締結の詳細を話し合い合意した。この話し合いの中で ITP についての意見交換も

あり、海外パートナー校として協力したいとの申し出があった。このことを受け、ITP 推進委員会に

おいて同大学を海外パートナー機関として追加するかどうかについて協議した結果、承認された。 

なお、同大学は、フランスでグランゼコールと呼ばれる名門校の 1 つであり、この点でも本事業の

推進にとって大きな意義をもつといえる。 

 

② ヤゲロン大学・哲学科、国際学政治学科及び比較文明研究所（平成 24 年度） 
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ヤゲロン大学は中央ヨーロッパ（ポーランド）に位置する優れた総合大学であり、欧州屈指の歴史を

有すると共に、古くはコペルニクス、近代では B・マリノフスキー等を輩出した欧州でも最も優れた大

学の一つとされている。本 ITP のパートナー機関全体の布置構造から見て、中・東ヨーロッパのパート

ナー機関を設定することが有効であり、また実際に本 ITP の受託機関は、交流協定の下、同大学への学

生の送り出しと受入れ双方に実績を持っており受け入れ体制も整っている。また、今後同大学とはさら

に踏み込んだ共同教育研究の仕組みを構築する予定であり、双方交流の活発化が想定できる。 
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資料２．共同企画の実施状況 

①  共同企画名 第 1 期アジアプログラム長期・短期派遣者成果報告会 

開催場所 神戸大学 開催期間 平成 21 年 7 月 13～14 日 

海外パートナ

ー機関 

国立台湾大学 

内容（若手研

究者による発

表 等 に つ い

て） 

 長期・短期派遣者の藤岡達磨、横溝未歩、速水奈名子、田中悟が派遣の成果を

報告した。また、成果報告会への海外パートナー機関の指導教員を招聘し、アジ

アプログラムの成果を共同で検証する試みを通じて、自己評価と相互協力関係の

検証を効果的に行うことができた。 

②  共同企画名 アジアにおける文化的記憶 

開催場所 神戸大学 開催期間 平成 21 年 7 月 15 日 

海外パートナ

ー機関 

国立台湾大学 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 国立台湾大学人類学系准教授の胡家瑜氏を招聘し、様々なメディアに物質化さ

れた記憶という見地から、アジアにおける記憶の錯綜した保存・登録・再現・展

示といった諸問題を検討するシンポジウムを開催した。胡家瑜氏は「物質化され

た記憶と再生された歴史的資源」のテーマで、台湾原住民の芸術および文化遺産

について御講演いただいた。これに対して ITP 研修生の藤岡達磨が「記憶の物質

化／商品化」の問題についてコメントした。 

③  共同企画名 第 2 期アジア・欧米プログラム長期・短期派遣者成果報告会 

開催場所 神戸大学 開催期間 平成 22 年 7 月 16 日 

海外パートナ

ー機関 

国立台湾大学 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 ITP 研修生の藤岡達磨、横溝未歩、小笠原淳、米沢竜也、速水奈名子、田中悟、

田中剛が長期・短期派遣の成果を報告した。また、成果報告会への海外パートナ

ー機関の指導教員である柯慶明（国立台湾大学中国文学系教授・台湾文学研究所

所長）を招聘し、アジア・欧米プログラムの成果を共同で検証する試みを通じて、

自己評価と相互協力関係の検証を効果的に行うことができた。 

④  共同企画名 セミナー「Economic Phychology in the Century of Asia」 

開催場所 神戸大学 開催期間 平成 22 年 11 月 5 日 

海外パートナ

ー機関 

ロンドン大学 SOAS 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 ロンドン大学 SOAS 教授・院長のポール・ウェブレイ氏を招いて開催された。 

ITP 派遣生、特に欧州派遣予定者を中心に準備が進められ、英語による質疑応答

がなされた。 

⑤  共同企画名 第 3 期アジアプログラム・第 2 期欧米プログラム派遣者成果報告会 

開催場所 神戸大学 開催期間 平成 23 年 7 月 30 日 

海外パートナ

ー機関 

ワシントン大学、国立台湾大学（テレビ会議参加） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

人文学研究科・国際協力研究科からそれぞれ大学院生 4 名・ポスドク 4 名を派

遣し、中国、台湾、韓国、アメリカの研究者、大学院生との知的交流の中で、幾

つかの学会発表や学術論文を執筆し、あわせて、中国語・韓国語・英語の運用能

力を大きく高めたことが成果として挙げられる。 

また、本年度は「アジアプログラム・欧米プログラムと若手研究者国際派遣モデ

ル」と題して、人文・社会 ITP 推進委員会委員 2 名の講演と討論からなる「国際

討論集会」を開催し、今後の東ジアの若手研究者の育成や研究交流をめぐって活

発な議論が展開された。 
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⑥  共同企画名 第 3 期欧米プログラム・第 4 期アジアプログラム派遣者成果報告会 

開催場所 神戸大学 開催期間 平成 24 年 7 月 31 日 

海外パートナ

ー機関 

ソウル大学校、ワシントン大学（テレビ会議参加） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

第 3 期欧米プログラム・第 4 期アジアプログラム終了者（長期派遣者 3 名、短期

派遣者 4 名）の研修成果を広く内外に報告し討論する目的で、平成 24 年７月 31

日に開催された。長澤裕子（神戸大学大学院国際協力研究科研究員） は、メンタ

ーとしてソウル大学校に短期派遣されたが、神戸大学とは離れた遠隔地に居住し

ているため、本報告会に参加する往復旅費を支給したが、ソウル大学校でのメン

ターの役割を含め、自身の短期研修の学術成果につき有意義な報告を行った。 

 

