
    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)       
平成２０年度 実施報告書 

（平成２０年度） 

1 

(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）地域研究のためのフィールド活用型現地語教育 

 

（英文）On-site Education of Practical Languages for Area Studies 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文）  

京都大学 
 

      (英文)  

Kyoto University 
 

大学長氏名 

松本 紘 

 

 

【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）  

京都大学 

 

（英文）  

Kyoto University 
 

専攻等名（和文）  

大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 
 

(英文)  

Graduate School of Asian and African Area Studies (ASAFAS) 
 

 

【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）  

東南アジア研究所 
 

(英文)  

Center for Southeast Asian Studies Kyoto University (CSEAS) 
 

  

  

【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。） 

機関名 （和文）  

ハサヌディン大学 
 

 

（英文） 

 

Hasanuddin University 
 

専攻等名（和文）  

文学部日本語学科・インドネシア語学科 
 

  

(英文)  

Department of Japanese Language and Department of Indonesian Language, 

Faculty of Letters 
 

 

機関名 （和文）  

タマサート大学 
 

 

（英文） 

 

Thammasat University 
 

専攻等名（和文）  

教養学部 
 

  

(英文)  

Faculty of Liberal Arts 
 

 

専攻等名（和文）  

文学部 
 

  

(英文)  

Faculty of Arts 
 

専攻等名（和文）  

ベトナム学・発展科学院 

 

(英文)  

Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences  
 

機関名 （和文）  

ラオス国立大学 
 

 

（英文） 

 

National University of Laos 
 

 

機関名 （和文） 

 

ベトナム国家大学ハノイ校 
 

 

（英文） 

 

Vietnam National University Hanoi 
 

 



    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)       
平成２０年度 実施報告書 

（平成２０年度） 

3 

機関名 （和文）  

発展社会研究所 
 

 

（英文） 

 

Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) 
 

専攻等名（和文）  

東アジア研究部門 

 

  

(英文)  

East Asia Unit 

 

 

機関名 （和文）  

カイロ大学 
 

 

（英文） 

 

Cairo University 
 

専攻等名（和文）  

アジア学研究所 
 

(英文)  

Center for Asian Studies 
 

 

機関名 （和文）  

アジスアベバ大学 

 

 

（英文） 

 

Addis Ababa University 
 

専攻等名（和文）  

社会科学部 
 

(英文)  

College of Social Science 
 

 

専攻等名（和文）  

アフリカ研究所 
 

(英文)  

Institute of African Studies 
 

機関名 （和文）  

ナイロビ大学 
 

 

（英文） 

 

University of Nairobi 
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機関名 （和文）  

ボツワナ大学  
 

 

（英文） 

 

University of Botswana 
 

専攻等名（和文）  

人文学部 
 

(英文)  

Faculty of Humanities 
 

 

機関名 （和文）  

ヤウンデ第 1大学 
 

 

（英文） 

 

University of Yaounde I  
 

専攻等名（和文）  

人文社会学部 
 

(英文)  

Faculty of Arts, Letters and Social Sciences  

 

 

機関名 （和文）  

ロンドン大学 
 

 

（英文） 

 

The University of London 
 

専攻等名（和文）  

東洋アフリカ研究所 
 

(英文)  

The School of Oriental and African Studies 
 

 

専攻等名（和文）  

 

(英文)  

 

機関名 （和文）  

フランス国立科学研究センター 
 

 

（英文） 

 

Centre National de la Recherche Scientifique 
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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２０年度の事業目標達成状況 

 

