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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）非英語圏ヨーロッパ諸地域に関する人文学研究者養成の国際連携体制構築 

 

（英文）Construction of an International Collaboration System for the Training of Young Researchers Specializing in 
the Humanities in Non-English European Areas 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

東京外国語大学 

      (英文)  

Tokyo University of Foreign Studies 
 

大学長氏名 

                 立 石 博 高 

 

 

【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）  

東京外国語大学 

 

  

（英文）  

Tokyo University of Foreign Studies 
 

  

専攻等名（和文）  

大学院総合国際学研究科 

 

 

(英文)  

Graduate School of Global Studies 
 

  

【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）  

アジア・アフリカ言語文化研究所 

 

 

(英文)  
Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa 
 

  

  

【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）  

 

 

  

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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(英文)  

 

 

 

【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）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Letters 
 

専攻等名（和文）  

人文社会学部 

 

  

(英文)  
School of Humanities and Social Sciences 
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
The Department of Italian Studies 
 

専攻等名（和文）  

哲学部 

 

  

(英文)  
The Department of Philosophy 
 

機関名 （和文）  

エクス・マルセイユ第一大学               

             

 

（英文） 

 
University of Provence Aix-Marseille 1 
 

機関名 （和文）  

エアランゲン・ニュルンベルク大学                           

 

 

（英文） 

 
University of Erlangen-Nürnberg 
 

機関名 （和文）  

ボローニャ大学                           

 

 

（英文） 

 
University of Bologna 
 

機関名 （和文）  

パリ第 8大学                           

 

 

（英文） 

 
University of Paris VIII - Saint-Denis 
 

機関名 （和文）  

リスボン大学                           

 

 

（英文） 

 
University of Lisbon 
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専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Letters 
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  

Faculty of Philology 
 

専攻等名（和文）  

文化政策研究所 

 

  

(英文)  
Institute for Cultural Politics   
 

専攻等名（和文）  

文哲学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Literature and Philosophy 
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Letters 
 

機関名 （和文）  

国立モスクワ大学                           

 

 

（英文） 

 
Lomonosov Moscow State University 
 

機関名 （和文）  

ヒルデスハイム大学 

 

 

（英文） 

 
University of Hildesheim 
 

機関名 （和文）  

ローマ大学 

 

 

（英文） 

 
University of Rome 
 

機関名 （和文）  

パリ第三大学 

 

 

（英文） 

 
University of Paris 3-Villetaneuse 
 

機関名 （和文）  

マドリード自治大学 

 

 

（英文） 

 
Autonomous University of Madrid 
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専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Philosophy and Letters 
 

機関名 （和文）  

ロシア国立人文大学                           

 

 

（英文） 

 
Russian State University of the Humanities 
 

専攻等名（和文）  

人文学・歴史研究所ロシア古典文学史研究科 

 

  

(英文)  
Institute for History and Philology 
 

機関名 （和文）  

トレント大学                           

 

 

（英文） 

 
Trent University 
 

専攻等名（和文）  

文哲学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Letters and Philosophy 
 

機関名 （和文）  

フライブルク大学 

 

 

（英文） 

 
University of Freiburg 
 

専攻等名（和文）  

哲学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Philosophy 
 

機関名 （和文）  

ボルドー第三大学 

 

 

（英文） 

 
Michel de Montaigne University Bordeaux 3 
 

専攻等名（和文）  

言語科学部 

 

  

(英文)  
Department of Language Sciences 
 
 

機関名 （和文）  

ポルト大学 
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（英文） 

 
University of Porto 
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Arts 
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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２４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、本学の特徴の一つである多言語の高度な運用能力の養成を最大限に活かし、世界諸地域の

