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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２５年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

【 公 表 】  

整理番号 J2201 
関連研究分野  

（分科細目コード）  
2903 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  
 転換期の国際社会における人文学の新たな役割（平成２２年度）  

代表研究機関名  筑波大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

  

 

主担当研究者氏名   青木  三郎  

補助金支出額  

（平成 22年度）  

 

18,630,694 円  

（平成 23 年度）  

 

23,598,000 円  

（平成 24 年度）  

 

22,748,000 円  

（合計）  

 

   64,976,694 円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 22年度）  

      5  人  

 

（平成 23年度）  

       9  人  

（     5 人）  

（平成 24年度）  

       6  人  

（     3 人）  

（合計）  

       12     人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 22年度）  

     6   人  

 

（平成 23年度）  

       9  人  

（     5 人）  

（平成 24年度）  

        7  人  

（     5 人）  

（合計）  

       12     人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 22年度）  

         人  

 

（平成 23年度）  

          人  

（        人）  

（平成 24年度）  

            人  

（        人）  

（合計）  

               人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（９－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

 本事業に関係する人文学の研究分野は多岐にわたる。宗教学（仏教学）、哲学（デカルトと心身合一）、精神

医学と精神分析（ミンコフスキー）など人間精神の内奥の諸機能を追究する分野があり、革命・ホロコースト・

移民（難民）などの社会動乱の原因と現代的意味を問う分野があり、言語による世界理解と対話の可能性、衝突

と摩擦の問題を扱う分野、そして社会制度とその比較に関わる分野などがある。この多様性は、一見無秩序に見

えるが、根本は「人間」の持つ感性・情動という身体的境界の無いものが、身体（皮膚）によって一人一人の人

間に個別化され、そして市民社会・国家の形成に関わるプロセスに位置付けられる。次世代を担う若手研究者は、

このような大きなコンテクストの中で自らの専門研究を位置づけ、自らの独創性と想像力により、多様な人間研

究へと関連付けていかなければならない。本事業に参加する研究者は、①  Euro-Japan International  Networking

形成にたずさわりながら、共同研究のマネージメント能力（発表力、語学力、交渉力）を開発し、②自らの専門

的な立場と他領域との融合が可能となる場に日常的に身をおき、③新たな人文学創出を志向しなければならな

い。これが真に人文学の「頭脳循環」の担い手となる力である。  

 これらの研究者育成には熟成期間が必要であり、短期的な検証は困難と言わざるを得ないが、少なくとも国内

外での学会発表、国際シンポジウムの開催、自ら組織した共同セミナーの数によって検証することが可能であ

る。  

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

 

【理由】  

 申請書の記載した計画に沿って、 3年間のプログラムを通じて若手研究者の人材育成を行ってきた。その過程

において日欧学術ネットワーク（プログラム実施の過程で Euro-Japan Academic Networkに改称した。）の形成を

推進することができた。フランス（パリ第 13大学、フランシュコンテ大学）、ドイツ（ベルリン自由大学、ハン

ブルグ大学、ミュンヘン大学）、スロベニア（リュブリヤナ大学）、フィンランド（ヘルシンキ大学）およびト

ルコ（イスタンブール大学）の人文学・社会科学研究者の間で筑波大学の間で「 21世紀の人間像」を共通のテー

マとするセミナーを開始し、定期的（年に 1度）に続けていくことを確認した。本プログラムの若手研究者は、

この国際ネットワーク形成のマネージメントを実務的に推進し、ヨーロッパの複数の異分野間の研究チームを関

連づける経験を得た。さらに自らの専門と異なる異領域の専門家に向けて研究内容を発表することにより、研究

を巨視的に見る訓練と説得的なプレゼンテーションを行う経験を積むことができた。これらを通じて、本プログ

ラムの若手研究者は、専門とする人文学研究の殻を破って、新たな人間研究の枠組みの中で、転換期における人

文学の新たな役割を考える視点と発想を得ることができた。同時に、研究にとってネットワーク形成とパートナ

ーシップがいかに重要であるかを知ることができた。総じてヨーロッパに派遣した若手研究者は、本ネットワー

クに参加した各大学の研究者・教員から信頼と評価を受けており、今後の日欧学術研究推進の担い手として十分

に実力を発揮できるようになったと自負する。  
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（３－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（９－２）に記載した国際共同研究にお

いて期待される成果概要）  

（３－１）本事業の到達目標は、①大学院生を研究過程と研究交流に参加させることで、研究者のマネージメン

ト力を強化し、②国際的な研究交流を通して、内外に開かれた研究拠点を作り、③感覚的・想像的・身体的レベ

ルを基点として、国家・社会・文化のダイナミズムと創造性・規範性に関する提言のできる新しい人文学を創出

することである。これにより世界的なネットワーキングの中で、様々な対話を通じて人文学研究に貢献する枠組

みを確立することができ、研究成果を次世代の教育プログラムに役立てることができるようになる。  

（９－２）本事業における国際共同研究は、転換期における人文学の役割を国際的に討議する場を形成すること

にある。したがって個々の研究は関連する学会での発表による評価を受けることになるが、本事業の目指す国際

シンポジウムは、問題解決・提言型となる。討議すべき議題は、感性、言語、身体、市民、国家を通底するコン

フリクト、衝突、摩擦、対話、和解、変容などの問題であり、これらを通じて新たな「人間」の役割を明確にす

ることにある。本事業のネットワーク形成が、若手研究者の「武者修行」の場とし機能することが期待される。

さらにヨーロッパにおいて日本人研究グループが主導的な立場に立ってネットワーク形成を行うことは、日本人

としての感性、発想、着眼点を覚せいすることになり、日本からの比較の視点と手法を生かした研究を産む期待

が高まる。この  Euro-Japan Academic Network が高い評価を受けるかどうかは、「転換期の国際社会における

人文学の新たな役割」に関する論集の中で新たな提言ができるかどうかが最も重要である。内容に関する担当研

究者どうしの自己点検をし、また外部評価を依頼し、評価を仰ぐ。  

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  

 本プログラムの国際共同研究課題は、21世紀という人類文明の転換期における人文学の新たな役割に取り組む

ものである。したがって異なる専門家どうしの共同研究が必然となる。平成 23年（ 2011）年 11月 4日～ 9日には、

ドイツ・ボン大学およびベルリン自由大学において「人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成

のための合同フォーラム」を主催し、転換期における人文学の役割をテーマとするラウンドテーブルを行い、新

人文学研究の方法論にむけて討議した。それを受けて「第 2回人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワ

ーク合同フォーラム」を行い（平成 24年 10月 4日～ 6日、於イタリア・ベニス国際大学）、本プログラムの日欧共

同研究の総括として、21世紀の人間像について、人文社会科学の様々な研究分野からの発言を求め、「新人文主

義」の提言を行った。  

 プログラム終了後も引き続き合同フォーラムを継続させ、「第 3回人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネ

ットワーク合同フォーラム」を開催し（平成 25年 2月 15日・ 16日、於京都烏丸コンベンションホール）、「グロ

ーバル時代におけるアイデンティティ」について討議した。「第 4回人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネ

ットワーク合同フォーラム（同年 3月 16日・ 17日、於パリ第 13大学）では「トランスディシプリンとしての人文

学」を討議し、その都度、学界に一石を投じるスキームを形成した。  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

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。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

 本プログラムによる若手研究者の育成は、高等教育機関において研究・教育を担う人材育成であり、国際的視

野と未来世代への展望をもつ研究者を育成してきた。「国際交渉力」「国際比較研究」「異分野融合研究」「現

代日本からの発信」をテーマとして掲げ、頭脳循環プログラムの若手研究者が継続的に携わり、活躍できるスキ

ームを筑波大学は人文社会系の中に、組織的・戦略的に構築した。「国際交渉力」に関しては、平成 23 年には

文部科学省特別経費による「国際交渉力強化のための人材養成プラットフォーム形成」事業を立ち上げ、筑波大

学人文社会科学研究科（全９専攻）、人間総合科学研究科（世界遺産専攻・世界文化遺産学専攻）、ビジネス科

学研究科（国際経営プロフェッショナル専攻）の３研究組織との間で英語による履修証明プログラム「国際交渉

力強化プログラム」を導入した。「国際比較」「異分野融合」「現代日本発信」研究に関しては、日本学術振興

会「大学の世界展開力強化事業」（平成 23 年～ 27 年）において「人社系グローバル人材養成のための東アジア

・欧州協働教育推進プログラム」が採択され、主に修士課程「日独韓共同学位プログラム（ TEACH）」と博士課

程「現代日本国際比較研究履修証明プログラム」のコンテンツに関して頭脳循環プログラムの若手研究者が参加

し、専門知識と国際比較の視野から取組み、国際社会に問題解決の提案ができるグローバルリーダー人材育成メ

ソッドの開発に携わっている。 

 また筑波大学独自の研究支援スキームとして「研究戦略イニシアティブ推進機構」があり、戦略イニシアテ

ィブ（ A）研究に「現代日本と世界における市民社会データベースを活用したガバナンス（公共政策・国際関係）

比較研究拠点」が採択され（平成 22 年～ 24 年）、またプレ戦略イニシアティブ（研究拠点提案型）に「西アジ

ア文明センターの構築」（平成 22 年～ 25 年）、日本語日本文化発信力強化研究拠点形成（研究拠点提案型）（平

成 24 年～ 26 年）が採択された。中長期的には、人文社会国際比較研究への統合という方向性を明示し、若手研

究者の人材育成を行っている。  

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 本事業で推進したユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワークの枠組みを継続しつつ、欧州で今年度より

スタートする Erasmus for all の枠組みを考慮にいれ、平成 27 年度開始を目標としてベルリン自由大学（ドイ

ツ）、フランシュコンテ大学（フランス）、リュブリヤナ大学（スロベニア）と筑波大学との間で、日独仏スロ

博士課程共同学位プログラムを立ち上げることで合意している。そのために第 1 回準備委員会として「欧州・東

アジア協働教育プラットフォーム形成フォーラム（第５回ユーロジャパン合同フォーラム）」を行い（平成 25

年 9 月 26 日・ 27 日、於ベニス国際大学開催予定）、平成 26 年 1 月までに構想案をまとめ、平成 26 年秋季より

共同セミナー・研究集会を行い、平成 27 年秋季より開始できるようにする予定である。本事業の若手研究者の

新たな研究成果をそこに反映すべく、講義を担当できるように非常勤講師、あるいは助教等のポストを参加大学

で確保する方策についても準備会議で審議することになっている。  

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

 上記の「人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成のための合同フォーラム」において各若手

研究者は自らの研究を発表し、ヨーロッパ側、日本側の教員・研究者から評価を得ている。その成果は論文とし

て掲載されている。  
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  

ア オ キ   サ ブ ロ ウ  

青木  三郎  

 

担当研究者  

ア イ ザ ワ  ケ イ イ チ  

相澤  啓一  

イ ケ ダ   ジ ュ ン  

池田  潤  

カ ワ ナ ベ    ヤ ス ア キ  

川那部  保明  

サ ク マ     ヒ デ ノ リ  

佐久間  秀範  

ツ ジ ナ カ  ユ タ カ  

辻中  豊  

ツ ボ イ   ヨ シ キ  

坪井  美樹  

ヒ ロ セ   コ ウ ジ  

廣瀬  浩司  

ミ ヤ ケ   ユ タ カ  

三宅  裕  

ヤ マ ダ   シ ゲ オ  

山田  重郎  

 

 

 

筑波大学  

 

 

 

筑波大学  

 

筑波大学  

 

筑波大学  

 

筑波大学  

 

筑波大学  

 

筑波大学  

 

筑波大学  

 

筑波大学  

 

筑波大学  

 

 

 

人文社会系  

 

 

 

人文社会系  

 

人文社会系  

 

人文社会系  

 

人文社会系  

 

人文社会系  

 

人文社会系  

 

人文社会系  

 

人文社会系  

 

人文社会系  

 

 

 

教授  

 

 

 

教授  

 

教授  

 

教授  

 

教授  

 

教授  

 

教授  

 

准教授  

 

教授  

 

教授  

 

 

言語学  

 

 

 

ドイツ文学  

 

言語学  

 

フランス文学  

 

仏教思想  

 

政治学  

 

日本語学  

 

フランス現代思想 

 

西アジア考古学 

 

西アジア歴史学 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ H23.4.1追加）  

計１０名       

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

ドイツ  

 

 

 

スロベニア  

 

フランス  

 

 

 

 

 

 

フィ ンラ ンド  

 

トルコ  

ベルリン自由大学歴史文学部日本研究学科  

 

ベルリン自由大学歴史文学部日本研究学科  

 

リュブリヤナ大学文学部・アジア・アフリカ学科  

 

フランシュコンテ大学記号学・言語学、教育学、

情報学研究所  

プロバンス大学文学部  

パリ第 13大学語彙・辞書・情報学研究所  

パンテオン・ソルボンヌパリ第 1大学現代哲学研究

所  

 

ヘルシンキ大学世界文化学部・アッシリア学  

 

イスタンブール大学文学部  

 

アンカラ大学言語・歴史・地理学部  

 

 

 

 

計  ９機関  

イルメラ・ヒジヤ =キ

ルシュネライト  

ヴェレナ・ブレヒンガ

ー =タルコット  

バレ ンテ ィヌ ・ブ ツィ ック  

 

ダニエル・ルボー  

 

クリスチーヌ・ペラール  

サラ・メジュリ  

ルノー・バルバラス  

 

 

ライヤ・マッティラ  

 

ミフリバン・オズバシ

ャラン  

フィクリ・クラックオ

ウル  

教授  

 

教授  

 

教授  

 

教授  

 

教授  

教授  

教授  

 

 

講師  

 

教授  

 