本事業は、地域の全体像に迫り解明するために必要な現地語の習得を第一の目標、地域研究の成果を

国際的に発信する力の強化を第二の目標とする。そのために、若手研究者各々の研究分野に最もふさわ

しい現地研究機関に派遣し、そこで専門性の高い語学トレーニングを受けさせる。  

 地域研究においては、政治・経済、歴史や神学のような文字文化に基礎を置く側面から、民衆信仰や

生態・農業のような文字文化と直接的な関係を持たない側面までに広がる場の全体を理解する必要があ

る。前者の理解のためにはacademic language（広範囲で共通語として通用する学術語）、後者の理解の

ためにはvernacular language（現地の地方言語）に通じる必要がある。このいずれにも対応しうる語学

教育を本事業では現地語教育と呼んでいる。また本事業はインプット・レベルからアウトプット・レベ

ルまでをカバーする教育研究体制をとっている。本事業は、英語のみならず、フランス語およびアラビ

ア語等の現地語をアウトプット・レベルの対象とするところにその特色がある。  

事業の第2年度にあたる平成20年度は、昨年度に引き続きインプット型の派遣を事業の核心に据え、パ

ートナー9機関にインプット・レベルの若手研究者15名の派遣を行った。同時にプラクティカル・ランゲ

ージ教育支援室の活動を活発化させた。さらに比較的準備の整っているカイロ大学にアウトプット・レ

ベルの若手研究者1名の派遣を行うとともに、来年度以降にアウトプット型の若手研究者派遣を予定して

いる海外パートナー２機関に担当教員を派遣し、若手研究者派遣のための環境整備を行った。これらに

より申請書および実施計画書で本年度の目標として据えた課題はほぼ達成しえた。  

 

１．海外パートナー機関9拠点への若手研究者派遣：インプット･レベル／アウトプット・レベル 

（実施計画書における事業目標の１．２．７．） 

 インプット・レベルの海外パートナー10拠点のうち9パートナー機関（もしくはパートナー機関の紹介

に基づく適切な語学学校・個人教授）に、インプット･レベルの若手研究者15名を派遣した。派遣者には

帰国後、日本語、英語、および現地語による報告書、各自の研究トピックに密接に関連する術語の現地

語リストを作成・提出させている。またカイロ大学では今年度からアウトプット型教育を開始し、博士

後期課程の研究者を1名派遣した。アウトプット・レベル修了者向けに「臨地語学演習II」を新たに設け、

単位を認定するシステムを確立した。  

 

２．海外パートナー機関への担当職員・担当教員の派遣 （実施計画書における事業目標の４．５．）

 本事業を通して常勤職員の国際化に資するため、今年度は担当職員２名を２拠点（ベトナム・ベトナ

ム国家大学ハノイ校、ボツワナ・ボツワナ大学）に派遣し、共同事業の推進・双方向の学術教育交流等

について協議を行った。またインプット派遣4拠点（ベトナム・ベトナム国家大学ハノイ校、カメルーン・

ヤウンデ第１大学、ボツワナ・ボツワナ大学、インド・発展社会研究所）、及び来年度からアウトプッ

ト派遣を予定しているロンドン大学、フランス国立科学研究センターに、それぞれ担当教員を派遣した。

各人は各地域の受け入れ機関と臨地教育のあり方および若手研究者教育環境に関して協議を行った。 

 

３．プラクティカル・ランゲージ教育支援室の活動強化 （実施計画書における事業目標の６．） 

 昨年度立ち上げたプラクティカル・ランゲージ教育支援室では、独立したスペースを確保するととも

に、昨年度に引き続いてITP事業遂行のために必要な語学教材の収集を進めている。さらに本事業で集積

する語学教材を有効に活用することを可能にする映像・音声機材を配備した。また海外における研究活

動に欠くことのできないプラクティカル研究情報（現地の研究所・図書館等の情報、調査許可・滞在許

可のとり方、研究遂行に必要な人的ネットワーク形成のノウハウなど）を集積し、若手研究者の国際的

活動を積極的に支援するための協議を開始した。さらに実践語学教材開発にも取り組んでおり、アラビ

ア語については本年度に成果を公表した。  

 

４．国際会議等における外国語による成果公開促進 （実施計画書における事業目標の３．） 

 本事業により派遣された若手研究者が、国際会議等で外国語（英語）により発表することを支援した。

その一例は、2008年10月11日にハサヌディン大学（インドネシア）で行われたThe International 

Symposium on Sulawesi Area Studies, “Sulawesi Area Studies in 50 Years: In Search of Its Identity 

and Local Systems”である。これは、ハサヌディン大学およびG-COEプログラム「生存基盤持続型の発

展を目指す地域研究拠点」と共催したもので、ITPでハサヌディン大学にこれまでに派遣した3名の学生

と派遣中の1名の学生が英語ないしはインドネシア語による発表を行った。（別添プログラム参照。） 
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５．ITPホームページの拡充 （実施計画書における事業目標の９．） 

