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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２７年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

J2403 
関連研究分野  

（分科細目コード）  

地域研究  

（ 2601）  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

EU域内外におけるトランスローカルな都市ネットワークに基づく合同生活圏の

再構築（平成 24年度）  

代表研究機関名 大阪市立大学  

代表研究機関以外

の協力機関 

 なし  

 

主担当研究者氏名  
大場  茂明  

 

補助金支出額  

（平成 24年度）  

1 2 , 400,000円  

（平成 25 年度）  

 

1 4 , 680,000円  

（平成 26 年度）  

 

25,460,600円  

（合計）  

 

5 2 , 540,600 円  

(公募応募当初の「事業

計画調書」に記載の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 24年度）  

        2人  

 

（平成 25年度）  

         4人  

（       2人）  

（平成 26年度）  

           5人  

（       2人）  

（合計）  

              7 人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 24年度）  

        2人  

 

（平成 25年度）  

         4人  

（       2人）  

（平成 26年度）  

           5人  

（       2人）  

（合計）  

              7 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 24年度）  

        0 人  

 

（平成 25年度）  

         0 人  

（        人）  

（平成 26年度）  

           0 人  

（        人）  

（合計）  

              0 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）事業計画調書に記載した期待される成果の概要 

（事業計画調書（１０－１）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）  

本プログラムが育成せんとする若手研究者とは、国際的な研究活動（研究の国際発信、

国際学会などの組織化）を自律的に展開できる研究者である。従来の日本人研究者には、

国外で留学・調査・研究しながらも、その成果を国内で公表するといった研究の輸入超

過と縮小再生産のケースが散見されたが、本プログラムでは国外において自ら研究の拠

点を作りだし、そこで成果を公表するとともに、他の研究者・研究機関とのネットワー

クを作りだすことが強く期待されている。そうした経験を通して帰国した若手研究者は、

日本における学術実践のあり方をより国外に開かれ、海外にも通用する実質的なものへ

と変革していくモーメントになっていくものと期待される。 

また、本事業では、派遣される若手研究者のほか、西洋史学、ドイツ語圏言語文化学、

フランス語圏言語文化学、社会学、地理学など、ヨーロッパ地域を研究対象とする都市

文化研究センター所属の若手研究者にも、国際共同セミナー、個別セミナーなどで発表

するチャンスを与える。都市文化研究センター所属の若手研究者の中には、21世紀COEプ

ログラム、グローバル COEプログラムなどの事業に参加して、既に相当の国際交流の経験

を積んだ者もいるが、さらに本事業に参加し、海外の研究者と交流、滞在地の地域性に

根差した諸活動に研修参加することは、それぞれの研究視角、手法を大きく発展させる

可能性を有する。そのことが、我が国の学術振興に大きく寄与することになると考える。 

 

（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】  

 派遣された７名の若手研究者の派遣先は、ボローニャ大学 4 名、ビーレフェルト大学 2
名、フランス国立社会科学高等研究院 1 名と、偏った構成となっている。これは、最終

年度（平成 26 年度）の 3 名（ボローニャ大学 2 名、ビーレフェルト大学 1 名）について、

公募を通じて広く学内外の幅広い人材から選定した結果であり、他大学出身者、他大学

大学院在籍者を含む非常に意欲的な研究者を派遣することができた。平成 25 年 12 月に

は、「頭脳循環プログラム (EU TransNet)若手研究者ミーティング」を開催し、前年度被

派遣者（平成 25 年 10 月帰国）1 名による帰国報告を受けるともに、最終年度に派遣予定

の 3 名の若手研究者による研究計画発表の場を設けた。このミーティングでは、日本側

での指導にあたる担当研究者が研究計画に対する指導・助言を行うとともに、前年度被

派遣者からは現地での研究活動や日常生活に対する具体的なアドバイスがなされ、翌年

度の被派遣者が現地での研究活動を準備する上で、非常に有意義な機会となった。  
 全ての若手研究者は、いずれも派遣先の研究機関で自身の研究に精力的に取り組んだ
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のみならず、当該の研究機関や現地の公的機関が開催する種々の学問的、公共的な催し