教授  
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

 選抜にあたっては、独創的な研究を国際的共同研究環境の中で実現する資質を有しているかどうか、またはその

潜在的能力があるかどうかを考慮する。  

 具体的には、①研究者がすでに全国レベルの関係学会等で論文が掲載されるなどして、その独創性を十分に認め

られているかどうか、②関連する国際学会等で発表した経験があるか、または国際会議で必要な英語の運用能力お

よび自己の研究を英語、ドイツ語あるいはフランス語で発表し、論文を執筆する能力を十分に有しているかどうか、

③受け入れ予定先との共同研究体制の準備状況は確実かどうか、という観点から研究計画書を審査し、派遣対象者

を決定する。なお大学院生の場合は、指導教員の承認を受けた派遣計画書を提出し、運営委員会による審査を受け

なければならない。 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

（１）若手研究者の派遣先での研究活動を支援する体制  

 筑波大学人文社会科学研究科内に設置されている「国際日本比較研究センター」および「インターファカルティ

教育研究イニシアティヴ」が本事業の運営委員会の事務的業務と研究支援を行った。「インターファカルティ教育

研究イニシアティヴ」では、若手研究者の危機管理に関する渡航事前セミナー、およびアカデミックライティング

（英語、フランス語、ドイツ語）のサポートを行っている。「国際日本比較研究」では現地調査、国際会議のモラ

ル、マナーをも含めてネットワーキングに必要なマネージメントを講習した。  

 派遣先予定である海外の研究機関との連絡調整は次の担当研究者が責任を持って行う。フランス（プロバンス大

学、フランシュコンテ大学等）は青木が担当し、ドイツ・ベルリン自由大学は相澤、辻中、ハンブルグ大学は佐久

間、ミュンヘン大学およびトルコ・イスタンブール大学は三宅、スロベニア・リュブリヤナ大学は坪井、フィンラ

ンド・ヘルシンキ大学は山田が担当した。担当者はすでに長年に渡る研究者交流により信頼関係が成り立っており、

テレビ会議、電子メールなどで連絡調整、意見交換、共同セミナーを行った。  

 主担当研究者（青木）は、ユーロ・ジャパン・インターナショナルネットワークを形成することが重要な役割で

あり、連携大学間の連絡会議を主催し、若手研究者を参加させるスキームを構築に力を注いだ。派遣された若手研

究者は、研究成果を本研究科の英文電子ジャーナル  Inter Faculty に発表し、国際的発信力を高めた。  

（２）派遣者の安全確保と危機管理のバックアップ体制  

 本研究科では、海外で研究・調査を行う研究者・学生に対して、危機管理対応マニュアルを用意し、また学生の

場合には海外での責任を明確にするために、誓約書および免責承諾書を整備した。これに基づき、例年、現地調査

説明会を開催し、現地調査におけるリスク管理、本研究科の免責事項などについて説明している。  

 マニュアルは、 I.  危機管理対応（学生等の派遣前）マニュアル、 II.  海外への派遣（現地調査・海外語学研修等）

の実施、中止、延期、継続、途中帰国の判断基準（ガイドライン）マニュアル、 III.  派遣（現地調査・海外語学研

修等）学生・研究者が行うべき危機管理対応マニュアルとからなり、想定しうるあらゆる危機に対応できる内容と

なっている。また、必要な書類の様式（現地調査・海外語学研修届、誓約書および免責承諾書など）も整備・運用

されている。  

 渡航前には必ず対象者には危機管理セミナーを受講させ、現地での対処の仕方、大学との連絡のとり方を徹底さ

せた。  

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

 変更なし。 
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  

 本事業で派遣した若手研究者の研究課題は多様であるが、共通するテーマは「コンフリクトとトランジション」

という問題である。連携大学とはすでに長年にわたり以下のテーマで共同研究を進めている。  

 ①「近代の人・物・コンセプトの移動と変容」（ベルリン自由大学）  

 ②「現代の摩擦（コンフリクト）と解釈の多様性」（フランシュコンテ大学（フランス）  

 ③「コンフリクトとトランジション」（リュブリヤナ大学（スロベニア））  

 ④  「古代西アジア世界における物流と情報伝達」（イスタンブール大学トルコ）  

これらの問題は、歴史の激動期において、文明の危機（クライシス）を克服し、摩擦や誤解・対立（コンフリクト）

を乗り越えるために、人文学が学問の対象と方法論においてイノベーションを行ってきたという点で共通してい

る。若手研究者は、激動期の「理性と宗教」の関係、「革命と戦争」の問題、「民主主義と独裁」の在り方、「多

言語・多文化主義」の在り方、「古代社会と現代思想」の関係などを通じて、 21 世紀に必要な「文明間の対話」

の条件を問い、深い感性と精神性をもった「新たな理性」を探求する方向に向かっていると言える。  

 これらの共同研究を基にして、ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワークの構築を通じ、定期的にヨーロッ

パの研究者と「対話と理性の新人文主義」について共同で討議する場を提案してきた。若手研究者は、このような

国際共同研究ネットワーク形成に当事者として参加することで、自らの研究のオリジナリティを鍛えると同時に、

国際的リーダー力、つまり、意見や発想の異なる研究者をまとめるリーダー力を養い、将来的に大きな頭脳循環の

アクターになる経験を積んできた。  

 今後とも培った国際共同研究経験を生かして、日本発の独自性の高い研究を作り上げていく人材となることが期

待される。  

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。）  

 筑波大学人文社会系・人文社会研究科では、９専攻の大学院教育に並んで「国際比較日本研究センター」「西

アジア研究センター」による研究拠点形成を行っている。また全学研究センターの「北アフリカ研究センター」と

協力・連携し、国際規模の人文社会科学研究を推進している。これらに参加することにより、若手研究者は国際的

視野に立って研究を推進し、多角的な研究プロジェクトを立ち上げるメンバーとなっている。また大学院教育の枠

組みとして、専攻横断型の履修プログラムを推進する「インターファカルティ教育研究イニシアティヴ」が大学院

GP の支援を受けて設置されており（平成 19 年～ 21 年）、また文部科学省特別経費の補助を受けて、「国際交渉力

強化のための人材養成プラットフォーム形成」を推進し（平成 23 年～ 26 年）、研究のグローバルリーダー育成に

力を入れている。  

 また「大学の世界展開力強化事業」の支援を受けて「人社系グローバル人材養成のための東アジア・欧州協働

教育推進プログラム」（平成 23 年～ 27 年）を立ち上げ、アジア・ヨーロッパの複眼的視点を備えたグローバルリ

ーダーを養成するために，学部から大学院レベルまで，ヨーロッパ・アジアの有力大学と協働して，学士・修士・

博士教育プログラムを導入した。中でも人文社会科学研究科とボン大学（ドイツ）・高麗大学（韓国）による「日

独韓共同学位（デュアルディグリー）プログラム」は、先駆的、画期的な国際共同学位プログラム（修士）であり、

本事業によるドイツ派遣の若手研究者の積極的な参与が期待されるところである。  
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 派遣者①：  大学院生   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