 昨年度から公開を始めた ITP 独自のホームページを拡充し、成果還元を促進している。本事業の核で

あるプラクティカル・ランゲージについては、研究トピック別学術用語集のコーナー（「ワード・バン

ク」）を新設した。また、上述のプラクティカル研究情報についても公開のための準備を進めている。

すでに公開している日本語、英語、フランス語のホームページに加えて、アラビア語のホームページに

ついても公開のための準備を進めている。 

 

なお、実施計画書における事業目標の８．にあたる ITP 語学セミナーについては、後述するとおり、

来年度早々より実施することとなった。 
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３．平成２０年度年度事業実施概要 

 

まず、昨年度に引き続いて今年度の基本的方針を話し合う事務局会議を3名の教員と非常勤職員で4月4

日に行った。その後、平成21年2月4日までの間に9回の事務局会議(臨時を含む)と3回の担当教員会議(事

務局構成員に加えて、パートナー機関担当教員10名による会議)を開催した。更に、4月と9月に対象とな

る大学院生のためにITP事業の説明会を行った。こうした会議や説明会に加えて、メールや電話による日

頃のやりとりを通じて頻繁に情報交換をすることで極めて円滑に事業は進んだ。  

 

１．海外パートナー機関9拠点への若手研究者派遣：インプット･レベル／アウトプット・レベル 

本事業の主目的である学生派遣については、前年度通り、募集を4月と9月の二回に分けて行い、書類

選考と面接により15名のインプット派遣者(主として予備論文作成以前の大学院生対象)と1名のアウト

プット派遣者(博士後期課程以上の大学院生、PD研究員、若手教員対象)を選出した。内訳は以下の通り

である。ボツワナ大学1名(ショナ語)(括弧内は習得言語、以下同様)、アジスアベバ大学2名（アムハラ

語、シダマ語）、ナイロビ大学1名（スワヒリ語、マサイ語）、ヤウンデ第1大学2名（バクウェレ語、フ

ルベ語）、カイロ大学4名（アラビア語）、ベトナム国家大学1名（ベトナム語）、タマサート大学2名（タ

イ語）、ラオス国立大学1名（ラオス語）、ハサヌディン大学2名（ブギス語、マカッサル語）。本研究

科及び東南アジア研究所のアジア・アフリカに広がる広範な学術交流の結果として、予備論文作成段階

の学生が現地語を現場で直接学んでいることがこの数値からも明瞭に浮かび上がっており、本研究科の

ITP事業の独自性が遺憾なく発揮されている。今年度から始まったアウトプット派遣においては、1名が

エジプトのカイロ大学に派遣されて、問題はない。 

 

２．海外パートナー機関への担当職員・担当教員の派遣 

延べ7名の教員派遣、2名の職員派遣も行われて、ITP事業の順調な進展に加えて、本学とパートナー機

関とのこれまでの学術交流を更に発展させる契機となった。また、教員に同行した職員にとっては、京

都大学にとって不可欠なアジア・アフリカ諸国との学術交流の進め方について現場感覚を身につける貴

重な機会となった。さらに各国の事情に応じた対応の不可欠さを認識する絶好の機会ともなった。内訳

は以下の通りである。教員：ヤウンデ第1大学1名、ボツワナ大学1名、ベトナム国家大学1名、フランス

国立科学研究センター1名、ロンドン大学東洋アフリカ研究所2名、インドの発展社会研究所1名。職員：

ボツワナ大学1名、ベトナム国家大学1名。 

フランス国立科学研究センターとロンドン大学東洋アフリカ研究所に教員を派遣したのは、次年度か

ら英語、フランス語による発進力を鍛えるアウトプット派遣を始めることから、相手機関の受入体制を

再確認すると同時に、ITP 事業を踏まえた将来的学術交流の方向性を話し合うためであった。両機関と

も極めて好意的に ITP 事業を受け入れてくれ、本学との一層の学術交流にも積極的であった。また、イ

ンドの発展社会研究所に教員を派遣し、次年度以降、海外パートナー機関として同研究所を組み込むた

めの話し合いを行った。発展社会研究所側は、これまでの本研究所教員たちとの関係を踏まえ、ITP 事

業による学生受け入れに好意的な姿勢を示してくれた。   

 本研究科がこれまで学術交流を進めてきたアフリカのボツワナ大学とカメルーンにあるヤウンデ第1

大学、そして東南アジアのベトナム国家大学ハノイ校をパートナー機関として加えることで、学生の派

遣だけでなく、ITPを通じたより一層の国際的学術交流をする基盤を整備することができた。 

 