⑦  共同企画名 ITP General International Symposium “ New East Studies toward Creating a 

Symbiosis Society in East Asia 

開催場所 Seoul  National 

University, Korea 
開催期間 平成 25 年 1 月 10 日～1 月 12 日 

海外パートナ

ー機関 

Seoul National University,Korea 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

鄭鐘昊（ソウル大学校国際協力本部長）、中村千春（神戸大学副学長）による、

東アジアの国際交流の今後の展望と、その中での神戸大学とソウル大学校との果

たすべき役割に関する基調講演がなされた。 

ITP 修了生 5 名が、成果の発表を英語で行い、ソウル大学校国際大学院の報告

者とともに英語で討論を行い、シンポ参加者から高い評価を得た。 

 

⑧  共同企画名 ITP コロキアム（台湾大学） 

開催場所 国立台湾大学 開催期間 平成 24 年 12 月 21 日 

海外パートナ

ー機関 

国立台湾大学 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

小笠原淳（ITP 研修修了者）、藤岡達磨（同）が、コロキウムを組織した。 

アルバロ・フェルナンデス（ITP アジアプログラム長期派遣者）が、学術報告を

行った。 

ITP パートナー機関の国立台湾大学からは、石廷宇（台湾文学研究所博士課程）、

劉于慈（同）、荘怡文（同）が、学術報告を行った。 

ITP パートナー機関の国立台湾大学からは、洪淑芩（台湾文学研究所所長）が開

会挨拶を行い、柯慶明（同研究所教授、ITP 研修生・小笠原淳の指導教員）が、

報告コメント、閉会の挨拶を行った。 

⑨  共同企画名 ITP コロキウム（ワシントン大学） 

開催場所 ワシントン大学シア

ト ル キ ャ ン パ ス

HUB Room307 

開催期間 平成 25 年 2 月 22 日 

海外パートナ

ー機関 

ワシントン大学 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

四方俊祐（ITP 研修修了者）が、コロキウムを組織した。 

中島恵（ITP アジアプログラム長期派遣者）、楊吟（同）が、学術報告を行った。 

ITP パートナー機関のワシントン大学からは、五十嵐香里（アジア言語・文学科

博士課程）、Bonnie McClure（同）、Sarah M. Clayton（同）が、学術報告を行っ

た。 

ITP パートナー機関のワシントン大学からは、Justin Jesty（アジア言語・文学科

助教授）が開会挨拶を行い、Edward Mack（同教授、ITP 研修生・中島恵の指導

教員）が、報告コメント、閉会を行った。 
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資料３．学術面の成果及び成果の発表状況 

派遣若手研究者による研究成果発表 

 
①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・海外パートナー機関の研究者との共著論文には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

1 

著者名 横溝未歩 

題 名 
日韓の対北朝鮮政策をめぐる比較研究 

-政策形成の分岐点はどこだったのか- 
掲載誌名 六甲台論集 国際協力研究編 

発行所 神戸大学 巻号 10 頁 31～50 発行年 21年 査読 ○有・無 

2 

著者名 速水 奈名子（編者：大野道邦・小川伸彦） 

題 名 
担当執筆部分：「第 12章 現代社会における自己形成と身体―― 

ゴッフマンのフレーム論をもとに」 
掲載誌名 

『文化の社会学：記憶・メディア・

身体』 

発行所 文理閣 巻号  頁 244～262 発行年 21年 査読 有・○無 

3 

著者名 速水 奈名子 

題 名 「ゴッフマン理論における個人化」 掲載誌名  

発行所 日本社会学史学会 巻号 31 頁 19～34 発行年 21年 査読 ○有・無 

4 

著者名 速水 奈名子（編者：西原和久・油井清光） 

題 名 
第 13章 身体統制の変容 

―礼儀作法からイメージコントロールへ― 
掲載誌名 

『現代人の社会学・入門――グ

ローバル時代の生き方』 

（有斐閣コンパクト) 