研究テーマ：仏教学（唯識思想と心理学等の学際的研究）  

瑜伽行唯識思想として瑜伽行修行による心の働きを中心とする『瑜伽師地論』菩薩地の菩提分品およ

び『大乗荘厳経論』菩提分品のサンスクリットテキストの厳密な校訂を行うため、瑜伽行思想に造詣

の深いツィンマーマン教授と写本研究の権威であるアイザクソン教授に指導を受けた。内容分析は指

導教員の佐久間が指導する。ハンブルク大学仏教研究所はかつてこの分野の世界的権威シュミットハ

ウゼン教授が指導してきた研究所で、ヨーロッパではこの分野で最も充実した研究所である。  

（具体的な成果）  

平成 23 年度は人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成のための合同フォーラム（本

プロジェクト主催於ボン大学 11 月 4 日・ 5 日開催）において、 2.の四法印瑜伽行思想に関する理論

書の比較検討について英語による研究発表を行った。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

ド イ ツ 、 ハ ン ブ ル グ 大 学 仏 教 研 究 所 、

Michael Zimmermann 教授  

 

88 日  

 

276 日  

     

0 日  

    

364 日  

 

 派遣者②：  大学院生   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

研究テーマ：日本語とフランス語の知覚事態の表現に関する言語学的研究  

フランス語と日本語の知覚動詞に関する研究を行った。フランスのフランシュコンテ大学にある研究

所 Laseldi ( http://laseldi.univ-fcomte.fr/php/accueil.php )では、談話分析を始めとする言語学が盛

んに行われており、様々なソフトウェアを用いたコーパス研究なども行われている。その先端技術を

取り入れ、フランス語の視覚動詞を分析するのに必要なデータを収集しコーパスを作成した。  

（具体的な成果） 

平成 23 年度は人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成のための合同フォーラム（本

プロジェクト主催於ボン大学 11 月 4 日・ 5 日開催）において、動詞 voir と日本語の視覚動詞に関す

る比較対照研究をフランス語で発表した。また同年度 3 月に筑波大学において博士号（言語学）を取

得した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

フランス、フランシュコンテ大学、記号学

・言語学、教育学、情報学研究所、ダニエ

ル・ルボー教授  

 

90 日  

 

271 日  

     

0 日  

    

361 日  

 

 

 

 

 

 

http://laseldi.univ-fcomte.fr/php/accueil.php
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 派遣者③：  大学院生    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

研究テーマ：芸術作品における戦争期の身体表象研究  

本研究では第一次世界大戦と第二次世界大戦の間に位置する 1919－ 1938 年に製作されたドイツの芸

術作品における身体表象に注目し、 19 世紀までの身体観を崩壊させる身体イメージと生の認識の問

題を考察した。彼らが繰り返し描いた「断片化した身体」の表象に示されたイメージは、解体するこ

とによる新たな身体の再構築の企てだったのではないかという仮説を展開した。特に新即物主義にお

けるルドルフ・ヴァッカーの位置づけに焦点を当てて、他の作家との比較検討を行った。  

（具体的な成果） 

平成 23 年度は人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成のための合同フォーラム（本

プロジェクト主催於ボン大学 11 月 4 日・ 5 日開催）において、「断片化した身体」に関する研究を

ドイツ語で行った。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

ドイツ、ベルリン自由大学、歴史・文化学部、 

イルメラ・ヒジヤ・キルシュネライト教授  

 

86 日  

 

271 日  

     

0 日  

    

357 日  

 

派遣者④：  大学院生   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

研究テーマ：都市文明の成熟と領域国家形成の時代における交通システムと物流の研究  

紀元前 3 千年紀から前 2 千年紀前半の楔形文字アッカド語史料、特に南部メソポタミアにおけるゴマ

の生産・輸送・分配に関連する文献および史料を Sallaberger 教授の指導のもと網羅的に収集し、系統

的に研究した。これをもって、メソポタミアにおける都市文明成熟期における農業生産と物流の一端

を明らかにした。  

（具体的な成果） 

シュメル語の管理行政文書に関するデータベース作成を Sallaberger 教授の指導のもとに続行した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

ドイツ、ミュンヘン大学、アッシリア学・ヒッ

タイト学研究所、ワルター・ザラベルガー教授  
 

90 日  

 

270 日  

     

0 日  

    

360 日  

 

 派遣者⑤： 大学院生    

研究テーマ：新アッシリア文書コーパス研究  

前１千年紀アッシリア帝国行政における政治的・社会的エリート層の情報伝達の諸相を、それらエリ

ートの間で取り交わされた粘土板書簡の文献学的分析により解明する研究に取り組んだ。ヘルシンキ

大学において「新アッシリア文書コーパス研究計画」に参画し、同プロジェクトのデータベース  を

利用しながら新アッシリア帝国の王から国家官吏に送られた書簡を収集し、王宮を中心とするコミュ

ニケーション・システムを分析を進めた。  

（具体的な成果） 

本研究に際し、ヘルシンキ大学の｢新アッシリア文書コーパス研究計画」のデータベースを利用する

ことができたが、同計画を主宰する Simo Parpola 名誉教授並びに Raija Mattila 講師の指導を受けつつ、
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当該書簡の研究を通じ同研究計画に参与することができた。さらに平成 23 年度は人社系ユーロ＝ジ

ャパン・アカデミックネットワーク形成のための合同フォーラム（本プロジェクト主催於ボン大学

11 月 4 日・ 5 日開催）において、アッシリア文書の分析を英語で発表した。  

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

フィンランド、ヘルシンキ大学、世界文化学部  

アッシリア学科、ライヤ・マッティラ講師  
 

90 日  

 

272 日  

     

0 日  

    

362 日  

 

派遣者⑥：  大学院生    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

研究テーマ： E・ミンコフスキー現象学的精神病理学における感覚のコスモロジー  

本研究は、主に 20 世紀前半に活躍した精神病学者である E・ミンコフスキーの哲学的側面を取り上

げた。具体的には、フランスにおいてミンコフスキーが中心となって刊行した精神病理学の雑誌、及

びに、現象学の文献を分析することによって、精神医学と当時の現象学との交流の様相を明らかにす

る。現象学については、パリ第 1 大学のルノー・バルバラス教授の研究チームと共同研究を行い、現

代のフランスにおける哲学と精神医学間の活発な議論の論点を解明しているところである。精神病理

学の文献の分析については、フランスの国立図書館を主な研究拠点として推進した。  

（具体的な成果） 

平成 23 年度は人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成のための合同フォーラム（本

プロジェクト主催於ボン大学 11 月 4 日・ 5 日開催）において、ミンコフスキー研究のポスターセッ

ション発表を行った。平成 24 年度は人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成のた

めの合同フォーラム（本プロジェクト主催於ベニス国際大学 10 月 2 日・ 3 日開催）において、ミン

コフスキー研究の研究発表を行い、その成果は電子ジャーナル Inter Faculty 第 4 号に掲載された。

（査読あり。）  

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

フランス、パリ第 1 大学大学院哲学研究

科、ルノー・バルバラス教授  

 