３．プラクティカル・ランゲージ教育支援室の活動強化 

 本研究科のITP事業への積極的支援の姿勢を表すように、計画当初から実現に努めていた「プラクティ

カル・ランゲージ教育支援室」を12月に設置することができた。このことで、ITP派遣前、派遣後の若手

研究者が日本国内においてもプラクティカルな現地語習得をする場を提供しえた。昨年度から世界各地

より収集してきた現地語習得のための書籍をITP事業に参加した大学院生を中心として読めるような知

的空間を作り上げることができただけでなく、世界各地から収集したビデオ、VCD、DVDを通じた現地語

の習得も可能なオーディオ・ビジュアル空間となった。ITP事業終了までに、この支援室は日本でも屈指

のアジア・アフリカ現地語習得の場となるであろう。 

 

４．国際会議等における外国語による成果公開促進 

 下記「４－３．学術面の成果及び成果の発表状況」で述べるように、インプット・レベルで派遣を行

った複数の学生が、英語による論文執筆・口頭発表を行った。 
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５．ＩＴＰホームページの拡充 

 昨年度まで公開していた日本語・英語によるホームページに加えて、フランス語のホームページも立

ち上げた。 
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 ４．平成２０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 

アジア･アフリカ地域研究研究科および東南アジア研究所では、フィールドとなるアジア・アフリカ諸

国における調査・研究を強力に推進してきている。研究所がバンコク、ジャカルタに設けている現地連絡

事務所に加え、21 世紀 COE プログラム「世界を先導する総合的地域研究拠点の形成」（平成 14-18 年度）

でアジア・アフリカに設置した合計 14 箇所のフィールド・ステーションは、本事業と相前後して開始し

たグローバル COE プログラム（G-COE）「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」（平成 19-23 年度）

によって継承・発展させられている。また、教員が現地に赴いて直接にフィールドワークのための教育研

究指導をおこなう「臨地教育」のシステムを確立した「魅力ある大学院教育」イニシアティブ（平成 18-19

年度）を拡充する形で、本年度より大学院教育改革支援プログラム（改革プロ）「研究と実務を架橋する

フィールドスクール」を実施している。 

 このような環境のなか、アジア・アフリカ地域研究研究科・東南アジア研究所では、現在事業推進中の

G-COE、ITP、改革プロの３つを有機的に連関させることで、より効率的な若手研究者育成を行うべく努力

している。 

 「地域研究のためのフィールド活用型現地語教育」を謳う本事業は、上述のフィールド･ステーション

を最大限に活用することに加えて、海外パートナー機関との緊密な連携のうえに、若手研究者の派遣を行

っている。平成 20年度には、9拠点に学生を計 16名派遣した。 

 また、本事業による現地研修を大学院の教育システムの中に位置づけており、本年度は国際発信力を高

めるアウトプット・レベル派遣者に対して、「臨地語学演習 II」の単位を付与している。 

さらに、ITP事業を推進する母体となるプラクティカル・ランゲージ教育支援室は、単に若手研究者を

海外に派遣するだけでなく、派遣前・派遣後の教育・研究支援を行っている。現地語語学教材を収集し、

利用に供するだけでなく、海外のフィールドで調査を行う際に必要な情報の収集にも努めている。 

なお、若手研究者をフィールドに派遣する際には、安全確保が最重要である。本年度も、カイロ大学に

大学院生派遣中の2月22日に同地でテロが発生したため、すぐに連絡をとり、安全を確認している。研究

科では、本事業の派遣者全員に旅行保険加入を義務付けるとともに、必要な場合には教員が救援に向かえ

るような保険(JC-SOS)にも加入すると同時に、緊急時対策マニュアルを策定し、万全の態勢を整えている。

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

 