発行所 有斐閣 巻号  頁 221～235 発行年 22年 査読 有・○無 

5 

著者名 田中悟 

題 名 関係論としての「国家神道」論 掲載誌名 『宗教研究』 

発行所 日本宗教学会 巻号 360 頁 139～160 発行年 21年 査読 有・○無 

6 

著者名 田中悟 

題 名 戦後会津における「観光史学」の軌跡 掲載誌名 『国際協力論集』 

発行所 
神戸大学国際協力研究

科 
巻号 17-1 頁 51～78 発行年 21年 査読 有・○無 

7 

著者名 田中悟 

題 名 
現代韓国における「死者の政治学」 

―独立紀念館から国立墓地まで― 
掲載誌名 『北東アジア研究』 

発行所 
島根県立大学北東アジア地

域研究センター 
巻号 

18/19 

合併号 
頁 15～32 発行年 22年 査読 ○有・無 

8 

著者名 田中悟 

題 名 
現代韓国の都市イメージに関する一考察 

―「民主と釜山」をめぐって― 
掲載誌名 『大阪女学院短期大学紀要』 

発行所 大阪女学院短期大学 巻号 39 頁 1～18 発行年 22年 査読 有・○無 

9 

著者名 田中悟 

題 名 
会津という神話 

―〈二つの戦後〉をめぐる〈死者の政治学〉 
掲載誌名  

発行所 ミネルヴァ書房 巻号  頁 ～ 発行年 22年 査読 ○有・無 

10 

著者名 田中悟 

題 名 主権論をめぐる「日本的系譜」の可能性について 掲載誌名  

発行所 神戸大学国際協力研究科 巻号 18-1 頁 21～35 発行年 22年 査読 有・○無 

11 

著者名 小笠原淳 

題 名 
王蒙小説文体試論 

―「最宝貴的」と「光明」の比較を通じて― 
掲載誌名 未名 

発行所 中文研究会 巻号 第 27号 頁 71～102 発行年 2009年 査読 ○有・無 

12 

著者名 村田 省一 

題 名 1930年代における上海越界築路地域の画定と徴税問題について 掲載誌名 
現代中国研究ｾﾝﾀｰ研究報告

『20世紀中国の社会ｼｽﾃﾑ』 
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発行所 
京都大学人文科学研究

所 
巻号  頁 295～313 発行年 2009年 査読 ○有・無 

13 

著者名 村田 省一 

題 名 
1930年代上海租界越界築路地域における、 

中国側へのインフラ供給権回収問題 
掲載誌名 『共生をめぐる諸問題』 

発行所 
神戸大学大学院人文学

研究科・共生倫理研究会 
巻号  頁 46～55 発行年 2010年 査読 ○有・無 

14 

著者名 田中剛 

題 名 成吉思汗廟の創建 掲載誌名 
現代中国研究ｾﾝﾀｰ研究報告

『20世紀中国の社会ｼｽﾃﾑ』 

発行所 
京都大学人文科学研究

所 
巻号  頁 113～139 発行年 21年 査読 ○有・無 

15 

著者名 田中剛 

題 名 成吉思汗祭祀与抗日戦争 掲載誌名 
『中日学者抗戦文史研究論文

集』 

発行所 重慶出版社（中国） 巻号  頁 194～210 発行年 21年 査読 ○有・無 

16 

著者名 小笠原淳 

題 名 
『文學雜誌』と『現代文學』― 二誌を通して見る五、六〇年代台湾文学

のモダニズム意識 ― 
掲載誌名 『季刊中国』 

発行所 中国研究所 巻号 100 頁 51～66 発行年 2010年 査読 ○有・無 

17 

著者名 小笠原淳 

題 名 
王蒙小説に見られるソヴィエト文學的表現について―オストロフスキ

ー、ゴーリキー、アイトマートフ小説との比較を中心として― 
掲載誌名 『日本中国学会報 

発行所 日本中国学会 巻号 62 頁 270～284 発行年 2010年 査読 ○有・無 

19 

著者名 李浩著、小笠原淳訳 

題 名 父の木 掲載誌名 『現代青年作家秀作選』 

発行所 鼎書房 巻号  頁  発行年 2010年 査読 有・○無 

20 

著者名 劉亮雅著、小笠原淳訳、濱田麻矢監修 

題 名 周縁からの声 戒厳令解除後の台湾セクシュアル・マイノリティ文学 掲載誌名 『台湾文化表象の現在』 

発行所 あるむ 巻号  頁  発行年 2010年 査読 ○有・無 

21 

著者名 紀大偉著、小笠原淳訳、濱田麻矢監修 

題 名 
ユートピアの去った後 二十一世紀の台湾セクシュアル・マイノリティ文

学 
掲載誌名 『台湾文化表象の現在』 

発行所 あるむ 巻号  頁  発行年 2010年 査読 ○有・無 

22 

著者名 藤岡達磨 

題 名 消費社会と「共同性」―消費社会理論の可能性― 掲載誌名 
神戸大学大学院人文学研究科

博士論文 

発行所  巻号  頁  発行年 2010年 査読 ○有・無 

23 

著者名 住田哲郎 

題 名 日本語コミュニケーションにおけるヴォイス機能 掲載誌名 『日語日文学研究』 

発行所 国立台湾大学 巻号 74－1 頁 165～186 発行年 2010年 査読 ○有・無 

25 

著者名 唄邦弘 

題 名 バタイユにおける人類学的イメージ 掲載誌名 『SITE ZERO/ZERO SITE』 

発行所 メディア・デザイン研究所 巻号 3 頁 52～67 発行年 2010年 査読 有・○無 

26 

著者名 田中剛 

題 名 論“蒙疆政権”的教育政策－以蒙古人的初等和中等教育為中心 掲載誌名 『蒙古史研究』 

発行所 中国蒙古史学会 巻号 10 頁  発行年 2010年 査読 ○有・無 

27 

著者名 中島 恵 

題 名 
『ハリー・ポッター』に見る杖というシンボル ―物語展開における象徴と

しての魔法の杖の使い方とその重要性を探る― 
掲載誌名 『神戸英米論叢』 

発行所 神戸英米学会 巻号  頁 1～13 発行年 2012年 査読 ○有・無 

28 著者名 小笠原淳 
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題 名 再創造される現実――侯孝賢をめぐる台湾映画の諸相 掲載誌名 『すばる』 