日  

 

 183 日  

    

215 日  

    

398 日  

 

派遣者⑦：  大学院生    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

研究テーマ：南東欧諸国におけるポスト社会主義時代における宗教と日本の宗教比較研究  

南東欧地域（ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、ギリシャ、クロアチア、ルーマニア、セルビ

ア、スロベニア等）は常に多民族の移動が頻繁に行われ、民族、社会、国家、宗教間の紛争が絶えな

い地域ではあるが、負の遺産を乗り越えて、新しい価値観を共有するために急速に日本理解の重要性

が高まりつつある。しかし同地域における日本研究は発展途上であるので、研究機関同士の連携・組

織化は今後の課題である。本研究ではポスト社会主義時代の宗教と消費行為に焦点をあて、日本の現

代宗教のあり方と比較し、両者の特質の異同を明らかにした。リュブリヤナ大学文学部アジア・アフ

リカ学科の研究チームと交流し、共同で調査を行った。 

（具体的な成果） 

平成 23 年度は人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成のための合同フォーラム（本
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プロジェクト主催於ボン大学 11 月 4 日・ 5 日開催）において、「隠れキリシタン」の日欧比較に関

するポスター発表を行った。また論文 ”The Complexity of Establishing a Sacred Place and its 

Symbolic Meanings: the Religious Field of Medjugorje”(Inter Faculty,  n.3, 2012, 

https://journal.hass.tsukuba.ac.jp/index.php/interfaculty/ ) を発表した。平成 24 年度は人社系ユー

ロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成のための合同フォーラム（本プロジェクト主催於ベニ

ス国際大学 10 月 2 日・ 3 日開催）において、「隠れキリシタン」の日欧比較に関する研究発表を行

った。成果報告書に同テーマで論文を発表した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

スロベニア、リュブリヤナ大学、文学部、

ケルシェヴァン・マルコ教授  

 

日  

 

152 日  

    

181 日  

    

333 日  

 

派遣者⑧：  大学院生    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

研究テーマ：多言語主義とフランコフォニーの形成  

本研究はパリ第 13 大学語彙情報学研究所と筑波大学人文社会科学研究科文言言語専攻（フランス語

学領域）との共同研究の一環として遂行している研究である。 2008 年にチュニジアにおける日常生

活でのフランス語使用の実態を調査したが、より本格的な言語調査するため、パリ第 13 大学におい

てメジュリ教授の研究チームとともに方法論を学んだが、予定の現地調査は国情不安定のため延期せ

ざるを得なかった。しかし資料は同大学研究所のコンピュータ解析手法により分析を続行している。 

（具体的な成果） 

平成 23 年度は人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成のための合同フォーラム（本

プロジェクト主催於ボン大学 11 月 4 日・ 5 日開催）において、チュニジアにおけるフランコフォニ

ー状況についてポスター発表を行った。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

フランス、パリ第 13 大学、語彙情報学研

究所、サラ・メジュリ教授  

 

日  

 

152 日  

    

212 日  

    

364 日  

 

派遣者⑨：  大学院生    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

研究テーマ：研究テーマ：ドイツの移民映画に見る移民表象  映像表現論  

民族紛争はネーションが国制の中心におかれた 19 世紀以来の世界の主要な課題の一つであり続けて

おり、現在の人文科学の成立にも深く関わる。他方でここ数十年、外国人労働者をはじめとする人の

移動、さらにはグローバリズムの進行に伴い、民族の表象自身が大きく変わりつつある。人の移動は

とりわけ経済の問題であると同時に、文化的表象の問題である。そうした問題意識から、現代ドイツ

のニュー・ジャーマン・シネマのライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督（ 1946-82）の前衛的

な映画作品などドイツの移民映画に見る移民表象をとりあげ、映像表現論の観点から、グローバル化

によって大きく変化した世界に対する人文科学の新たなアプローチを試みる。この研究を通じてベル

リン自由大学の研究グループに参加し、移民表象の意識調査の協力を求めた。  

（具体的な成果） 

https://journal.hass.tsukuba.ac.jp/index.php/interfaculty/
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平成 23 年度は人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成のための合同フォーラム（本

プロジェクト主催於ボン大学 11 月 4 日・ 5 日開催）において、ドイツ移民映画に関する研究発表を

ドイツ語で行い、高い評価を受けた。平成 24 年度は人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネット

ワーク形成のための合同フォーラム（本プロジェクト主催於ベニス国際大学 10 月 2 日・ 3 日開催）

において、ドイツ移民映画に関する研究発表を行った。電子ジャーナル Inter Faculty（第４号）に

論文が掲載された。（査読あり。） 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

ドイツ、ベルリン自由大学、歴史・文化学部、

ヴェレナ・ブレヒンガー =タルコット教授  

 

日  

 

172 日  

    

212 日  

    

384 日  

 

派遣者⑩：  非常勤講師    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

研究テーマ：フランス革命期の連邦主義  

フランスはフランス革命以来中央集権志向の極めて強い国家である。 1793 年には、連邦主義者の反

乱と呼ばれる地方の反乱が起こっているが、先行研究によれば、地方は連邦主義に基づいて反乱を起

こしたのではなく、中央集権への支持はパリと共通している。ただ、反乱都市の一つ、マルセイユの

政府関係文書には、古代ギリシア以来の歴史ある都市としての誇りが常に表明され、またパリではな

くマルセイユこそが革命を背負うという自負が散見される。本研究はマルセイユ県立公文書館等の一

次史料の収集を通して、マルセイユにおける独自の共和国観の調査を行う。本研究はペラール教授の

研究チームの一員として実行する。  

（具体的な成果） 

平成 25 年 1 月にフランス革命期の連邦主義に関する言説分析をテーマとして博士論文「フランス革

命と「フェデラリスム」− 言語分析によるアプローチ」を筑波大学人文社会科学研究科に提出し、博

士号（文学）を取得した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

フランス、プロバンス大学、文学部、  

クリスティーヌ・ペラール  教授  

 

90 日  

  

0 日   

     

272 日  

    

362 日  

 

派遣者⑪：  大学院生    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

研究テーマ：古代西アジアの歴史と文化に関する考古学的研究  

トルコ国内において数多くの先史時代遺跡の発掘調査を手掛けているイスタンブール大学に赴き、受

入研究者と共同で石器や装身具などの石材分析、彩文土器・古代壁画資料の顔料や物性の分析をおこ

なう。同若手研究者は、これまでも国内外で数多くの文化財の分析を手掛けており、最新の分析技術

を西アジアの文化財へ適用することにより、新たな知見を蓄積することを目指すとともに、現地の研

究者との情報交換と学術交流を図る。  

（具体的な成果） 

平成 24 年度は人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成のための合同フォーラム（本

プロジェクト主催於ベニス国際大学 10 月 2 日・ 3 日開催）において、先史時代の石器・装身具の分
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析に関する研究発表を行った。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