上述したように、特筆すべきは、１．ボツワナ大学、２．ヤウンデ第 1大学、３．ベトナム国家大学を

さらに海外パートナー機関として加えたことである。そのことで、これまで本研究科、そして本学が進め

てきたこの三大学との学術交流を更に進展させることが出来た。 

１.ボツワナ大学 

拠点担当教員荒木，担当職員窪田，事務局員かつ同国で長年調査を行ってきた高田明が本年度７月に同

大学を訪問した。この際に、派遣事業の内容および手続きについて詳細を検討したことに加え，同大学の

副学長や関連諸部局を表敬訪問した。これにより，教育・研究に関して更なる協力体制の整備が進んだ。

２．ヤウンデ第 1大学 

2008 年 7月に担当教員木村が訪れて MOU を締結するとともに、文学部言語学科ビオラ教授との話し合

いで学生の語学研修計画について合意した。 

３．ベトナム国家大学 

教員と事務職員が出張し、同大学ハノイ校ベトナム研究・発展科学院の院長と副委員長と初面会し正式

に院生受け入れを要請した。教員個人による関係を超えて、京都大学が機関としてベトナム国家大学に院

生を派遣するのは初めてであり画期的であった。 

４．その他の海外パートナー機関 

インドの発展社会研究所に教員を派遣し、次年度に海外パートナー機関として加える話し合いを進め、

同研究所からきわめて積極的な支持をもらうことができた。アウトプット派遣の大学院生を引き受けても

らうことになるフランス国立科学研究センターとロンドン大学東洋アフリカ研究所との間では、本年度に

派遣された教員によって部局間学術交流協定の可能性を探ることが両者間で決まった。また、アジア・ア

フリカ地域研究研究科と東南アジア研究所は日本学術振興会「若手研究者交流支援事業：東アジア首脳会

議参加諸国からの招聘」を獲得し、ITP 事業海外パートナー機関の一つハサヌディン大学(インドネシア)

から若手研究者 4名と、ラオス国立大学から若手研究者 2名を本年度 3月に招聘して、一層の学術交流を

進めた。昨年度から進めているハサヌディン大学との大学間学術交流協定は現在も引き続き話合いが進行
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中である。またアジア・アフリカ地域研究研究科が京都大学総長裁量経費「アジア・アフリカ地域研究の

研究・教育活動の 10 年」を獲得したことから、ITP 事業パートナー機関であるエチオピアのアジスアベ

バ大学より若手研究者 1名を本年度 3月に招聘し、研究・教育について一層の交流を進めた。 

 

４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

「別紙参照」 

 

 

 

４－４．今後の課題・問題点 

事業の第2年度にあたる平成20年度は申請書および実施計画書で本年度の目標として据えた課題をほぼ

達成しえた。事業の第3年度にあたる平成21年度は、インプット型とアウトプット型双方の若手研究者派

遣を行うことを事業の核心に据える。同時にプラクティカル・ランゲージ教育支援室の活動をさらに推進

していくことが課題となる。具体的には以下の課題が考えられる。  

 

１．海外パートナー機関への担当職員・担当教員の派遣 

 すでに若手研究者派遣を開始した海外パートナー機関に対しても、事業の進行を教育基盤の改善やさら

なる整備のために担当教員を派遣し、先方の担当者と協議を行っていく。昨年度実施した担当職員の海外

パートナー機関への派遣も継続して実施する。 

 

２．成果公開の促進 

 漸次アウトプット型教育に移行するという本事業の計画の一環として、若手研究者による発表の機会の

創出・発表の支援を行っていく必要がある。本年度はその皮切りとして、カイロで国際ワークショップを

主催するとともに、国内外での語学セミナー、国際学会、国際ワークショップでの若手研究者による発表

を支援する。 

 

３．プラクティカル・ランゲージ教育支援室の活動強化 

 プラクティカル・ランゲージ教育支援室の教育基盤の整備をさらに進める。例えば、本事業で集積して

きた語学教材、映像・音声機材を有効に活用するためのシステム作りを進めていく必要がある。さらに、

海外のフィールドで研究を行う際に重要な現地の研究所・図書館等の情報、調査許可・滞在許可のとり方、

研究遂行のために必要な人的ネットワーク形成のノウハウなどを集積し、公開していくための体制を整え

ることが必要である。 

 

