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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）イェール・東大イニシアティブを基盤とした日本学関連若手研究者国際育成プログラム 

 

（英文）Human Resource Development of International Young Scholars in Collaboration with the 
“Todai-Yale Initiative” 
 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

東京大学 
      (英文)  

The University of Tokyo 
大学長氏名 

小宮山 宏 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

東京大学 

 

  

（英文）  

The University of Tokyo 
 

  

専攻等名（和文）  

国際連携本部 
 

 

(英文)  

Division for International Relations 
 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

 

(英文)  

 

 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

イェール大学人文理工系大学院 

イェール大学国際事務所 

  

(英文)  

Yale Graduate School of Arts and Sciences 
Office of International Affairs, Yale University 

機関名 （和文）                            

イェール大学 
 

（英文） 

 

Yale University 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成１９年度の事業目標達成状況 

 

(1)目標 

1)国際的対応能力を有する社会科学・人文学分野の若手研究者養成 

 ｢イェール・東大イニシアティブを基盤とする日本学関連若手研究者国際育成プログラム｣の目的

は、教授・准教授を中心とした日本研究及び日本に関連する社会科学・人文学の研究教育活動のた

めの拠点である東大ーイェール・イニシアティブ(2007 年 9 月開設)を基盤に、当該分野の若手研究

者のイェール大学における研修・研究体制を確立し、国際的対応能力を有する若手研究者の養成を

図ることにある。若手研究者は、東大ーイェール・イニシアティブの学術活動に積極的に参加する。

本プログラムは、イェール大学における日本研究展開計画と対応し、米国における日本研究の拠点

形成に参画するものである。 

2)東京大学独自の若手研究者派遣システムの基礎の構築 

 東京大学は、東大―イェール・イニシアティブを大学の自己資金により開設し、同時に米国にお

いて基金を設立し、イェール大学と協同して米国における日本・日本関連の社会科学・人文学研究

展開の持続的拠点とする。若手研究者の派遣に関しては、本プログラムにより、制度・予算におい

て保証された安定的な開始をはかり、プログラム終了後の若手研究者派遣システムの運営の基礎を

築く。 

(2)派遣計画 

1)派遣若手研究者(DC･PD)：2007-2008 大学年から 2011-2012 大学年の 5年間に、毎大学年に 2人づ

つ 10 か月(2007-2008 大学年は６か月)、計 10 人派遣する。 

2)助教：DC・PD のメンター役として、毎大学年に助教を 1名、6か月、計 5名派遣する。 

3)Yale Summer Session： DC･PD を、2008 年からの夏期講習(Yale Summer Session)に、合計 6 名

派遣する。 

(3)実施体制と選考方法 

1)国際連携本部に、イェール大学若手研究者派遣プログラム実施委員会を設置する。国際連携本部

長を委員長、担当教員・担当職員を委員とする。 

2)総長の下に設置されている東大ーイェール・イニシアティブ推進の委員会(旧イェールUTラボ委

員会)により、派遣若手教員の学内公募に基づいた選考を実施する。選考委員会は担当教員で組織

する。 

(4)イェール大学との共同企画の実施 

1)本プログラムにより、2008 年 3 月、2011 年 3 月に、派遣若手研究者も参加する、日本研究・日

本関連研究のシンポジウム等をイェール大学の東アジア学科及び日本研究教員と共同で実施する。

→2008 年 3 月 26 日にイェール大学において「日本資料研究ワークショップ」を開催した。詳細に

ついては共同企画実施状況を参照のこと。 

2) 東大ーイェール・イニシアティブが、イェール大学の教員と共同で企画するオムニバス講義・

ワーショップ・シンポジウム等に、派遣若手研究者も積極的に参加し、研究成果の発表を行う。 

 

