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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）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 

 

（英文）Multilateral education and research program for a symbiosis society in East Asia 
 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

神 戸 大 学 

      (英文)  

Kobe University 

大学長氏名 

福 田 秀 樹                
 

 

【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）  

神 戸 大 学 

  

（英文）  

Kobe University 

  

専攻等名（和文）  

国際交流推進本部 

 

(英文)  

Office for the Promotion of International Exchange 

 

【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）  

人文学研究科、国際協力研究科 

 

 

(英文)  

Graduate School of Humanities,  
Graduate School of International Cooperation Studies 

 

 

【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） 人文科学学院 

人文社会高等研究院 

東アジア学術院 

日本研究所 

東アジア研究センター 

アジア・センター 

日本研究センター 

文学・人文科学校 

  

(英文) School of Humanities 
Institute for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences 
The Academy of East Asian Studies 
Institute for Japanese Studies 
Center of East Asian Studies  
Asia-Pacific Centre  
Japan Research Centre 
Lettres et Sciences Humaines 

 

 

機関名 （和文）                            

中山大学 

国立台湾大学 

成均館大学校 

ソウル大学校 

ワシントン大学 

国立パリ政治学院 

ロンドン大学東洋・アフリカ研究院（ＳＯＡＳ） 

リヨン高等師範大学   

 

（英文） 
Sun Yat-Sen University 
National Taiwan University 
Sungkyunkwan University 
Seoul National University 
University of Washington 
Institut d'Etudes Politiques de Paris 
School of Oriental and African Studies, University of London (SOAS) 
L’ÉCOLE NORMALE SUPERIEURE 
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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２１年度の事業目標達成状況 

 

 

事業実施期間を通じた事業の目標 

 

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） 

 

 

 

平成２１年度の事業目標達成状況 

 

平成２１年度において、本事業が実施した派遣者の教育研究の具体的な内容は、以下のようなもので

ある。 

 

① 平成２０年度の「第 1期アジアプログラム」（海外パートナー機関において最長 270 日間のアジア

研修を行い、現地に溶け込んだ参与観察、社会文化の経験的理解を深め、人文科学若しくは社会

科学の枠組を構想するプログラム。ポスドク・助教については 60日間派遣し、メンター的役割を

担い、指導教員とともに現地指導を行うもの）の長期研修を継続した。 

 加えて、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担える人材養成を目

的とする「第 2期アジアプログラム」を実施した。 

 

② 海外パートナー機関において最長 270 日間の欧米研修を行い、欧米の東アジア研究の蓄積と分析

的アプローチを参照することで、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「第 1期欧米プログラム」を新たに実施した。

 

 ③ 上記の長期派遣者・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。 

 

④ 第 1期アジアプログラムの終了者（長期派遣者 2名、短期派遣者 2 名）の研修成果を広く内外に

報告し討論する場として、第 1期アジアプログラム派遣者成果報告会を 2009 年 7 月 13・14 日に

開催した。 

 

 

 

事業活動の目標にてらして、アジアプログラムを中心とした初期の事業目標を十分に達成したと言え

る。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

 

 

① 平成 21 年度アジアプログラム（長期派遣者、第 1 期 2 名、第 2 期 2 名）概要 
氏 名 派遣先大学 派遣期間 研究テーマ 

藤岡 達磨 国立台湾大学 H.21.4.1～H.21.6.27 

東アジアにおける公共圏構築の可能性

について――消費社会論とトラウマの

社会学を架橋する社会理論の構築を目

指して―― 

横溝 未歩 成均館大学校 H.21.4.1～H.21.6.27 
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―― 

小笠原 淳 国立台湾大学 H.21.10.15～H.22.4.30 

中国同時代文学テクストから探る東ア

ジア共生の可能性 

――王蒙と白先勇の文学テクスト比較

をケーススタディとして―― 

米沢 竜也 ソウル大学校 H.21.10.1～H.22.6.30 
韓国における社会運動ネットワークと

政治の相互関係 

② 平成 21 年度欧米プログラム（長期派遣者）概要 
氏 名 派遣先大学 派遣期間 研究テーマ 

藤岡 達磨 
リヨン高等師範

大学 
H.21.11.30～H.22.6.27 

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 

横溝 未歩 ワシントン大学 H.21.10.1～H.22.6.30 
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―― 