４．ITP語学セミナーの実施 

 20年度事業計画で予定していた語学セミナーの開催が、21年度にずれ込むこととなった。年３回程度行

うことを予定しており、5月に第1回を実施する。 

 

５．ホームページの拡充 

 ITP独自のホームページを拡充することにより、事業による成果を集積するとともに、その公開・社会

還元を促進していく。派遣報告および研究トピック別学術用語集（ワード・バンク）のコーナーは順次情

報を公開・集積していく。またすでに立ち上げた日本語・英語・フランス語のホームページに続き、現在

準備を進めているアラビア語のホームページを公開する。 
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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 

ﾗｵｽ国立大学 
2008.5.11- 

2008.9.30 

(143 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程２年 

ﾊｻﾇﾃﾞｨﾝ大学 
2008.6.8- 

2008.8.24 

(78 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程２年 

ｱﾃﾞｨｽｱﾍﾞﾊﾞ大学 
2008.6.27- 

2008.9.28 

(94 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程２年 

ﾊｻﾇﾃﾞｨﾝ大学 
2008.8.3- 

2009.2.2 

(184 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程２年 

ｶｲﾛ大学 
2008.8.22- 

2008.11.14 

(85 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程２年 

ﾎﾞﾂﾜﾅ大学 
2008.11.1- 

2009.1.31 

(92 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程２年 

ｱｼﾞｽｱﾍﾞﾊﾞ大学 
2008.11.1- 

2009.3.31 

(151 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程１年 

ﾅｲﾛﾋﾞ大学 
2008.11.20- 

2009.4.20 

(152 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程１年 

ﾔｳﾝﾃﾞ第 1大学 
2008.11.30- 

2009.3.2 

(93 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程１年 

ﾀﾏｻｰﾄ大学 
2008.12.6- 

2009.3.15 

(100 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程１年 

ﾍﾞﾄﾅﾑ国家大学 

ﾊﾉｲ校 

2008.12.2- 

2009.3.15 

(104 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程１年 

ﾀﾏｻｰﾄ大学 
2008.12.5- 

2009.3.11 

(97 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程１年 

ﾔｳﾝﾃﾞ第 1大学 
2008.12.3- 

2009.3.25 

(113 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程１年 

ｶｲﾛ大学 
2009.1.23- 

2009.4.12 

(80 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程１年 

ｶｲﾛ大学 
2009.1.23- 

2009.4.12 

(80 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程１年 

ｶｲﾛ大学 
2009.1.27- 

2009.3.28 

(61 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程５年 
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６．担当教職員研究者の出張実績 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

ﾍﾞﾄﾅﾑ国家大学 

ﾊﾉｲ校 

2008.6.22- 

2008.7.2 

(12 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

准教授 

ﾔｳﾝﾃﾞ第 1大学 
2008.7.20- 

2008.8.2 

（12 日間） 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

准教授 

ﾎﾞﾂﾜﾅ大学 
2008.7.21- 

2008.7.27 

(7 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

教授 

発展社会研究所(CSDS) 

（ｲﾝﾄﾞ） 

2009.1.19- 

2009.1.25 

(7 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

准教授 

ﾊｻﾇﾃﾞｨﾝ大学 

ﾛﾝﾄﾞﾝ大学東洋ｱﾌﾘｶ研究所 

2009.2.8- 

2009.2.20 

(13 日間) 

京都大学東南アジア研究所 

准教授 

ﾛﾝﾄﾞﾝ大学東洋ｱﾌﾘｶ研究所 

ﾌﾗﾝｽ国立科学研究ｾﾝﾀｰ 

2009.2.14- 

2009.2.21 

(8 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

准教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    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)       
平成２０年度 実施報告書 

（平成２０年度） 

13 

７．共同企画実施状況 

企 画 名  

開 催 期 間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日（  日間） 

開 催 地  

日
本
側

責
任
者 

氏 名  

所属機関・職名  

（
※
日
本
以
外
で
開
催

の
場
合
）
開
催
責
任
者

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

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） 

 

 

今年度は該当なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果】 

＊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 

 