トルコ、イスタンブール大学、文学部、ミ

フリバン・オズバシャラン  

 

日  

 

 日  

     

345 日  

    

345 日  

 

派遣者⑫：  大学院生    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

研究テーマ：アナトリア地域における前期青銅器時代の社会 — 土器分析を中心として —  

研究対象とする前期青銅器時代の社会は、アナトリア地域において身分階層化、工芸の専業化、都市

化といった諸要素が顕在化する時期として位置づけられてきた。さらに土器のあり方を見れば、アナ

トリア地域には、ヨーロッパやメソポタミア地域の土器が存在しており、地域間交流が活発化した時

期としても捉えられてきた。しかし現状ではアナトリア中央部の様相は、調査事例が少なく未解明な

部分が多く、上記のことを実証するにはピースが足りない。そこでアナトリア中央部で最大規模を誇

るキュルテペ遺跡で確認された土器資料を用いて、上記の仮説を立証することを目的とする。  

（具体的な成果） 

平成 24 年度は人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク形成のための合同フォーラム（本

プロジェクト主催於ベニス国際大学 10 月 2 日・ 3 日開催）において、アナトリア中央部の発掘調査

の土器データを基に、アナトリア地域とメソポタミアの地域間交流に関する研究発表を行った。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

トルコ共和国  アンカラ大学  文学部  

フィクリ・クラックオウル  (Kulakoğ lu, 

Fikri) 教授  

 

日  

  

日   

     

360 日  

    

360 日  
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１） 実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

［計画概要］本事業は 21 世紀型の新たな人文学の役割に関して国際連携を通じて考察するものである。現代にお

いて最も問われなければならないのは、「地球市民」としての人間の在り方である。すなわち、あらゆる人間がも

つ言語以前の感覚的な次元、想像的・図像的な精神作用、身体的運動とそれを取り巻く道具や環境などの問題に多

角的に取組み、そして、それが国家・社会・文化の生成過程や持続性、その規範性や秩序性などとどのように関わ

るのか、という問題を根本的に追究することである。それこそが 21 世紀における「人間」の役割を模索する新た

な人文学の課題に他ならない。このグローバル社会・デジタル化社会における「人間」と「社会」の新しい関係を

記述し、それを創造的に機能させるための処方箋を導き出すことが本事業の最終目標である。本事業では「新人文

主義」を共同で提言するための国際共同研究ネットワーク形成を推進する。  

［実施方法］  3 年間で 12 名の若手研究者をドイツ・フランス・トルコの諸大学に派遣し、当該大学の研究グル

ープ、指導教授との関係を築き、個々のテーマに関する共同討議を行う。その際には派遣研究者が中心となり共同

討議を運営する。その際可能な限りテレビ会議システムを利用し、事前に資料の検討などを行った上で議論を合理

的に行えるようにする。初年度より国際共同研究パートナーとしてベルリン自由大学、フランシュコンテ大学、リ

ュブリヤナ大学、イスタンブール大学とは密接な連携を図り、年度ごとに定期的な共同セミナー、国際シンポジウ

ム、論集の出版についてプランを立てる。また４大学の連絡会議 (Euro-Japan Academic Networking)を初年度はベ

ルリン自由大学、 2 年目はフランシュコンテ大学で行い、最終年度は、４国の研究者を人文学の源流であるイタリ

アに一堂に集めて、「転換期の国際社会における人文学の新たな役割」に関する提言を行い、論集を刊行し（紙媒

体と電子媒体）、評価を仰ぐ。 

  

（２）成果の概要 

本事業は 3 年間を通じて、若手研究者を中心とした共同研究の基盤強化を行い、ユーロ＝ジャパン・アカデミッ

クネットワークの構築を推進した。  

● 若手研究者を中心とした共同研究の基盤強化 ：計画にしたがって、 12 名の若手研究者をドイツ・フランス・

フィンランド・トルコの諸大学に派遣した。筑波大学側の研究者は、各受け入れ機関とコンタクトをとり、「担当

研究者（本研究科）－若手研究者―派遣先の指導研究者」の連携を基本的な共同研究のユニットとする当初の計画

を確認し、共同研究体制を強化した。  

● ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワークの構築：人社系ユーロ＝ジャパン・アカデミックネットワーク

形成のための合同フォーラム（ Forum for the Euro-Japan Academic Networking on Humanit ies）を 4 度にわたり開催

した。フォーラムでは「転換期の国際社会における人文学の新たな役割」「 21 世紀の人間像」「グローバル時代

のアイデンティティ」「トランスディシプリン研究」が討議され、人文学（ humanit ies）から新たな人間研究（ New 

Human Studies）に転換することで「 21 世紀の人間像」を論じるスキームが確立されるというビジョンを打ち出し

た。それに基づき、本事業の目的である「新人文主義」を提言するために、本事業終了後も、各連携大学が輪番で

フォーラムを定期的に続けることで合意した  

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

２ ０ 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

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 

 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入し

てください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  
・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。  

・若手派遣研究者が著者（又は共著者）となっている場合、当該の著者名に下線を付してください。 

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共著論文等には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

１ Conditions d’équivalence des verbes de vision en français et en japonais，KIJIMA Ai， Communication,  
lettres et sciences du langage、 vol.5-1， pp.112-123, 査読有，電子ジャーナル， 2011,  

２ KIJIMA Ai , “Le conflit  inter-subjectif :  le cas de se faire  +Vinf  vs se voir  +  Vinf”， Inter Faculty ,  
vol.3, Graduate School of Humanities and Social Sciences University of Tsukuba, 2012, 査読有，

(https://journal.hass.tsukuba.ac.jp/interfaculty/article/view/49/106) 

３ 『フランス語の視覚動詞表現に関する言語学的研究』，木島愛 ，博士論文，筑波大学， 2012 

４ SAIGUSA Keiko  „Der fragmentarische und geflickte Körper- Die Vorstellung des Körpers in der 
Zwischenkriegszeit in Deutschland“ In: Inter Faculty,  vol. 4, Graduate School of Humanities and Social 
Sciences University of Tsukuba, pp. 59-74, 2013.査読あり  

５ ITO Sanae , “A Letter from Assurbanipal to Enlil-bani and the Citizens of Nippur”, Inter Faculty ,  vol. 4, 
Graduate School of Humanities and Social Sciences University of Tsukuba, pp. 19-34, 2013.査読あり  

６ SATO Ai , “The Two Spaces of Eugène Minkowski,” in Inter Faculty ,  vol.4, Graduate School of 
Humanities and Social Sciences University of Tsukuba,  pp.95-103, 2013, 査読あり    

 

７ デラコルダ・ティンカ「メジュゴリエ―寒村に現れた聖母マリア」 『宗教と現代がわかる本  2011』
（渡邊直樹編）．平凡社． 2011 年 3 月． 188-191 頁．単著．（査読なし）  