③ 平成 21 年度アジアプログラム（短期派遣者）概要 
氏 名 派遣先大学 派遣期間 研究テーマ 

速水 奈名子 
リヨン高等師範

大学 
H.22.1.30～H.22.3.31 

東アジア社会における女性の身体統制

に関わる分析 

――身体イメージ・統制に関する理論的

フレームワークの形成―― 

村田  省一 国立台湾大学 H.21.12.1～H.22.2.28 
植民地期台湾における都市行政発展へ

の現地住民関与について 

田中    悟  ソウル大学校 H.21.12.21～H.22.3.15 現代韓国における死者と政治 

田中   剛 ワシントン大学 H.22.1.16～H.22.3.30 

在外モンゴル人と文化記憶 

――1940・50 年代における在外モンゴル

人の動向と民族アイデンティティの再

構築―― 

④ 第 1期アジアプログラム派遣者成果報告会のプログラム概要 

日時；2009 年 7月 13 日（月）9時～15 時・14 日（火）10時～12 時 

場所；神戸大学大学院人文学研究科「学生ホール」（Ａ棟１F） 

７月 13 日（月）第 1 期アジアプログラム長期・短期派遣者成果報告とそれに対するコメント・

討論 

   藤岡達磨、横溝未歩、速水奈々子、田中 悟 
胡 家瑜（国立台湾大学社会学部教授） 

      沈 之淵（慶南大学校政治外交史学科教授） 

7 月 14 日（火）コロキウム「アジアプログラムの意義と方法をめぐって」 

佐々木衞「アジアプログラムと東アジア国際交流の未来」 
      高橋基樹「アジアプログラムのこれからの展望――SOAS の経験から見た ITP の可能性」 

      和田章男（大阪大学文学研究科国際連携室長） 

      「エラスムス・ムンドゥスに見る知の拠点形成と国際交流」 
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４．平成２１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）人文・社会 ITP 推進委員会の定期的な開催 

   

同委員会を毎月第 3水曜日に定期的に開催し、若手研究者育成に関して十分な協議の環境を整える

ことができた。 

  とくに、派遣者の選考・派遣については、推進員界内部の派遣選考委員会が初年度の策定した派遣

者選考の手続き・規定にのっとって、長期派遣者の長期滞在ビザ発給、派遣学生への宿舎提供などの

諸問題について、より迅速な対応を採ることができた。 

２）長期・短期派遣者に対する月例報告会を中心とした共同指導の確立 

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（第一期アジ

アプログラム派遣成果報告書）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」は本年の活動をもってその大部分を確立することができた。 