発行所  巻号 
11月

号 
頁 230～244 発行年 2012年 査読 有・○無 

29 

著者名 小笠原淳 

題 名 『孽子』と台北――移ろいゆく都市の記憶 掲載誌名 
『アジア・ディアスポラと植民地

近代』 

発行所 
『アジア・ディアスポラと

植民地近代』 
巻号  頁 165～181 発行年 2012年 査読 ○有・無 

30 

著者名 小笠原淳 

題 名 
台湾現代小説における「モダニズム」の展開――白先勇のエクリチュー

ルの変遷をめぐって 
掲載誌名 

神戸大学大学院人文学研究科

博士論文 

発行所  巻号  頁  発行年 2012年 査読 ○有・無 

31 

著者名 呉乙峰著、小笠原淳訳 

題 名 生命――希望の贈り物 掲載誌名 『台湾映画表象の現在』 

発行所 あるむ 巻号  頁 189～201 発行年 2011年 査読 有・○無 

32 

著者名 舞鶴著、小笠原淳訳 

題 名 調査：叙述 掲載誌名 『植民地文化研究』 

発行所 植民地文化学会 巻号 10 頁 230～246 発行年 2011年 査読 ○有・無 

33 

著者名 雷啓立著、小笠原淳訳 

題 名 
主体の隠蔽されたスペクタクル――＜ポスト上海万博＞時代の文化政

治 
掲載誌名 『中国 21』 

発行所 愛知大学現代中国学会 巻号 35 頁 237～252 発行年 2011年 査読 ○有・無 

34 

著者名 葉月瑜、ダレル・ウィリアム・デイヴィス著、小笠原淳訳 

題 名 朱天文、沈従文との〈めぐりあい〉――侯孝賢の自伝映画」 掲載誌名 
『侯孝賢の詩学と時間のプリズ

ム』 

発行所 あるむ 巻号  頁  発行年 2011年 査読 有・○無 

35 

著者名 侯孝賢・朱天文、インタビュアー張小虹（小笠原淳訳） 

題 名 台湾・日本・中国をめぐる地縁の情感と文化の想像力 掲載誌名 『中国 21』 

発行所 愛知大学現代中国学会 巻号 36 頁  発行年 2011年 査読 ○有・無 

36 

著者名 小笠原淳 

題 名 インタビュー高行健 かつてないほど、脆弱な人類 掲載誌名 『すばる』 

発行所  巻号 7月号 頁 176～179 発行年 2011年 査読 有・○無 

37 

著者名 横溝未歩 

題 名 
盧泰愚政権期（1988年〜1992年）韓国における「ドイツ統一」――韓

国月刊誌三誌の記事より―― 
掲載誌名 『国際協力論集』 

発行所 
神戸大学国際協力研究

科 
巻号 

第 19

巻、第

2・3号

合併号 

頁  発行年 2012年 査読 ○有・無 

38 

著者名 田中悟 

題 名 迷惑施設化する国立墓地―韓国・「国家報勲」政策の一側面― 掲載誌名 『国際協力論集』 

発行所 
神戸大学国際協力研究

科 
巻号 

第 19

巻第 1

号 

頁 65～86 発行年 2011年 査読 ○有・無 

39 

著者名 田中悟 

題 名 「靖国神社の公共性」をめぐる覚書 掲載誌名 『国際協力論集』 

発行所 
神戸大学国際協力研究

科 
巻号 

第 19

巻第

2・3号

合併号 

頁 81～89 発行年 2012年 査読 ○有・無 

40 

著者名 田中悟 

題 名 韓国葬墓文化と経済合理性―慶尚南道南海郡を事例として― 掲載誌名 『大阪女学院短期大学紀要』 

発行所 大阪女学院短期大学 巻号 41 頁 1～18 発行年 2012年 査読 有・○無 
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41 