中でも特に非英語圏ヨーロッパ諸地域に焦点を合わせ、文学、言語学、文献学を中心とした人文学を中

心に、文化統合的視点を持った有能な若手研究者を育成することを目的とする。 

即ち、若手研究者は、非英語圏ヨーロッパ諸地域で展開されている人文学の多様な理論を、英語とい

うフィルターを通さずに取り入れ、咀嚼することによってそれらを十二分に活かしつつ、応用研究も含

んだ実証的研究を推進する。 

上記目的を達成するため、海外パートナー機関と組織的に連携し、事業実施期間全体を通じ、次の目

標を実践する。 

1)人文学における拠点大学との実質的な連携事業の推進 

 非英語圏ヨーロッパ諸地域の研究環境で日本的発想を意識化し、ヨーロッパの「文化」という研究対

象・研究アプローチの特質を明確化する。 

2)海外パートナー機関の研究者との共同博士論文審査と共同学位授与制度の整備 

本学が長年にわたり教育研究交流を推し進めてきた非英語圏ヨーロッパ諸地域の交流協定機関との間

で、「博士論文共同指導に関する協定」を締結し、博士論文共同審査・共同学位授与制度を確立する。

3)多言語による人文学ワークショップの開催 

 海外パートナー機関との共催により、当該機関と本学大学院が中心となり、「人文学ワークショップ」

を開催するとともに、その成果を「人文学ワークショップ報告集」として刊行する。これにより、外

国語による論文執筆能力及び弁論能力を十二分に備えた若手研究者を養成する。 

 

＜平成 24年度の事業目標達成状況＞ 

1)非英語圏ヨーロッパ諸地域に関する人文学研究者養成の国際連携体制構築 

 パートナー機関であるヒルデスハイム大学と共催で第 2 回国際セミナーをヒルデスハイム（ドイツ）

で開催した。セミナー開催にあたっては昨年度実施した準備会合に続き、8 月に主担当研究者が現地に

赴き、最終打合せを実施、セミナー開催後の 3 月にはヒルデスハイム大学担当研究者が本学を訪問し、

成果論文集の出版に関する協議を行った。 

 

2)共同博士論文指導実施のための若手研究者海外派遣 

平成 23 年度からの継続派遣を含め、ボローニャ大学（イタリア）へ 4名、リスボン大学（ポルトガル）

へ 1名、ロシア国立人文大学（ロシア）へ 2名、パリ第 8大学（フランス）へ 2名、フライブルク大学

（ドイツ）へ 1 名、ボルドー第三大学（フランス）へ 1 名の若手研究者を派遣した。また、次年度新規

派遣研究者として、ボローニャ大学へ 1名、リスボン大学へ 1名、パリ第 8大学へ 1名、フライブルク

大学へ 1名、マドリード自治大学（スペイン）へ 1名の派遣を決定した。 

 

3)多言語による人文学ワークショップの開催 

 平成 22年度の第 1回国際セミナー（ボローニャ大学）に引き続き、第 2回国際セミナー「学術の鏡に

映る文化（Kultur im Spiegel der Wissenschaften）」をヒルデスハイム大学との共催により、平成 24

年 11月 22日～24日にヒルデスハイム大学で開催した。本セミナーでは本事業による派遣若手研究者及

びヒルデスハイム大学若手研究者がドイツ語、イタリア語、フランス語、英語を使用して研究報告を行

うとともに、本プログラムパートナー機関研究者が討論に参加し、若手研究者の研究指導を実施した。

なお、我が国の優れた人文学研究の成果を非英語圏地域に向け発信するため、本セミナーの成果を平成

25 年度に成果論文集として同じくヒルデスハイム大学の協力を得てドイツの出版社から出版すること

を検討している。 

 

4)エラスムス・ムンドゥス・コンソーシアムへの参加 

 ポルト大学（ポルトガル）とエラスムス・ムンドゥス博士課程プログラムを通じて若手研究者の交流・

共同指導を行うことについて合意に達したことから、2012 年度のプログラム申請に参加した。結果とし

て、採択には至らなかったものの、今後も引き続き、コンソーシアム加入の機会を探ってゆく。 
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３．平成２４年度 年度事業実施概要 

 