(5)平成 19 年度の事業目標達成状況 

 平成 19 年度については、長期で 1名の博士課程学生、2名の助教を派遣することとなった。また、

2008 年 3 月 26 日にイェール大学において「日本資料研究ワークショップ」を開催し、東京大学か

らの参加者（2名の教員、1名の職員、11 名の学生）を初めとする、約 40 名が参加した。 
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３．平成１９年度年度事業実施概要 

 

(1)実施体制 

1)国際連携本部へのイェール大学若手研究者派遣プログラム実施委員会の設置 

 9 月 27 日、標記の委員会を設置する内規を制定し、10 月 1 日付けで設置した。あわせて、9 月

27 日、イェール UT ラボ委員会(総長の下に置かれた東大ーイェール・イニシティブの推進組織)と

派遣若手研究者選考を同委員会に委託することについての申し合わせを作成した。 

 

2)イェール大学派遣若手研究者選考委員会の設置 

9 月 27 日、東京大学イェールUTラボ委員会イェール大学派遣若手研究者選考内規を制定し、同内

規によりイェール大学派遣若手研究者選考委員会を設置した。 

 

3) 東大ーイェール・イニシアティブ開設 

 研究拠点として東大ーイェール・イニシアティブを 2007 年 9 月に開設し、教授 1 名・准教授 1

名、職員 1名を派遣した。 

若手研究者派遣を含む大学間協定を 11 月に締結した。 

 

(2)事業計画 

1)派遣若手研究者 2名の公募、選考、派遣 

 10 月 2 日、学内全部局に、「イェール大学に派遣する日本学関連若手研究者募集要項」を通知し

た。 

 11 月初までに書類審査、面接審査により派遣若手研究者 2名(DC・PD)を選考し、博士課程学生は

イェール大学大学院の Visiting Assistant in Research(VAR) Program に推薦し、PDはイェール大

学国際事務所を通じて研究員として推薦し、それぞれ受入承認を得ることとし、2名を選考した。

 1 名(林載桓)は、直ちにイェール大学に推薦手続きを行い、大学院より VAR としての受入の許可

を得て、2008 年 2 月 16 日より 7月 21 日まで派遣することとなった・ 

しかし、1名がイェール大学大学院進学との関係で辞退したために、急遽、助教 1名（山内文登）

の 6か月派遣に切り替えた。 

 

2)助教 1名の派遣 

 別途に選考した助教(山本耕資)について、イェール大学の McMillan センターに客員研究員とし

て推薦し、許可を得て、2008 年 1月 9 日より 7月 3日まで派遣することとなった。 

 

3)日本資料研究ワークショップの開催 

 2008 年 3 月 26 日に、イェール大学における日本・日本関連研究の推進のために、イェール大学

の東アジア研究協議会、東アジア図書館と共同で、｢日本資料研究ワークショップ｣を開催した。 

 

4)行動科学関係シンポジウムの企画準備 

東大ーイェール・イニシアティブとイェール大学の共同企画として、2008 年 4 月 25 日に法学・

政治学・経済学分野での行動科学に関するシンポジウム Mind, Brain, and Society: Neurocognitive 

Approaches to the Social Sciences を開催することについて、準備を進めた。これには、派遣若手

研究者・派遣助教も参加する。 
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４．平成１９年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