著者名 デヴィット・Ｌ・マクマハン著、田中悟訳 

題 名 魔術化された世俗―伝統を超えた“スピリチュアリティ”の出現と仏教 掲載誌名 
『近代と仏教 Modernity and 

Buddhism』 

発行所 日本文化研究センター 巻号  頁 137～152 発行年 2012年 査読 有・○無 

42 

著者名 村田省一 

題 名 
植民地時期台湾における住民の地方行政参加―植民地時期後期の地

方水道建設事業を例にして 
掲載誌名 『現代中国研究』 

発行所 現代中国研究会 巻号 29 頁 34～50 発行年 2011年 査読 ○有・無 

43 

著者名 田中剛 

題 名 『蒙疆政権』初期の獣毛統制政策と蒙疆羊毛同業会 掲載誌名 『歴史研究』 

発行所 歴史学研究会 巻号 48 頁 1～26 発行年 2011年 査読 ○有・無 

44 

著者名 田中剛 

題 名 近代内モンゴルにおける学校教育の試み 掲載誌名 『孫文研究』 

発行所 日本孫文研究会 巻号 

第 48・

49合

併号 

頁 1～22 発行年 2011年 査読 ○有・無 

45 

著者名 田中剛 

題 名 モンゴル留日学生と辛亥革命 掲載誌名 

『孫中山記念会研究叢書Ⅵ グ

ローバルヒストリーのなかの辛

亥革命』 

発行所 汲古書院 巻号  頁  発行年 2012年 査読 ○有・無 

46 

著者名 田中剛 

題 名 
ボルジギン・スフレ著『中国共産党・国民党の対内モンゴル政策（1945

～49年）―民族主義運動と国家建設との相克 
掲載誌名 

『近現代東北アジア地史研究会

ニューズレター』 

発行所  巻号 23 頁  発行年 2012年 査読 有・○無 

47 

著者名 周太平著、田中剛訳 

題 名 郭道甫(メルセ)とその時代 掲載誌名 『共進化する現代中国研究』 

発行所 大阪大学出版会 巻号  頁  発行年 2012年 査読 有・○無 

48 

著者名 田中剛 

題 名 「満蒙共和国統治大綱」「蒙疆政権」「モンゴル人の出版活動」 掲載誌名 『二〇世紀満洲歴史事典』 

発行所 吉川弘文館 巻号  頁  発行年 2012年 査読 有・○無 

49 

著者名 伊賀司 

題 名 アブドゥラ政権下における主流メディアの変容 掲載誌名 『マレーシア研究』 

発行所 日本マレーシア学会 巻号 1 頁 73～92 発行年 
2012年 3

月 
査読 ○有・無 

50 

著者名 伊賀司 

題 名 
マレーシアにおける与党政治とメディア－NSTPの企業再編とグループ

編集長人事に注目して 
掲載誌名 『国際協力論集』 

発行所 
神戸大学国際協力研究

科 
巻号 

19巻

第 2号 
頁 39～56 発行年 2012年 査読 ○有・無 

51 

著者名 伊賀司 

題 名 A Review of Internet Politics in Malaysia 掲載誌名 Asian Politics & Policy 

発行所 
神戸大学国際協力研究

科 
巻号 

Vol.4, 
Issue 

1 
頁 137～140 発行年 2012年 査読 有・○無 

52 

著者名 伊賀司 

題 名 
競争的権威主義体制下のマレーシアにおける『反体制』アクターとオル

タナティブ・メディア―Aliran Monthly と Harakahの事例から 
掲載誌名 『国際協力論集』 

発行所 
神戸大学国際協力研究

科 
巻号 

第 19

巻第 1

号 

頁 113～137 発行年 2011年 査読 有・無 

53 

著者名 伊賀司 

題 名 2011年の Bersih 2.0は 2007年の Bersihから何が変わったのか 掲載誌名 『JAMS News』 

発行所 日本マレーシア学会 巻号 49 頁 15～17 発行年 2011年 査読 有・○無 
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54 

著者名 速水奈名子 

題 名 
相互行為と身体――電子メディア社会におけるゴッフマン理論の可能

性を問う 
掲載誌名 『社会学雑誌』 

発行所 神戸大学社会学研究会 巻号 27 頁 45～65 発行年 2011年 査読 ○有・無 

55 

著者名 住田哲郎 

題 名 移動動詞「来る」の文法化とヴォイス機能 掲載誌名 学位論文 

発行所 
神戸大学大学院人文学

研究科 
巻号  頁  発行年 2011年 査読 ○有・無 

56 

著者名 長澤裕子 

題 名 
日韓会談と韓国文化財の返還問題再考:請求権問題からの分離と「文

化財協定」 
掲載誌名 

『歴史としての日韓会談Ⅱ脱植

民地化編』 

発行所 法政大学出版局 巻号  頁 205～234 発行年 2012年 査読 有・○無 

57 

著者名 長澤裕子 

題 名 戦後日本のポツダム宣言解釈と韓国の主権 掲載誌名 『歴史としての日韓会談Ⅱ』 

発行所 法政大学出版局 巻号  頁 129～156 発行年 2012年 査読 有・○無 

58 

著者名 長澤裕子 

題 名 末松保和の履歴 掲載誌名 『調査研究報告』 

発行所 
学習院大学東洋文化研

究所 
巻号 56 頁 2～9 発行年 2012年 査読 有・○無 

59 

著者名 楊吟 

題 名 申し出表現の形式－日本語・中国語・英語・韓国語の対照研究 掲載誌名 『国文論叢』 

発行所 
神戸大学文学部国語国

文学会 
巻号 46 頁 48～64 発行年 2013年 査読 ○有・無 

60 

著者名 住田哲郎・進藤健裕・菱川涼子・薮本勝治 

題 名 人文科学系学術論文における論述構造の分析 掲載誌名 『国文学研究ノート』 

発行所 
神戸大学「研究ノート」の

会 
巻号 50 頁 

28(1)～
15(14). 

発行年 2012年 査読 ○有・無 

61 

著者名 四方俊祐 

題 名 僑資工廠在自由中国” and Taiwan Economy in the 1950s 掲載誌名 

若手研究者インターナショナル・

トレーニング・プログラム（ITP）

東アジアの共生社会構築のた

めの多極的教育研究プログラ

ム成果最終報告書 

発行所 
神戸大学大学院人文学

研究科 
巻号  頁 249～254 発行年 平成 25 年 査読 ○有・無 

62 

著者名 四方俊祐 

題 名 
US Policy toward Taiwan and Overseas Chinese in the Early Cold 

War 
掲載誌名 

若手研究者インターナショナル・

トレーニング・プログラム（ITP）

東アジアの共生社会構築のた

めの多極的教育研究プログラ

ム成果最終報告書 

発行所 
神戸大学大学院人文学

研究科 
巻号  頁 297～302 発行年 平成 25 年 査読 ○有・無 

63 

著者名 四方俊祐 

題 名 連氏へのインタビュー 掲載誌名 『神阪京華僑口述記録』 

発行所 神戸華僑歴史博物館 巻号 6 頁 213～215 発行年 2012年 査読 有・○無 

64 

著者名 長澤裕子 

題 名 
日本の朝鮮残余主権と日韓分離-信託統治案および対日講和条約の

朝鮮放棄条項を中心に 1945～1952 
掲載誌名 『アジア研究』 

発行所 
ソウル：高麗大学校亜細

亜問題研究所 
巻号 150 頁 55～85 発行年 2012年 査読 ○有・無 

65 

著者名 伊賀司 

題 名 
マレーシアとシンガポールにおける政治変動―ニュー・メディアと新世

代の台頭に注目して 
掲載誌名 『海外事情』 

発行所 
拓殖大学海外事情研究

所 
巻号 

60巻

第 4号 
頁 74～92 発行年 2012年 査読 有・○無 
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66 