  また、神戸大学と海外パートナー機関による研修生の「共同指導体制」は、ワシントン大学、ソウ

ル大学校等で大きな進展を見せた。（「４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況」を参照）

３）自己評価の実施 

  平成２２年１月に「第一期アジアプログラム派遣者成果報告書」を刊行し、自己評価を行った。同

報告書は、「院生による研究報告」「メンターによる指導/研究報告」「コロキウム「アジアプログラム

の意義と方法をめぐって」」「総括――報告によせて」から構成され、第一期のアジアプログラムの研

修成果を中心に、「共同指導体制」のあり方や、海外の大学研究機関で行われている同種の手法の紹

介、日本の他大学の試みの検討等、多面的な角度から、ITP の初年度における成果を検証する内容と

なっている。 

４）派遣報告会 

第 1期アジアプログラム派遣者成果報告会を 2009 年 7 月 13・14 日に開催した。同成果報告会のプ

ログラムは以下の通りである。 

７月 13 日（月）9時～12 時  

第 1期アジアプログラム長期・短期派遣者成果報告 

  藤岡達磨（神戸大学大学院人文学研究科博士課程 2 年） 
     横溝未歩（神戸大学大学院国際協力研究科博士課程 2年） 

速水奈々子（神戸大学大学院人文学研究科学術推進研院員） 

田中 悟（神戸大学大学院国際協力研究科助教） 

       13 時～15 時 

成果報告へのコメント・討論 

胡 家瑜（国立台湾大学社会学部教授） 

     沈 之淵（慶南大学校政治外交史学科教授） 

7 月 14 日（火）10時～12 時 

コロキウム「アジアプログラムの意義と方法をめぐって」 

佐々木衞（ＩＴＰ推進委員会委員長） 
        「アジアプログラムと東アジア国際交流の未来」 

      高橋基樹（ＩＴＰ推進委員会評価部会長） 

「アジアプログラムのこれからの展望――SOAS の経験から見た ITP の可能性」 

      和田章男（大阪大学文学研究科国際連携室長） 

      「エラスムス・ムンドゥスに見る知の拠点形成と国際交流」 

５）自己評価と相互協力関係の検証 

上記の３）４）の取り組みを通じて、とくに４）の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。 
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４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

１） 中山大学  

ＩＴＰの派遣研修生の枠を 1名増やす方向で調整に入った（2010 年 3月 30 日協議）。 

２） ワシントン大学  

ジャクソン・スクールとの間で、ＩＴＰ長期派遣生を”visiting  research student”として指

導するという共同指導体制を作り上げることができた。 

３） ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（ＳＯＡＳ） 

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を言語・文化学部及び人文

学部とも実施することを検討したい、との意向がＳＯＡＳ側から示された。（2010 年 3月 15 日協議）

 

４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

  小笠原淳（人文学研究科博士課程後期課程） 

   学術雑誌投稿論文 

① 「『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―」

（『季刊中国』No.100(2010 年春季号)、季刊中国刊行委員会、pp.51-66） 

② 「王蒙小説に見られるソヴィエト文学的表現について―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―」 

（『日本中国学会報』第 62 集、日本中国学会、2010 年 1月） 

  米沢竜也（国際協力研究科助教） 

学会報告[国際学会] 

「表題未定」（第 7回『日韓次世代学術フォーラム国際学術大会』2010 年 6月 26 日） 

田中悟（国際協力研究科助教） 

著作（単著、出版済） 

『会津という神話―〈二つの戦後〉をめぐる〈死者の政治学〉』 

（ミネルヴァ書房、A5版 274 頁、2010 年 3月 10 日、ISBN 9784623056361） 

学術雑誌投稿論文 

① 「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―」 

（大阪女学院短期大学『大阪女学院短期大学紀要』第 39号、1～18 頁） 

② 「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―」 

（島根県立大学北東アジア地域研究センター『北東アジア研究』第 18・19 合併号、 

15～32 頁、2010 年 3月 31 日） 

学会報告（予定） 

「迷惑施設化する国立墓地―韓国・「国家報勲」政策の一側面―」 

（「宗教と社会」学会 第 18 回学術大会、2010 年 6 月報告予定） 

田中剛（人文学研究科学術推進研究員、ポスドク）  

学術雑誌投稿論文 

「日中全面戦争初期“蒙疆政権”的羊毛統制」（『現代中国社会変容與東亜新格局』2011 年 3 月、

掲載予定） 

学会報告[国際学会] 

「在日本 2008 年的中国近現代史研究」（第 3回「日韓の中国近現代史研究者交流の集い」） 

 

４－４．今後の課題・問題点 

１） ＴＶ会議による派遣者の事前研修、アカデミック・ライティング、オーラル・コミュニケーショ

ンの集中指導をさらに充実させる必要がある。とくにＴＶ会議による派遣者の事前研修については、

今年度も諸事情から、国立台湾大学との間で実施するにとどまった。より多くの海外パートナー機関

との間でＴＶ会議システムを拡充させたい。 

２） オックスフォード大学、ハンブルグ大学とのＩＴＰプログラムの推進について 

 ハンブルグ大学とは人文学研究科との間で交換留学を中心とした部局間学術交流協定を締結し、オ

ックスフォード大学とも特別聴講学生の受け入れ協議が進みつつある。両校とも、こうした学部間の

学生交流に加え、大学院・若手研究者レベルの学術交流を強く望んでおり、両校との間で早急にＩＴ

Ｐプログラムを軸とする若手研究者派遣を推進したい。 
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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 