に積極的に参加している。さらに、現地で生活することによって、滞在する都市におけ

る様々な催しに参加し、現地の人々との知的ネットワークを構築・拡大しようと努力し

た。その過程で得られた画像を含む記録類は、本事業の Web サイトにおいて月例報告と

して逐次公表されるとともに、「都市関係史データベース」の作成に反映されている。  
また、彼らを含む大阪市立大学都市文化研究センター所属の若手研究者は、国際共同

セミナーや合同生活圏研究会などに参加し、発表する多くの機会を得た。特にドイツ、

イタリアに留学した若手研究者たちは互いに訪問し合い、ボローニャ、ビーレフェルト

で開催された国際共同セミナーにも参加した。このように、留学した一国にとどまらな

い滞在経験を通じて、ヨーロッパの研究者、あるいは各地の人々との交流を深めること

ができたといえる。平成 27 年 3 月に開催された本プログラムの総括と位置づけられる国

際シンポジウム「ヨーロッパ都市における対立、共存、排除」では、派遣中の 1 名を除

く 6 名の若手研究者が登壇し、自らの研究成果を発表するとともに、パネルディスカッ

ションのディスカッサントとして派遣先での経験を報告し、当日参加した大阪市立大学

都市文化研究センター研究員や大学院学生に、海外での長期滞在をともなう研究活動に

対する大きな刺激を与えた。  
なお、本事業において、国際共同セミナーならびに国際シンポジウムにおける報告と

討論は、基本的に英語で行われたことも挙げておきたい。これは、国際的に研究成果を

発信する能力を醸成するという面でも、今後の若手研究者の研究の発展に寄与するもの

といえるであろう。  
 以上の点から、本プログラムは若手研究者の人材育成に大きく寄与し、当初の期待を

上回る成果を得ることができたといえよう。特に、個々の研究を推進するのみならず、

国際共同セミナーのコーディネートに積極的に関わった点は、教育面にも重点をおいた

本事業の特色を端的に示すものと考えている。  
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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）事業計画調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  

（事業計画調書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び事業計画調書（１０－２）に記載した国

際共同研究において期待される成果概要）  

 本研究が基軸とするヨーロッパ都市は、EU 統合の深化とともに国民国家の枠組みを

越えた協力関係が進展すると指摘されてきたが、そのとらえ方は構造的であり、時間的

推移に関する把握が弱い。前近代にの社会の流動化を経て、ヨーロッパ中心部で政治統

合が実現されるというヨーロッパ全体の状況を認識したうえで、産業の発展と社会の都

市化がいかなる結果を生み出したかが問題とされなければならない。本研究の見通しで

は、前近代においては、先進地域（独仏伊）における社会の都市化がその領域を越えて、

多民族多文化の境界地帯へと拡大した結果、ヨーロッパ文明への周辺民族の包摂＝キリ

スト教化が推進され、民族的境界上の都市がキリスト教化の拠点として機能した。また

中世から近代にかけての期間に、生産の安定期を迎え、人的・物的資源の流入が加速度

的に増大し生活圏の多元化を推進した。この結果都市は地域における情報・物流の拠点

としての中心性を代表するイメージを持つに至る。この分析視角と予想される研究成果

は、従来の研究の弱点であった前近代の都市「地域」に対する理解を深め、さらには工

業化にともなう伝統都市の成熟に至る都市形成の歴史まで連続的に把握することを可能

にする。また、それぞれの地域の生活圏でそれぞれに独自の文化統合が行われていたこ

とを予測させる。それは現代におけるグローカルな構成体としての EU 内外域について

最もふさわしい理解をもたらすといえよう。  
 現代のヨーロッパ諸都市にとっての課題は、グローカル化が進むなかでいかにそれぞ

れの伝統文化を継承し、独自の合同生活圏を創造するかである。ヨーロッパ諸都市で独

自に醸成された都市文化の伝統は近代都市を依然として拘束し、1970 年代以降において

政治・経済システムが再編されるなかで成立する現代都市においても新たな形で再構築

されつつあると考える。この両者のせめぎ合う中に研究者の視点で踏み込み、その場に

おいて地域理解の研鑽を積むことで、統合が進む EU 域内外、そして我が国の内外で展

開する新たな都市社会の可能性を見通せると期待する。  

 以上の期待される研究成果については、外部評価委員会を組織し、その検証を経るも

のとする。  

 