著者名 伊賀司 

題 名 
2008年総選挙後のマレーシアにおけるメディアと政治―ナジブ政権の

メディアをめぐる言説と統制 
掲載誌名 『国際協力論集』 

発行所 
神戸大学国際協力研究

科 
巻号 

20巻 1

号 
頁 93～108 発行年 2012年 査読 有・○無 

67 

著者名 Hernandez, Alvaro 

題 名 試論墨西哥動畫迷身份的形成 掲載誌名 『泛亞洲動漫研究』 

発行所 山東人民出版社 巻号  頁 250～275 発行年 2012年 査読 有・○無 

68 

著者名 Hernandez, Alvaro 

題 名 
アニメ・ファンダムにおける「コミュニティー」の概念―大阪や神戸の周辺

とメキシコシティーのアニメ・ファンに基づいた研究 
掲載誌名 『海港都市研究』 

発行所 
神戸大学大学院人文学

研究科 
巻号 7 頁 95～97 発行年 2012年 査読 ○有・無 

69 

著者名 Hernandez, Alvaro 

題 名 
メキシコの日本アニメファンダム－神話と儀礼によるファンコミュニティ

の形成 
掲載誌名 

『コンテンツ化する東アジア: 大

衆文化/メディア/アイデンティテ

ィ』 

発行所 青弓社 巻号  頁  発行年 2012年 査読 有・○無 

 

②国際会議における発表 
・発表者名（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載）、題名、発表した学会名、開催場所、発表時期を記載して下さ

い。共同発表者がいる場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付して下さい。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・海外パートナー機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

1 

発表者名 横溝未歩 

題 名 韓国の自己認識と統一政策 ―韓国のドイツをみる視角から― 口頭 審査 有・○無 

学会名 ITP派遣者成果報告会 場所 神戸大学大学院人文学研究科 21年 7月 

2 

発表者名 横溝未歩 

題 名 ＜序論＞としての統一論 口頭 審査 有・○無 

学会名 ITP派遣者成果報告会 場所 神戸大学大学院人文学研究科 22年 7月 

3 

発表者名 横溝未歩 

題 名 
盧泰愚政権期（1988年～1992年）韓国における「ドイツ統一」 

-韓国月刊誌三誌の記事より- 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 日本政治学会 場所 中京大学  22年 10月 

4 

発表者名 速水 奈名子 

題 名 「ゴッフマンにおける自己――フレーム論と個人化」 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 

第 48回日本社会学史学会主催シンポジウム 

「個人化する社会―― 

アメリカ社会学史を通して」 

場所 鹿児島国際大学 20年 6月 

5 

発表者名 Nanako HAYAMI 

題 名 
‘Consumer Culture and Civil Society in Asia: From Perspective of 

Sociology of the Body’ 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 
10th Hong Kong Sociological Association 

Annual Meeting 
場所 嶺南大学（香港） 20年 11月 

6 

発表者名 Nanako HAYAMI 

題 名 
‘Research on Woman’s Bodily Regulation in Contemporary Japanese 

Society: Breakdown of the Traditional Communities and Growth of 
Consumer Culture’ 

口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 
3rd International Workshop on ‘Communities’ 

in China and Japan  
場所 香港大学（香港）  21年 5月 

7 

発表者名 Nanako HAYAMI 

題 名 Female Bodily Regulation in Japanese Society 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 
KobeUniversity and University of Hong 

Kong Joing Colloquim 
場所 神戸大学 21年 7月 
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8 

発表者名 田中悟 

題 名 
現代韓国における死者と政治 

―独立記念館から国立墓地まで― 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 日韓歴史共同研究委員会 場所 ホテルグランヴィア広島 20年 5月 

9 

発表者名 田中悟 

題 名 
死者の政治学」試論 

―近代会津の戦死者をめぐって― 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 「宗教と社会」学会 場所 南山大学  20年 6月 

10 

発表者名 田中悟 

題 名 
国民国家論と国家神道論 

―架橋の試み― 
口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 日本宗教学会 場所 筑波大学  20年 9月 

11 

発表者名 田中悟 

題 名 近代会津の戦死者とアイデンティティ 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 日本政治学会 場所 関西学院大学  20年 10月 

12 

発表者名 田中悟 

題 名 
現代韓国におけるナショナルアイデンティティの政治 

―歴史博物館と国立墓地をめぐって― 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 日本比較政治学会 場所 京都大学  21年 6月 

13 

発表者名 田中悟 

題 名 主権論における〝日本的系譜〟の可能性について 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 日本宗教学会 場所 京都大学  21年 9月 

14 

発表者名 田中悟 

題 名 
末木文美士氏が近代日本仏教史研究にもたらしたもの 

―外部的な視点から― 
口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 国際日本文化研究センター 共同研究会 場所 国際日本文化研究センター  21年 11月 

15 

 田中悟 

題 名 
迷惑施設化する国立墓地 

―韓国・「国家報勲」政策の一側面― 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 「宗教と社会」学会 場所 立命館大学 22年 6月 

16 

発表者名 小笠原淳 

題 名 王蒙小説に見られるソビエト文学的表現をめぐって 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 日本中国学会 第 61回大会 場所 文教大学 21年 10月 