1) 事業運営体制 

平成 24 年度においては、平成 23 年度までに整備した事業運営体制に基づき、以下のとおり機能的に

運営した。 

①プログラム運営体制 

本プログラムは、東京外国語大学総合国際学研究科を統括組織とし、全学の国際戦略を掌理する国際

学術戦略本部のもとに設置した若手研究者派遣事業を推進する ITP-EUROPA 委員会が運営した。

ITP-EUROPA 委員会は、委員長を大学院総合国際学研究院教授が務め、副学長（研究等担当）、国際学

術戦略本部長、各部局及び事務局からの委員 12 名からなる全学組織である。同委員会は、事業方針の

策定、事業計画の立案、派遣若手研究者の審査等にあたった。また、派遣若手研究者の指導教員とと

もに、ITP-EUROPA 事業委員会を組織し、派遣若手研究者の指導等を行った。 

②派遣若手研究者の審査体制 

学内の公募により応募した若手研究者の審査については、ITP-EUROPA 委員会が書類審査とともに、面

接審査を行った。書類審査は、ITP-EUROPA 委員会が行い、書類審査に合格した候補者について、

ITP-EUROPA 委員会委員長及び委員の 2人体制で、各候補者あたり各 20分間面接審査を行った。 

③派遣候補者の決定方針 

ITP-EUROPA 委員会は、本事業による派遣候補者の決定方針を次のとおり定めている。 

・研究テーマが派遣先の研究領域と合致していること。 

・研究計画が明確であり、成果が期待できること。 

・指導教員による指導方針が明示されていること。 

・理論と実践のバランスをとりうること。 

・研究を遂行するに足る語学力を有すること。 

・他文化での生活への適応能力を有すること。 

④月例報告書の提出 

派遣若手研究者の派遣先での研究進捗状況を担当教職員のみならず、本事業を運営する本学国際学術

戦略本部及び同本部のもとに設置された ITP-EUROPA 委員会が確認し、必要な助言を行うため、派遣若

手研究者全員に月例報告書を提出させた。月例報告書は、ITP-EUROPA 委員会委員長及び担当教員が確

認 の う え 、 本 学 国 際 学 術 戦 略 本 部 の ホ ー ム ペ ー ジ に 随 時 掲 載 し 、 広 く 広 報 し た 。

http://ofias.jp/j/itp_eu/events/  

⑤研究成果報告会・研究計画報告会の定期的開催 

派遣の終了した若手研究者の研究成果を担当教職員、国際学術戦略本部及び ITP-EUROPA 委員会として

確認するとともに、派遣の決定した若手研究者の研究計画を確認し、必要な助言を予め与えるため、

「ITP-EUROPA 研究成果報告会・研究計画報告会」を 3回（8月 3日、9月 10 日、3月 4日）開催した。

http://ofias.jp/j/itp_eu/index.html  

⑥広報体制 

ⅰ）本学における本事業に関する広報 

 4 月に行われた大学院オリエンテーションにおいて、本事業について広報するとともに、上記⑤研究

成果報告会・研究計画報告会の定期開催により、事業の周知を図った。 

ⅱ）海外に於ける本事業に関する広報 

  海外パートナー機関であるヒルデスハイム大学において平成 24 年 11 月に開催した第 2回国際セミナ

ーにおいては、ヒルデスハイム大学 HPに加え、現地紙(Hildesheimer Allgemeine 紙)にセミナー開催

が掲載されるなど、ヒルデスハイム大学との協議・広報を通じて、本事業に関する国際的な広報に努

めた。 

 

2)若手研究者の海外派遣 

①ボローニャ大学 

 派遣若手研究者：横田さやか（専攻：イタリア現代芸術） 

派遣期間： 平成 23 年 9月 18 日～平成 24年 9月 2日 （前年度継続） 

 共同研究者：エレーナ・チェルヴェッラーティ教授 

 研究テーマ：未来派の舞踏 

②ボローニャ大学 

 派遣若手研究者：小久保真理江（専攻：イタリア文学・比較文学） 
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派遣期間：平成 23年 9月 17 日～平成 24 年 7月 31 日 