８ DELAKORDA Tinka , 博 士 論 文 .Tradicionalna religioznost v razvoju sodobne japonske družbe: 
potrošništvo in ljudska rel igioznost  (Traditional religiosity in the development of modern Japanese 
society: Consumption and popular religiosity)．Department of Sociology, Faculty of Arts, University of 
Ljubljana. 2011.10. 単著．（ 303 頁）（査読なし）  

９ DELAKORDA Tinka , Tržno-religiozne vrednosti blaga in identiteta starejših Japoncev. In: Mlekuž,  

Jernej (ed.) Klepetavi predmeti: ko predmeti spregovorijo o nas in drugih .  Ljubljana: Research Centre 

of the Slovenian Academy of Science and Arts, 2011, pp. 143-162.（査読あり）  

10 DELAKORDA Tinka , The Complexity of Establishing a Sacred Place and its Symbolic Meanings: the 
Religious Field of Medjugorje. Inter Faculty  3. Graduate School of Humanities and Social Sciences,  
University of Tsukuba, 2012.03, no. of pages.16 (on-line). 単著．（査読あり）  
(https://journal.hass.tsukuba.ac.jp/interfaculty/article/view/38/98) 

11 デラコルダ・ティンカ「聖地の構築―聖母マリアだけでは十分ではない―」『リュブリャーナ大学

文学部アジア･アフリカ研究学科第 2 回国際シンポジウム報告論文集』  Ljubljana: Department of 
Asian and African studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2012 年 5 月．46-50 頁．単著．（査

読なし）  
12 MIYAGAWA Motoyuki , «Spécificités lexicales du français en Tunisie :  emprunts autochtones, 

géosynonymes et mots construits». 11th Tunisian Japanese Symposium on Science, Society and 
Technology, Hammamet. TJASSST'11 CD-ROM, pp.22-29, November 2011, 査読なし  
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13 IGUCHI Yusuke ,  “Gewalt  der Medien und Zuschauer im Film ‘71 Fragmente einer Chronologie des 

Zufalls’  von Michael Haneke - The Violence of Media and Audience in Michael Haneke’s ‘71 

Fragments of a Chronology of Chance’”, in Inter Faculty ,  vol. 4, Graduate School of Humanit ies and 

Social Sciences University of Tsukuba, pp. 11-17, 2013.査読あり  

 14 井口祐介 、「「暴力の監督」？―映画作家ミヒャエル･ハネケ」、査読付、（日本ドイツ学会編集委

員会編、『ドイツ研究』第 47 号、信山社、 192-202 頁、 2013 年）。  

15 角田延之 , 『フランス革命と「フェデラリスム」‐言説分析によるアプローチ』筑波大学人文社

会科学研究科歴史・人類学専攻博士論文  2013 年  

16 TSUNODA Nobuyuki , Le fédéralisme et la Révolution française : pour comprendre le républicanisme 
français, Inter Faculty,  Vol.  1, pp9-24, 2010. 査読有 , 
 (https://journal.hass.tsukuba.ac. jp/interfaculty/article/view/2/4) 

17 増森  海笑Ｄ .、西アジア先土器新石器時代研究の動向、先史学・考古学研究、 23 巻、 87-107 頁、

2012 年、査読有  
 

18 増森  海笑Ｄ .、生者と死者の分離ー新石器時代の北レヴァントとアナトリアにおける埋葬人骨分布と

副葬品の分析ー、西アジア考古学、 13 巻、 37-48 頁、 2012 年、査読有  
 

19 増森  海笑Ｄ .、新石器時代のアナトリアにおけるアイデンティティのあり方�装身具と居住施設の分析

から�、日本西アジア考古学会第 17 回総会・大会要旨集、査読無し、 9-12 頁、 2012 年  

20 増森  海笑Ｄ .、装身具からみた西アジア新石器時代とテル・エル・ケルク遺跡、日本西アジア考

古学会第 16 回総会・大会要旨集、査読無し、 38-43 頁、 2011 年  

21 三宅  慶「ウルク中・後期における外傾面取口縁をめぐる一考察」、『先史学・考古学研究』、第

22号、 pp.41-56、 2011年。査読あり。  

 
22 三宅  慶「目の偶像 /ハットシンボルから見た銅石器時代後期の画期」、『先史学・考古学研究』、

第 24号、 pp.75-94、 2013年。査読あり。  
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②学会等における発表 

 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  
 
・発表者名は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すること。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。  
・若手派遣研究者が発表者 (又は共同発表者 )となっている場合、当該の発表者名に下線を付してください  
・共同研究の相手側となる海外の研究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 ○ SAIGUSA Keiko , „The Fragmentary and Repaired Body- A Study of Representation of Body in the 
Interwar Period“ The Euro-Japan Academic Networking for Humanities Project,  Bonn, Germany, 
November 05. 2011.口頭発表、審査有。  

 ２ ○ SAIGUSA Keiko , „Der fragmentarische und geflickte Körper- Die Vorstellung des Körpers in der 
Zwischenkriegszeit” Das zweite japanisch-deutsche Doktorandenkolleg der Universität Tsukuba und der 
Freien Universität Berlin,  Berlin, Deutschland, November 09. 2011. 口頭発表、査読あり。  
 

３ 〇 SANAE, Ito ,  “References to Treaties in a Letter from Assurbanipal”,  The 59e Rencontre 
Assyriologique Internationale, Ghent in Belgium, 口頭発表 ,  審査有 ,  2013 年 7 月  

４ 〇 SANAE, Ito , “Assur and Marduk in the Correspondence of Assurbanipal”, 9 t h  seminar on West Asian 
Civilization, Research Center for West  Asian Civilization, University of Tsukuba,  口頭発表，審査無 , 
2013 年 2 月 21 日  

５ 〇 SANAE, Ito , “Who Wrote the Letters from Assurbanipal?”, The 2nd Forum for the Euro-Japan 
Academic Networking for Humanities Project Organized by the Universi ty of Tsukuba, at International 
University of Venice in I taly, 審査有 ,  2012 年 10 月  

６ 〇 SANAE, Ito ,  “A Letter from Assurbanipal in Shorthand”, The 58e Rencontre Assyriologique 
Internationale, Leiden in the Netherlands, 口頭発表 , 審査有 ,  2012 年 7 月  

７ 〇 SANAE, Ito , “The City of Nippur during the Revolt of Shamash-shumu-ukin”, Opening Forum of the 
Euro-Japan Academic Networking for Humanities Project Organized by the University of Tsukuba,  Bonn 
in Germany, 口頭発表 , 審査有 ,  2011 年 11 月  

８ 〇 SANAE, I to , “Letters from Assurbanipal, King of Assyria,” The First Finnish Colloquium of Middle 
East,  Helsinki in Finland, 口頭発表 ,  審査有 ,  2011 年 9 月  