17 

発表者名 小笠原淳 

題 名 
白先勇『孽子』与一九七〇年代台北的都市空間 

―以新公園莲花池、野人咖啡室、克難街為中心― 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 ITP成果報告会 場所 神戸大学人文学研究科 22年 7月 

18 

発表者名 米沢竜也 

題 名 
韓国の社会運動と政治的機会構造 

－親日反民族行為真相糾明特別法制定過程を事例に－ 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 日韓次世代学術フォーラム 場所 九州大学 21年 6月 

19 

発表者名 米沢竜也 

題 名 韓国市民団体の立法運動と政治過程 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 ITP派遣者成果報告会 場所 神戸大学 22年 7月 

20 

発表者名 田中剛 

題 名 論蒙疆政權時期日英圍繞羊毛交易控制權的對抗關係 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 
第三屆現代中國社會變動與東亞新格局國際

學術討論會 
場所 大阪大学 21年 8月 

21 

発表者名 TSUYOSHI TANAKA 

題 名 The Chinggis Khan Worship and the Japanese-Chinese War” 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 
GSICS Workshop with Graduate Students 

from Taiwan 
場所 神戸大学 21年 12 月 
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22 

発表者名 田中剛 

題 名 在日本 2008年的中国近現代史研究 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 第 3回日韓の中国近現代史研究者交流の集い 場所 中央大学  22年 1月 

23 

発表者名 横溝未歩 

題 名 
노태우정권기(1988년～1992년）한국에서의 「독일통일」

――한국월간지 3지의 기사를 중심으로―― 
口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 
北朝鮮・統一学大学院生研究会『北朝鮮関連

主要博士論文セミナー』 
場所 梨華女子大学（ソウル）  2011年 2月 

24 

発表者名 小笠原淳 

題 名 『孽子』と台北の記憶―１９７０年代の都市空間をめぐる考察 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 中国文芸研究会 場所 同志社大学寒梅館  2010年 10月 

25 

発表者名 藤岡達磨 

題 名 Civil Society in the Consumer Culture 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 
International Symposium for Young 

Sociologists of Taiwan, South Korea and 
Japan 

場所 国立台湾大学  2010年 11月 

26 

発表者名 住田哲郎 

題 名 イク・クルが後続する複合動詞の文法化現象 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 ＩＪＳシンポジウム 2010「日本語研究の視点」 場所 神戸大学  2010年 5月 

27 

発表者名 住田哲郎 

題 名 受動態・逆行態の認知モデルとその言語教育への応用 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 
7th International Conference on Practical 

Linguistics of Japanese 
場所 サンフランシスコ州立大学  2011年 3月 

28 

発表者名 唄邦弘 

題 名 隠された空間―洞窟壁画におけるイメージの生成と消滅― 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 日本記号学会第 30回大会 場所 神戸大学  2010年 5月 

29 

発表者名 唄邦弘 

題 名 
イメージの起源への探求――初期先史学におけるイメージの発見とその真

正性―― 
口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 第 61回美学会全国大会 場所 関西学院大学  2010年 10月 

30 

発表者名 田中剛 

題 名 在日本 2008年的中国近現代史研究 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 日韓の中国近現代史研究者交流の集い 場所 東京学芸大学  2010年 1月 

31 

発表者名 田中剛 

題 名 The Chinggis Khan Worship and the Japanese-Chinese War 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 
The 4th Workshop on the Encounters of 

Young Scholars on Asian Studies 
場所 香港大学  2011年 1月 

32 

発表者名 楊吟 

題 名 第一人称からの恩恵表現に関する日中韓対照研究 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 韓国日語日文学会 2011年春期国際学術大会 場所 韓国江原道大学  2011年 4月 

33 

発表者名 趙吴一 

題 名 
TVET Versus General Education in Vietnam: Demand-side 

Perspectuives 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 
Paper accepted to present in the 55th 

Comparative and International Education 
Society’s Annual Meeting(CIES) 

場所 Montreal, Canada  May2011 

34 

発表者名 小笠原淳 

題 名 《孽子》與臺北的記憶――以 1970年代的都市空間為視角 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 
国際シンポジウム 東亜人物移動與文化的多

様性国際研討会 
場所 台湾大学  2011年 6月 

35 

発表者名 小笠原淳 

題 名 舞鶴の小説世界―『拾骨』における「我」のリビドーをめぐって― 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 中国文芸研究会十月例会 場所   2011年 10月 
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36 

発表者名 横溝未歩 

題 名 
韓国の「統一税」議論を巡る「対立軸」——2010年の「統一税」議論を中心

に—— 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 現代韓国朝鮮学会 場所 神戸大学  2011年 11月 

37 

発表者名 田中悟 

題 名 韓国葬墓文化と近代―慶尚南道南海郡を事例として 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 日本宗教学会第 70回学術大会 11部会 場所   2011年 9月 

38 

発表者名 村田省一 

題 名 
植民地時期台湾における住民の地方行政参加―植民地時期後期の地方

水道建設事業を例にして 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 中国現代史研究会例会報告 場所 大阪商業大学  2011年 5月 

39 

発表者名 田中剛 

題 名 蒙古留日学生与偽《満洲国》 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 
教育研究ワークショップ“第五届 现代中国与东

亚新格局” 
場所 中国・内モンゴル大学  2011年 8月 

40 

発表者名 田中剛 

題 名 モンゴル留日学生と「満洲国」 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 「長江流域社会の歴史景観」研究班 場所 京都大学人文科学研究所  2011年 10月 