(1)若手研究者派遣 

大学院博士課程学生 1名をイェール大学大学院の Visiting Assistant in Research(VAR)として派

遣し、助教 2 名を McMilanCenter に客員研究員として派遣した。いずれの場合も、イェール大学に

候補者を推薦し、同大学の決定により受け入れ許可を得る方法によった。 

3 名からは、3月末時点の研修成果報告(本実施報告書に添付)の提出を得て、それぞれ有意義な研

修を行っていることを確認した。 

(2)日本資料研究ワークショップ 

3 月 26 日にイェール大学で開催した日本資料研究ワークショップには、本プログラムにより東京大

学の社会科学・人文学分野を中心とした若手研究者 11 名を派遣した。引率者は、ITP 主担当教員 1

名(石上英一)、東京大学の関連分野の教員 1 名(史料編纂所近藤成一教授)、担当職員(斉藤美奈)で

あり、イェール大学では、東大ーイェール・イニシアティブに派遣されている、東京大学の加藤淳

子教授(法学)・岡本拓司准教授(科学史)・飯塚祐二職員(国際企画グループ)が、ワークショップ開

催準備を行い運営を担当した。若手研究者 11 名のうち 10 名は東京大学大学院学生である。1名は日

本学術振興会海外特別研究員として米国に滞在中の者で現地参加した。10 名の学生は、それぞれ約

2週間渡米し、第 1週は各自、米国の図書館(イェール大学図書館を含む)・博物館・文書館での資料

調査や現地調査を実施、第 2 週は日本資料研究ワークショップに参加し、あわせてイェール大学の

日本資料関係施設等の見学を行った。参加者うち 5 名は報告者となり、英語で報告を行った。参加

学生は。ワークショップ終了後、主担当教員と共にボストンにおいて、3 月 28 日にハーバード大学

エンチン図書館日本コレクション・ボストン美術館浮世絵コレクションを訪問し在米日本資料につ

いての研修を行った。 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

東京大学とイェール大学の学術交流に基づいて 2007 年 9 月に設置された東大ーイェール・イニシ

アティブには、教員 2 名と職員 1 名(イェール大学国際事務所での研修員を兼ねる)が派遣されてお

り、学内にオフィスを設置し恒常的な活動を行っている。このオフォスを核として、イェール大学

国際事務所、東アジア研究協議会(Council on East Asian Studies)、McMillan Center(国際関係論・

地域研究)との緊密な協力関係を築き、若手研究者・助教の安定的な受入環境の確立、日本資料研究

ワークショップのような若手研究者の参加する研究企画の実施が可能となっている。また、主担当

教員が、11月にイェール大学を訪問し、国際事務所、大学院 VAR 担当副院長、東アジア研究協議会、

McMillan Center 等を訪問し、ITP プログラムの円滑な推進についての協力を要請した。 

4 月の Mind, Brain, and Society: Neurocognitive Approaches to the Social Sciences のシン

ポジウムには、東京大学小宮山宏総長も参加し、イェール大学との学術交流をさらに確固たるもの

とすることに努める予定である。このような、大学間の学術交流体制を基礎にして、本 ITP を推進

していくことが可能となっている。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

※ 助教ならび若手研究者の派遣については別添１「派遣者報告書」を参照 

※ 2008 年 3 月に行われた日本資料研究ワークショップについては別添２「参加者報告書」及び

別添３”Japanese Materials Workshop”（予稿集）を参照 

※ 東大ーイェール・イニシアティブ全体の活動については下記 URL を参照 

   http://www.yale.edu/tyi/index_jp.html（和文） 

   http://www.yale.edu/tyi/index.html  (英文） 

４－４．今後の課題・問題点 

(1)派遣若手研究者の選考と派遣の日程について 

平成 19 年度は、10 月より実施であったので、10 月に若手研究者(大学院学生等)の募集を行い 11

月に選考し、イェール大学に推薦したが、実際に派遣可能となるまで、時間を要し、1月または 2月

の派遣となった。なお、平成 20 年度については、速やかな選考と推薦、イェール大学による受入決

定を実現するために、平成 20 年 3月より、イェール大学サマーセッション(サマースクール)への派

遣募集も含めて、募集を通知し、サマーセッション派遣については 4月 11 日、若手研究者・助教派

遣候補者選考は 5月 12 日までに実施することを計画している。 

(2)若手研究者が中心となるワークショップ等の企画の必要性 

3 月 26 日開催の日本資料研究ワークショップのような、短期の資料調査研修もかねてより多くの

若手研究者が参加できるような、研修機会も必要である。本 ITP プログラムは、長期派遣が中心で

あるが、このような研修のあり方についても、今後、検討を進めたい。 

 

http://www.yale.edu/tyi/index_jp.html
http://www.yale.edu/tyi/index.html
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成20年1月9