 共同研究者：ニヴァ・ロレンツィーニ教授 

 研究テーマ：チェーザレ・パヴェーゼの作品におけるアメリカ文学・映画の影響 

③ボローニャ大学 

 派遣若手研究者：横田さやか（専攻：イタリア現代芸術） 

派遣期間： 平成 24 年 9月 16 日～平成 25年 3月 31 日 

 共同研究者：エレーナ・チェルヴェッラーティ教授 

 研究テーマ：イタリア未来派の舞踏 

④ボローニャ大学 

 派遣若手研究者：柴田瑞枝（専攻：イタリア近現代文学） 

派遣期間：平成 25年 3月 27 日～平成 25 年 12 月 28 日 

 共同研究者：マルコ・アントニオ・バゾッキ教授 

 研究テーマ：20 世紀イタリアにおける女性像 

⑤リスボン大学 

 派遣若手研究者：水沼 修（専攻：ポルトガル語学） 

派遣期間：平成 23年 9月 24 日～平成 24 年 9月 5日（前年度継続） 

 共同研究者：エスペランサ・カルデイラ助教授 

 研究テーマ：中世ポルトガル語の複合時制 

⑥ロシア国立人文大学 

 派遣若手研究者：佐藤貴之（専攻：文学） 

派遣期間：平成 23年 9月 9日～平成 24 年 9月 8日（前年度継続） 

 共同研究者：オレグ・レクマーノフ教授 

 研究テーマ：B.ピリニャーク創作のモダニズム 

⑦ロシア国立人文大学 

 派遣若手研究者：佐藤貴之（専攻：文学） 

派遣期間：平成 24年 9月 16 日～平成 25 年 7月 15 日 

 共同研究者：オレグ・レクマーノフ教授 

 研究テーマ：B.ピリニャーク創作のモダニズム 

⑧パリ第 8大学 

 派遣若手研究者：太田悠介（専攻：哲学） 

派遣期間：平成 24年 10 月 1日～平成 25年 6月 30 日 

 共同研究者：アラン・ブロッサ教授 

 研究テーマ：エティエンヌ・バリバールの思想における大衆論 

⑨パリ第 8大学 

 派遣若手研究者：近藤野里（専攻：言語学） 

派遣期間：平成 25年 3月 12 日～平成 26 年 1月 15 日 

 共同研究者：ジョアキム・ブランダオ・デ・カルヴァーリョ教授 

 研究テーマ：17 世紀末から 19 世紀末にかけてのフランス語におけるリエゾン 

⑩フライブルク大学 

 派遣若手研究者：説田英香（専攻：歴史学） 

派遣期間：平成 24年 9月 12 日～平成 25 年 7月 1日 

 共同研究者：ウルリッヒ・ヘルベルト教授 

 研究テーマ：ドイツ連邦共和国における外国人政策：1979-1983 

⑪ボルドー第三大学 

 派遣若手研究者：杉山香織（専攻：言語学） 

派遣期間：平成 24年 9月 12 日～平成 25 年 7月 31 日 

 共同研究者：ローランス・ラブリューヌ准教授 

 研究テーマ：外国語学習者の話し言葉における使用語彙の特徴 
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４．平成２４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 本事業は、東京外国語大学が長年にわたり相互に研究者及び学生の交流を推進してきた非英語圏ヨ