41 

発表者名 田中剛 

題 名 新華僑と老華僑のあいだ 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 「現代中国文化の深層構造」研究班 場所 京都大学人文科学研究所  2011年 11月 

42 

発表者名 田中剛 

題 名 モンゴル留日学生と辛亥革命 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 “辛亥革命 100周年記念国際シンポジウム” 場所 神戸  2011年 12月 

43 

発表者名 伊賀司 

題 名 
マレーシアにおける競争的権威主義体制の動揺―オルタナティブ・メディア

とレフォルマシ世代の観点からのアプローチ 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 アジア政経学会 場所 同志社大学  2011年 10月 

44 

発表者名 速水奈名子 

題 名 
社会学的思考における状況理論への転換―ゴッフマンと初期ガーフィンケ

ルを中心に 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 
第三回社会構築主義の再構築プロジェクト研究

会（RSC） 
場所 大阪府立大学  2011年 2月 

45 

発表者名 速水奈名子 

題 名 Female Bodily Regulation in Japanese Society 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 
The 4th Workshop on the Encounters of 

Young Scholars on Asian Studies 
場所 

The University of Hong Kong, 
Hong Kong 

 January 2011 

46 

発表者名 速水奈名子 

題 名 Modernization and Female Bodily Regulation in Japanese Society 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 The 40th IIS International Congress, 場所 Indian Habitat Center, Delhi. February 2012 

47 

発表者名 住田哲郎, 進藤健裕,菱川涼子,薮本勝治 

題 名 人文科学系学術論文の論述構造と類型 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 世界日本語教育研究大会（ICJLE 2011） 場所 天津外国語大学  2011年 8月 

48 

発表者名 藤岡達磨 

題 名 
日本における消費社会論の発展の方向性について 内田、吉見、見田の消

費社会論を中心に 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 第 62回関西社会学会 場所 甲南女子大学  2011年 5月 

49 

発表者名 藤岡達磨 

題 名 消費社会における個別性と共同性 ―消費を通じた共同性― 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 第 84回日本社会学会 場所 関西大学  2011年 9月 

50 発表者名 長澤裕子 
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題 名 日韓会談と韓国文化財の返還問題 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 

日韓会談文書・全面公開を求める会、「日韓条

約締結４６周年公開シンポジウム日韓会談文書

全面公開のインパクト～６万ページから何が分

かり何が変るのか～」 

場所 港区立勤労福祉会館 
 2011 年 6 月

26日 

51 

発表者名 長澤裕子 

題 名 日韓関係：朝鮮文化財の返還問題を中心に（解放直後~現在） 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 「日本研究所専門家招請セミナー」 場所 ソウル大学校国際大学院 
2012 年 3 月 7

日 

52 

発表者名 長澤裕子 

題 名 朝鮮文化財の返還問題と日韓関係（1951～1967）及び資料紹介 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 
Korea-Harvard Yenching 学会、「集団討論

会」 
場所 韓国社会科学資料院 

 2012 年 3 月

29日 

53 

発表者名 四方俊祐 

題 名 1950年代半ばにおける台湾の外資導入議論と米国の経済援助政策 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 第 106回 関西日米交流フォーラム 場所 関西大学  2011年 9月 

55 

発表者名 藤岡達磨 

題 名 台湾夜市の消費者研究の可能性―先行研究の分析フレームの検討から― 口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 ITP第四期アジア・欧米プログラム成果報告会 場所 神戸大学  2012年 7月 

56 

発表者名 藤岡達磨 

題 名 消費者為什麼去夜市？―基於對士林夜市問卷調查的分析― 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 

TP コロキアム(台湾)プログラム「東アジアにお

ける域外経験と文化接触 言語から探る日本と

台湾及び中国大陸の文化往還」 

場所 国立台湾大学  2101年 12月 

57 

発表者名 Tatsuma FUJIOKA 

題 名 
Social contact through consumption: Analysis about consumer’s 

motivation and image of the Night Market 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 
Young Scholars Workshop on Creativity in 

Cultural and Business Practices 
場所 The University of Hong Kong  March 2013 

58 

発表者名 楊吟 

題 名 
A contrastive study on request-action expressions between Japanese 

and English 
口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 
2012 Asian Language and Literature Spring 

Colloquium 
場所 University of Washington  2012.4 

59 

発表者名 楊吟 

題 名 
命令・助言・許可与え・許可求めなどによる依頼表現―日本語・中国語・韓

国語・英語の対照研究― 
口頭・ポスター 審査 ○有・無 

学会名 
神戸大学文学部国語国文学会研究部会 第23

回研究発表会 
場所 神戸大学  2012年 8月 

60 

発表者名 楊吟 

題 名 
A contrastive study on speech acts: focusing on request expressions in 

Japanese, Chinese, English and Korean 
口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 
International Symposium “New East Asian 

Studies toward Creating a Symbiosis Society 
in East Asia” 

場所 Seoul National University  2013.1 

61 

発表者名 楊吟 

題 名 Offer expressions in Japanese, Chinese, Korean and English 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 

The International Training Program (ITP) 
Colloquium “Japanese Studies in Japan and 

the US: Comparative Perspectives on 
Japanese Language and Culture” 

場所 University of Washington  2013.2 

62 

発表者名 三村佳充 

題 名 近代韓国における国家形成と外国人顧問官 口頭・ポスター 審査 有・○無 

学会名 日韓次世代学術フォーラム国際学術大会 場所 一橋大学  2012年 6月 
 

 