日－7月 3日 

（177 日間） 

東京大学社会科学研究所 助教 

 

 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 2月

16 日－7月 21

日（157 日間） 

 

東京大学法学政治学研究科 

博士課程３年 

 

 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 2月

27 日－8月 11

日（167 日間） 

 

東京大学東洋文化研究所 助教 

 

 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 3月

16 日－3月 30

日（15 日間） 

東京大学人文社会系研究科 

美術史学専攻 博士課程１年 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 3月

16 日－3月 30

日（15 日間） 

東京大学総合文化研究科 

国際社会科学専攻 博士課程５年 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 3月

16 日－3月 30

日（15 日間） 

東京大学総合文化研究科 

超域文化専攻 博士課程４年 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 3月

20 日－3月 30

日（11 日間） 

東京大学学際情報学府・情報学環 

博士課程１年 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 3月

16 日－3月 30

日（15 日間） 

東京大学総合文化研究科 

超域文化専攻 博士課程１年 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 3月

16 日－3月 30

日（15 日間） 

東京大学総合文化研究科 

国際社会科学専攻 博士課程３年 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 3月

17 日－3月 30

日（14 日間） 

東京大学総合文化研究科 

地域文化研究専攻 博士課程２年 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 3月

16 日－3月 30

日（15 日間） 

東京大学人文社会系研究科 

国文学専攻 博士課程３年 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 3月

16 日－3月 30

日（15 日間） 

東京大学人文社会系研究科 

国文学専攻 博士課程１年 

イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 3月

16 日－3月 30

日（15 日間） 

東京大学人文社会系研究科 

日本史学専攻 博士課程１年 
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イェール大学大学院 
米国・コネチカット州 

平成 20 年 3月

23 日－3月 26

日（4日間） 

日本学術振興会特別研究員（ＰＤ）

※この短期派遣については日本学

術振興会の了承を得たものである。

６．共同企画実施状況 

 

企 画 名 
日本資料研究ワークショップ（Japanese Materials Workshop） 

開 催 期 間 平成２０年３月２６日 ～ 平成２０年３月２６日（１日間） 

開 催 地 イェール大学 Center for Language Study 

日
本
側
責
任
者

氏 名 石上 英一 

所属機関・職

名 

東京大学史料編纂所・教授  

(東大・イェールーイニシアティブ委員会、副委員長) 

（
※
日
本
以
外
で
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概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

目的：米国における日本・日本関連研究の基礎となる米国所在の日本資料(日本から米国に渡

った資料)・日本関係資料(外交文書・研究資料等)の調査・研究の方法と課題について、研究

報告を行う。  

参加者の役割： 

学生・研究員 報告、イェール大学及び米国諸機関、諸地域における資料調査の実施 

教員・職員  主担当教員(石上)・担当職員(斉藤) 企画立案、運営担当、学生引率 

       関係分野の教員(近藤) イェール大学所蔵朝河貫一コレクションの文書

の」歴史的価値についての報告 

【成果】 

 報告は、本実施報告に添付した予稿集に収録してある。また、報告者を含む参加学生の研

修報告も、本実施報告に添付して提出する。これらの報告等に明らかなように、国際的な日

本研究の展開について貴重な経験を得ることができ、本ワークショップの開催は、次代を担

う国際的な研究者の養成に貢献することができた。 

特に、日本近世文学・日本中世史などの分野の学生で、初めて米国を訪問しかつ調査を行

った学生も、積極的に調査、交流を行うことができたことは、特記すべきことである。 

 

【参照】 

別添資料３ “Japanese Materials Workshop”（予稿集） 

別添資料４ 参加者リスト 

別添資料５ 日程表 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資料

があれば添付すること 