ーロッパ諸地域の交流協定機関との密接なネットワークを基軸とし、国際的な舞台で活躍すること

のできる若手研究者の養成を組織的に目指している。本学大学院総合国際学研究科（平成 21年度に

大学院地域文化研究科を改組）は、エクス・マルセイユ第一大学言語学科を初めとする非英語圏ヨ

ーロッパ諸大学との間で、「博士論文共同指導（コチュテル）に関する協定」締結の実績を持ち、本

事業を通じ更に同制度の整備を図っていくこととしている。 

② 平成 24 年度においては、上述 3.1）事業運営体制のとおり、ITP-EUROPA 委員会において、若手研究

者の公募、派遣候補者審査方針、審査等の制度設計等を行った。また、派遣前、派遣後には、学内

報告会を開催し、派遣前の指導と派遣後の成果の確認及び今後の研究の発展に向けての指導を行っ

た。 

③ 海外パートナー機関との若手研究者養成のための組織的取組として、平成 24 年度には延べ 11 名の

若手研究者をパートナー機関へ派遣した。このうち、ボローニャ大学については、個別の博士論文

共同指導のためのコチュテルを締結済みの 3 名のうち 2 名がボローニャ大学および本学の共同学位

を取得、残る 1名についても平成 25年 6月に最終審査実施が決定した。 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

① ボローニャ大学（イタリア）との間で組織的に進めている博士論文共同指導については、上述 4-1③

のとおりであり、良好な協力体制が確立されたといえる。また、平成 22 年度に開催した第 1 回国際

セミナーの成果論文集を、同大学との連携により、イタリアの出版社 Casa Editrice Odoya d’Emil srl

より刊行した。 

② フライブルク大学（ドイツ）との間で新たにコチュテルを締結し、若手研究者 1名の派遣を開始した。

③ 第 2回国際セミナーをヒルデスハイム大学との共同企画として開催した（詳細は後述 8.共同企画実施

状況のとおり）。また、平成 25年度に同セミナーの成果論文集をヒルデスハイム大学の協力を得てド

イツの出版社から発行することについて検討している。 

④ 関係機関と協議の上、平成 25 年度については、ボローニャ大学、リスボン大学、パリ第 8 大学、フ

ライブルク大学およびマドリード自治大学へ若手研究者派遣を行い、また、学位論文の共同指導を行

うことを決定した。 

 

以上のとおり、①海外パートナー機関との担当教員間の協議、②若手研究者の派遣、③国際セミナーの

開催、という若手研究者を軸とした国際的連携体制の機能的な連関を構築し、今後の方向性を示すことに

より、当初の目標を達成した。 

 

４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

1）学会等での研究成果発表 

①小久保真理江： “I saggi cinematografici di Cesare Pavese” 
学会名：第二回 ITP-EUROPA 国際セミナー 

開催場所：ヒルデスハイム大学（ドイツ） 

開催期間：2012 年 11 月 22 日～24 日 

②説田英香: "Integration oder Rückkehrförderung? - Die westdeutsche Ausländerpolitik 1979-1985" 

学会名：第二回 ITP-EUROPA 国際セミナー 

開催場所：ヒルデスハイム大学（ドイツ） 

開催期間：2012 年 11 月 22 日～24 日 

③ 太田悠介：「エティエンヌ・バリバールの政治哲学――大衆と政治的主体をめぐる問いかけ」 

学会名：社会思想史学会 

開催場所：一橋大学（東京） 

開催期間：2012 年 10 月 27 日～28 日 

④  太田悠介： “La philosophie politique chez Étienne Balibar”  

学会名：第二回 ITP-EUROPA 国際セミナー 

開催場所：ヒルデスハイム大学（ドイツ） 

 開催期間：2012 年 11 月 22 日～24 日 

⑤ 横田さやか： “Il corpo danzante del futurismo, dell’Ausdruckstanz e del Butoh”  
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学会名：第二回 ITP-EUROPA 国際セミナー 

開催場所：ヒルデスハイム大学（ドイツ） 

開催期間：2012 年 11 月 22 日〜24 日 

⑥ 杉山香織： “Evolution des études basée sur les corpus d’apprenants” 

学会名：第二回 ITP-EUROPA 国際セミナー 

開催場所：ヒルデスハイム大学（ドイツ） 

開催期間：2012 年 11 月 22 日～24 日 

⑦ 杉山香織： “Comparaison de l'usage des « multi-word units » (unitésmultimots) entre les 

apprenants japonais du français et les francophones natifs” 

学会名：IPFC 

開催場所：パリ国際大学都市（フランス） 

開催期間：2012 年 12 月 10 日～11 日 

⑧ 杉山香織： “Les corpus d’apprenants, leur développement et leurs applications” 