 

国立台湾大学 

（中華人民共和国） 

 

H20.10.1～ 

H21.6.27 

 

 

神戸大学大学院人文学研究科 

博士課程後期２年 

 

成均館大学校 

（大韓民国） 

 

H20.10.1～ 

H21.6.27 

 

 

神戸大学大学院国際協力研究科 

博士課程後期２年 

 

ソウル大学校 

（大韓民国） 

 

H21.10.1～ 

H22.6.30 

 

 

神戸大学大学院人文学研究科 

博士課程後期１年 

 

 

ワシントン大学 

（アメリカ合衆国） 

 

 

H21.10.1～ 

H22.6.30 

 

 

神戸大学大学院国際協力研究科 

博士課程後期２年 

 

 

国立台湾大学 

（中華人民共和国） 

 

H21.10.15～ 

H22.4.30 

 

神戸大学大学院人文学研究科 

博士課程後期１年 

 

リヨン高等師範大学 

（フランス） 

 

H21.11.30～ 

H22.6.27 

 

神戸大学大学院人文学研究科 

博士課程後期２年 

 

国立台湾大学 

（中華人民共和国） 

 

H21.12.1～ 

H22.2.28 

 

神戸大学大学院人文学研究科 

ポスドク 

 

ソウル大学校 

（大韓民国） 

 

H21.12.21～ 

H22.3.15 

 

神戸大学大学院国際協力研究科 

助教 

 

リヨン高等師範大学 

（フランス） 

 

H22.1.30～ 

H22.3.31 

 

神戸大学大学院人文学研究科 

ポスドク 

 

ワシントン大学 

（アメリカ合衆国） 

 

H22.1.16～ 

H22.3.30 

 

神戸大学大学院人文学研究科 

ポスドク 
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６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

 

国立台湾大学 

（台湾） 

 

H21.7.27～ 

H21.7.29 

 

人文学研究科・教授 

 

 

ワシントン大学 

（アメリカ合衆国） 

 

H22.2.8～ 

H22.2.12 

 

国際協力研究科・教授 

 

 

ワシントン大学 

（アメリカ合衆国） 

 

H22.2.8～ 

H22.2.12 

 

国際部国際企画課・課長 

パリ政治学院 

（フランス） 

リヨン高等師範学校 

 

H22.2.26～ 

H22.3.3 

 

人文学研究科・教授 

 

パリ政治学院 

（フランス） 

リヨン高等師範学校 

 

H22.2.26～ 

H22.3.3 

 

人文学研究科・教授 

 

パリ政治学院 

（フランス） 

リヨン高等師範学校 

 

H22.2.26～ 

H22.3.3 

 

人文学研究科・事務長 

 

成均館大学校 

（大韓民国） 

 

H22.3.1～ 

H22.3.3 

 

人文学研究科・教授 

 

成均館大学校 

（大韓民国） 

 

H22.3.1～ 

H22.3.3 

 

人文学研究科・教務学生係主任 

 

成均館大学校・ソウ

ル大学校（大韓民国） 

 

H22.3.2～ 

H22.3.4 

 

留学生センター・准教授 

ロンドン大学（英国） H22.3.13～ 

H22.3.18 

人文学研究科・教授 

ロンドン大学（英国） H22.3.13～ 

H22.3.18 

人文学研究科・教授 

ロンドン大学（英国） H22.3.13～ 

H22.3.18 

人文学研究科・准教授 

ロンドン大学（英国） H22.3.13～ 

H22.3.18 

国際部国際企画課・コーディネーター

中山大学 

（中華人民共和国） 

H22.3.27～ 

H22.3.31 

人文学研究科・准教授 

中山大学 

（中華人民共和国） 

H22.3.30～ 

H22.3.31 

人文学研究科・教授 

中山大学 

（中華人民共和国） 

H22.3.30～ 

H22.3.31 

 

人文学研究科・教務学生係主任 
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