９ 〇 SATO Ai , Philosophy and Psychopathology of Eugène Minkowski, Forum for the Euro-Japan 
Academic Networking for Humanities Project,  in The University of Bonn, November 2011, (poster 
session), 口頭発表 ,  審査有 ,  

10 〇 SATO Ai , Les deux espaces dans « une psychopathologie de l’espace » chez Eugène Minkowski, Ai 
SATO, Journées Doctorales 2011-2012 de Philosophies Contemporaines, in  Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Mai 2012,  口頭発表 ,  審査有  

11 〇 佐藤愛 、「無意識における明るさの問題―Ｅ．ミンコフスキーとメルロ＝ポンティ」佐藤愛、メ

ルロ＝ポンティ・サークル、東京電機大学、 2012 年 9 月、口頭発表、審査有  

12 〇 SATO Ai , The two spaces of E. Minkowski, Ai SATO, Second Forum for the Euro-Japan Academic 
Networking for Humanities Project,  in The Venice International University, October 2012, 口頭発表 , 
審査有  

13 〇 DALAKORDA Tinka , Religion in post-socialist Europe and Japan. The Opening Forum of the 
Euro-Japan Academic Networking for Humanities Project (人文系ユーロ・ジャパンアカデミックネッ

トワーキング ).  2011.11. Faculty of Arts, University of Bonn. 単独ポスター発表 ,  審査有  
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14 〇 DALAKORDA Tinka , Shopping and worshipping to conquer the identity crisis.  Cooperation and 
Conflicts in East and South Asia: Contemporaneity, Historical and Cultural Aspects: The 1st 
International Symposium of the Department of Asian and African Studies,  Faculty of Arts, University of 
Ljubljana, 2011.03, University of Ljubljana, 単独口頭発表 ,  審査有  

15 〇 DALAKORDA Tinka , Establishing a sacred place: Virgin Mary does not suffice. The 2nd 
International Symposium of the Department of Asian and African Studies, Faculty of Arts, Ljubljana 
University, 2012.03, University of Ljubljana, 単独口頭発表 ,  審査有  

16 〇 DALAKORDA Tinka , Pilgrimage and consumption: dynamics between rel igious authorities and 
popular religious practices at pilgrimage sites in ex-Yugoslavia and Japan. Pilgrimage and Sacred 
Places in Central and Eastern Europe: Place, Politics and Religious Tourism, 2012. 09. Universi ty of 
Zadar, 単独口頭発表 ,  審査有  

17 〇 DALAKORDA Tinka , 単独口頭発表．Consuming the sacred - sacralizing the consumed. Forum for 
the Euro-Japan Academic Networking for Humanities Project: Image of Human Beings in the 21st  
century and a New Role of Humanities,  2012.10, International Universi ty of Venice, 単独口頭発表 ,  審
査有  

18 〇 MIYAGAWA Motoyuki , « Analyse de discours ‘francophones’ ».  Journées scientifiques 
tuniso-japonaises : La stéréotypie ,  at the University of Sousse (Tunisia),  (22-23 septembre 2010)口頭

発表、審査無  

19 〇 MIYAGAWA Motoyuki ,  (4-5 novembre 2011). « Lexical Specificities of  French in Tunisia, 
Indigenous Loanwords, Geo-synonyms, Constructed Words  » (poster session). Forum of the 
Euro-Japan Academic Networking for Humanities Project,  University of Bonn, Bonn, ポスターセッシ

ョン、審査有  
20 〇MIYAGAWA Motoyuki ,  (2-3 octobre) « Étude contrastive des emprunts autochtones : cas des 

emprunts à l'arabe et  au japonais  ». the Second Forum for the Euro-Japan Academic Networking for 
Humanities Project held at Venice International University on 2nd and 3rd October, 2012 
口頭発表、審査無  

21 〇 MIYAGAWA Motoyuki , (22 mars 2013). « Étude contrastive des emprunts autochtones ».  
Rencontre des doctorants LDI, Université Paris 13. 
口頭発表、審査無  

22 〇角田延之 、フランスにおける国民概念についての一考察‐現代フランス哲学者アラン・フィン

ケルクロートの思想を手掛かりに、エスニック・マイノリティ研究会第 8 回研究会、於東京外国

語大学、口頭発表、審査無、 2011 年 2 月  

23 〇角田延之 、フランス革命期マルセイユにおける「一にして不可分の共和国」観、日本西洋史学

会第 61 回大会、於日本大学、口頭発表、審査有、 2011 年 5 月  

24 〇角田延之 、革命家バルバルーの政治認識‐フランス革命期の中央・地方関係についての一考察  
角田延之 、歴史人類学会第 32 回大会、於中央大学、口頭発表、審査有、 2011 年 10 月  
 

25 〇MASUMORI, Kaisho D.、 Symbolization of the body: the origins of burial and its adornment、 Forum 
for the Euro-Japan Academic Networking on Humanities: Image of Human beings in the 21st century 
and a new role of Humanties、ベネチア国際大学、口頭発表、審査有、 2012 年 10 月。  

26 〇増森海笑Ｄ .、新石器時代のアナトリアにおけるアイデンティティのあり方 ̶装身具と居住施設の

分析から ̶、日本西アジア考古学会第 17 回大会、筑波大学、口頭発表、審査無し、 2012 年 6 月。  

27 〇増森海笑Ｄ .、装身具からみた西アジア新石器時代とテル・エル・ケルク遺跡、日本西アジア考

古学会第 16 回大会、筑紫女学園大学、口頭発表、審査無し、 2011 年 6 月。  

28 〇増森海笑Ｄ .、エリコ、日本西アジア考古学会公開シンポジウム  西アジア・エジプトにおける

古代都市の成立と発展  ー都市景観の背後にあるものー、早稲田大学、ポスター発表、審査無し、

2010 年  

29 〇 Miyake, C , Archaeological research of urbanizat ion in West Asia. Forum for the Euro-Japan 
Academic Networking on Humanities:  Image of Human beings in the 21st century and a new role of 
Humanties、ベネチア国際大学、口頭発表、審査有、 2012 年 10 月。  
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30 
〇 IGUCHI, Yusuke, The Dimensions of Violence in Michael Haneke’s Movies, The Euro-Japan 

Academic Networking for Humanities Project,  Bonn, Germany, November 05. 2011.ポスター発表、審査

有。  

 31 〇 IGUCHI, Yusuke ,  Konsumgesellschaft und Gewalt in Michael Hanekes Film Der Siebente 

Kontinent,  Das zweite japanisch-deutsche Doktorandenkolleg der Universität Tsukuba und der Freien 

Universität Berlin（学会名称）、Freie Universität Berlin（会場）、口頭発表、審査無、 2011 年 11

月 9 日  

32 〇 IGUCHI, Yusuke , The Violence of Media and Audiences in Michael Haneke’s 71 Fragmente einer 

Chronologie des Zufalls, The 2nd Forum for the Euro-Japan Academic Networking for Humanities 

Project Organized by the University of Tsukuba, at International University of Venice in Italy, 審査有 ,  

2012 年 10 月  
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