学会名：Troisième journée doctorale du CELIJA sur la linguistique et la didactique du japonais

開催場所：パリ第 7大学（フランス） 

開催期間：2013 年 2月 16 日 

⑨ 佐藤貴之：“К вопросу о восприятии революции как стихийной силы в творчестве А. Платонова 
и Б. Пильняка” 
学会名：ロシア国立人文大学大学院研究会 

開催場所：ロシア国立人文大学（ロシア） 

開催期間：2012 年 5月 23 日 

⑩  佐藤貴之：「1920 年代のソヴィエト文学における「西と東」のパラダイム再興に関して――探

求、あるいは克服としてのスチヒーヤ」 

学会名：日本スラヴ人文学会 

開催場所：ロシア国立人文大学、早稲田大学（インターネット電話での報告） 

開催期間：2012 年 7月 14 日 

⑪ 佐藤貴之：“Трагикомическое изображение советских писателей в пьесах М.А. Булгакова” 

学会名：国際学会「20－21 世紀のロシア文学における喜劇性」 

開催場所：ロシア科学アカデミー付属ゴーリキー記念世界文学研究所（ロシア） 

開催期間：2012 年 11 月 13 日 

⑫ 佐藤貴之：“O. Spengler and Soviet literature in 1920s: acceptance and interpretation of The Decline of 
the West” 
学会名：第二回 ITP-EUROPA 国際セミナー 

開催場所：ヒルデスハイム大学（ドイツ） 

開催期間：2012 年 11 月 22 日～24 日 

⑬ 佐藤貴之：“Современные интерпретации пьесы М. Горького «На дне» в Японии” 

学会名：M.ゴーリキー生誕一四五周年記念国際学術会議 

開催場所：ロシア科学アカデミー付属ゴーリキー記念世界文学研究所（ロシア） 

開催期間：2013 年 3月 25 日 

⑭ 佐藤貴之：“Современные интерпретации пьесы М. Горького «На дне» в Японии” 

学会名：全ロシア・ゴーリキー学会「M.ゴーリキーと現代：文化的空間の統合」 

開催場所：カザニ国立文化・芸術大学（ロシア） 

開催期間：2013 年 3月 28 日 

 

2）論文 

①小久保真理江：“Pavese tra letteratura e cinema: nuove prospettive sul mito americano” 

 博士論文（ボローニャ大学・東京外国語大学） 

②小久保真理江：La luce, l’ombra, il silenzio. Cesare Pavese e il cinema 
掲載誌名：Culture allo specchio: Arte, letteratura, spettacolo e società tra il Giappone e l’

Europa 

発行者名：I libri di Emil 

発行年：2012 年 11 月 

③ 太田悠介：Écrire pour les masses. Réflexion sur la violence des masses chez Étienne Balibar
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掲載誌名：Culture allo specchio: Arte, letteratura, spettacolo e società tra il Giappone e l’

Europa 

発行者名：I libri di Emil 

発行年：2012 年 11 月 

④太田悠介：「ポピュリズムと「人民(ピープル)」のかたち」 

掲載誌名：『現代思想』第 41巻第 2号 

発行者名：青土社 

発行年：2013 年 2月 

⑤太田悠介：「階級から大衆へ――エティエンヌ・バリバールのイデオロギー論をめぐって」 

掲載誌名：『クアドランテ』第 15 号 

発行者名：東京外国語大学海外事情研究所 

発行年：2013 年 3月 

⑥ 横田さやか：Il corpo danzante e il corpo volante da Maria Taglioni a Giannina Censi  
掲載誌名：Culture allo specchio: Arte, letteratura, spettacolo e società tra il Giappone e l’

Europa  

発行者名：I libri di Emil 

発行年：2012 年 11 月 

⑦ 横田さやか：Il corpo danzante del futurismo: storia dell’aviazione e tentativo di volare

      danzando 

掲載誌名：Danza e ricerca, n. 3 
発行者名：Università di Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo 

(http://danzaericerca.unibo.it/) 

発行年：2012 年 11 月 

⑧ 佐藤貴之：「1920 年代のソヴィエト文学における「西と東」のパラダイム再興に関して」 

掲載誌名：日本スラヴ人文学会スラヴィアーナ 

発行者：日本スラヴ人文学会 

発行年：2013 年 1月 

⑨ 秋野有紀（2009 年度派遣者）：Die Politik der kulturellen Bildung in Frankfurt am Main seit 1970

掲載誌名：Culture allo specchio: Arte, letteratura, spettacolo e società tra il Giappone e l’

Europa  

発行者名：I libri di Emil 

発行年：2012 年 11 月 

⑩ 石田聖子（2010-11 年度派遣者）：La poetica del ridere nella cultura italiana del Novecento

博士論文（ボローニャ大学・東京外国語大学） 

⑪ 石田聖子（2010-11 年度派遣者）：Da Perelà a Totò. Sulle forme delcomico nella cultura italiana 

del Novecento 

掲載誌名：Culture allo specchio: Arte, letteratura, spettacolo e società tra il Giappone e l’

Europa  

発行者名：I libri di Emil 

発行年：2012 年 11 月 

 

４－４．今後の課題・問題点 

1) ヒルデスハイム大学と連携し、平成 24年度第 2 回国際セミナー「学術の鏡に映る文化（Kultur im 

Spiegel der Wissenschaften）」の成果論文集の発行を行う。 

2) 2012 年度に引き続き、海外パートナー機関であるリスボン大学との博士論文共同指導のためのコ

チュテルの締結を目指す。 

3) コチュテルを締結済みの海外パートナー機関において、若手研究者の学位取得を推進すると共に、

ITP プログラム終了後の共同指導・共同学位に係る学内支援体制の整備を図る。 
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５．若手研究者の派遣実績（年度を跨いで引き続いて派遣した場合は、全期間について記載すること） 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

ロシア国立人文大学 

2011年 9月 9日

～2012 年 9 月 8

日（366 日間） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究科・博士後期課程 

ボローニャ大学 

2011 年 9 月 17

日～2012年7月

31 日（310 日間） 

※2012年2月19

日～2月27日は

一時出国 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

ボローニャ大学 

2011 年 9 月 18

日～2012年9月

2日（351 日間） 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

リスボン大学 

2011 年 9 月 24

日～2012年9月

5日（348 日間） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究科・博士後期課程 

フライブルク大学 

2012 年 9 月 12

日～2013年7月

1日（288 日間） 
※2012 年 11 月 21

日～11 月 25 日は共

同企画参加（ヒルデ

スハイム大学） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究科・博士後期課程 

ボルドー第三大学 

2012 年 9 月 12

日～2013年7月

31 日（318 日間） 
※2012 年 11 月 21

日～11 月 25 日は共

同企画参加（ヒルデ

スハイム大学） 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

ボローニャ大学 

2012 年 9 月 16

日～2013年3月

31 日（192 日間） 
※2012 年 11 月 21

日～11 月 25 日は共

同企画参加（ヒルデ

スハイム大学） 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

ロシア国立人文大学 

2012 年 9 月 16

日～2013年7月

15 日（298 日間） 
※2012 年 11 月 21

日～11 月 25 日は共

同企画参加（ヒルデ

スハイム大学） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究科・博士後期課程 

パリ第８大学 

2012 年 10 月 1

日～2013年6月

30 日（256 日間） 
※2012 年 11 月 21

日～11 月 25 日は共

同企画参加（ヒルデ

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 
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スハイム大学） 

※2012 年 10 月

25 日～11 月 5

日は一時帰国 

パリ第８大学 

2013 年 3 月 12

日～2014年1月

15 日（310 日間） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究科・博士後期課程 

ボローニャ大学 

2013 年 3 月 27

日～2013 年 12

月 28 日（277 日

間） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究科・博士後期課程 

   

 

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 

ヒルデスハイム大学 

2012年 8月 5日

～2012年8月10

日（6日間） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究院・教授 
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７．海外パートナー機関からの受入実績 

 

 

主たる受入先 

 

受入期間 

 

所属・職名等 

大学院総合国際学研

究科 

 

 

2013 年 3 月 12

日～2013年3月

13 日（2日間） 

ヒルデスハイム大学文化政策研究

所・所長／教授 

 

 

大学院総合国際学研

究科 

 

 

2013 年 3月 12

日～2013年3月

13 日（2日間） 

ヒルデスハイム大学文化政策研究

所・助手 
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８．共同企画実施状況 

企 画 名 

 

第 2回 ITP-EUROPA 国際セミナー「学術の鏡に映る文化」 

 

開 催 期 間 平成 24 年 11 月 22 日～24 日（3日間） 

開 催 地 ヒルデスハイム大学（ヒルデスハイム・ドイツ） 

日
本
側
責
任

者 

氏 名 成田 節 

所属機関・職名 東京外国語大学大学院総合国際学研究院・教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
Wolfgang Schneider 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 

Professor/ Director, Institute for Cultural Politics University of 

Hildesheim 
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概要及び成果 

【概要】 

1.目的：本事業により博士論文共同指導を行い、博士の共同学位取得に向けて派遣している若手研究者

及び博士号取得者と、非英語圏ヨーロッパ地域における海外パートナー機関に所属する一線級の人文学

研究者および若手研究者が一堂に会することで、①若手研究者の研究到達水準の確認と研究意欲の向上

を図り、②研究成果を国際社会に公表する機会を提供し、成果の検証を行うこと 

2．意義：①我が国の優れた人文学研究の成果を非英語圏地域に向け発信し、②外国語による論文執筆

能力及び弁論能力を十二分に備えた若手研究者を育成する機会を提供することができる。また、③日本

的発想による新しい人文学研究と同領域の共同学位及び博士論文共同指導に向けた成果と今後の可能

性を検証することができる。 

3．研究発表者（本経費負担）： 

① 横田さやか 

Il corpo danzante della danza futurista, dell'Ausdruckstanz e del Butoh 

② 佐藤貴之 

Spengler and Soviet literature in the 1920's - acceptance and interpretation of The Decline of 

the West 

③ 杉山香織 

Evolution des études basées sur les corpus d'apprenants 
④ 太田悠介 

La philosophie politique chez Étienne Balibar 

⑤ 説田英香 

Integration oder Rückkehrforderung? - Die westdeutsche Ausländerpolitik 1979 bis 1981 
 なお、上記 5 名以外に、平成 21 年度本事業によりドイツ・ヒルデスハイム大学に派遣し、既に博士

号（共同学位）を取得した秋野有紀、平成 22 年-23 年度本事業によりイタリア・ボローニャ大学に派

遣し同じく博士号（共同学位）を取得した石田聖子、小久保真理江他、合計 23 名の日独若手研究者が

発表を行った。 

 

【成果】 

1)国際的な環境で、若手研究者がそれぞれ研究に使用しているドイツ語、イタリア語、フランス語で、

あるいは英語で研究発表することにより、研究者としての国際的な通用性を確認する機会となった。 

2)研究発表の各セクションにおいては、本学およびヒルデスハイム大学の教員各 1名が共同してチェア

を務め、日欧両視点からの議論の展開に指導的役割を果たすとともに、今後の研究発展に役立つ機会と

なった。 

3)第 1回に引き続き多言語で行われた本セミナーは、多言語による研究報告の可能性とその有効性を実

証する機会となった。更に、①海外パートナー機関の担当教職員間の協議、②若手研究者の派遣、③国

際セミナーの開催、④成果論文集の発行を通じて、若手研究者を軸とした国際的連携体制の機能的な連

関の構築に寄与した。 

 

関連資料： 

・第 2回 ITP-EUROPA 国際セミナー「学術の鏡に映る文化」プログラム 

・OFIAS-NEWSLETTER No.16（2013 年 3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