（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】  

本研究の問題関心は、都市の社会集団の動向を手がかりとして、ドイツ・フランス・

イタリアを中心とするヨーロッパの都市社会がグローカル化のなかでどのように変容

し、トランスローカルな都市ネットワークを創造しつつあるのかを検討、それに基づく
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合同生活圏の再構築の可能性を探究すること、それを都市が抱える様々な問題の解決へ

と繋げることにある。 

そうしたヨーロッパ都市が直面している諸問題の解決の方向性を、歴史的背景を通じ

て理解するために、本研究では歴史的なヨーロッパ都市群の形成過程の整理を縦軸、現

在のＥＵ内外の都市におけるグローカル化の進行を横軸として、両者のせめぎ合いの中

で、それぞれの伝統文化を継承し、独自の合同生活圏を新たな形で再構築するありよう

を探究しようと試みた。  
 合計6回にわたって開催した合同生活圏研究会では、中世後期から近現代、ヨーロッパ

の中心部（ドイツ、イタリア、フランス）と周縁部（バルカン半島、北アフリカ）、歴

史学、地理学のみならず文学、文化人類学など、時代、地域、専門分野を異とする多様

なテーマを取り上げ、議論した。また、国際共同セミナー（全3回）では、それぞれ「グ

ローバル・ミクロヒストリー」、「トランスローカルなネットワーク」、「グローカリ

ゼーション」をテーマに掲げ、本研究の共通課題にアプローチした。 

こうした場での個別報告や討論を通じて、ヨーロッパ都市が直面している諸問題の解

決の方向性を、歴史的背景を通じて理解し、EU とくに独仏伊に顕著な労働力の移動、移

動労働者の就労実態、言語文化の多元性がもたらす教育問題、各地域の利害が顕在化す

る環境問題など、生活圏において具体的な要請に富む課題を抽出し、その検討を試みた。 

その結果、たとえば中世イタリアにおいて遍歴しつつ説法を行う聖職者の活動や、現代

ドイツにおける移民集団が有する出身国との繋がりといった、時間・空間を越えて共通

するトランスローカルなネットワークの存在が指摘されるなど、一見混沌としているか

のような個別テーマ群の中から新たな知見を見いだすことが可能となった。 

 一方、共同研究全体をふり返ると、歴史的なヨーロッパ都市群の形成過程の整理（縦

軸）、現在のＥＵ内外の都市におけるグローカル化の進行（横軸）との関係性について

は、必ずしも明確に示すまでには至っていない。したがって、外部評価委員によっても

指摘されたように、本事業のプログラム全体としての整合性については、未だ発展途上

の段階にあるものと総括するのが適切であろう。 

 なお、本プログラムで取り組んだ課題は、平成 27 年度大阪市立大学国際学術シンポジ

ウム「文化接触のコンテクストとコンフリクト―EU 諸地域における環境・生活圏・都市」

（平成 27 年 12 月 4 日～7 日）として採択され、引き続き研究を進める機会を得ることと

なった。合同生活圏構築の今日的意義を問い、トランスローカルなネットワークの構造

と機能を解明するという本プログラムの到達目標は、このシンポジウムに引き継がれ、

さらに議論が深められていく予定である。  
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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 

 大阪市立大学大学院文学研究科では、本事業と一時、時期的に重なって、 JSPS の「組

織的な若手研究者等海外派遣プログラム」として「インターナショナルスクール若手研

究者等海外派遣プログラム」が採択されていた。このプログラムでは、平成 22 年 3 月

12 日～平成 25 年 3 月 11 日の 3 年間にわたり、合計のべ 112 名の本研究科所属の若手教

員、都市文化研究センター・ドクター研究員、大学院学生を海外に派遣した。この後継

事業として文学研究科では、「若手研究者海外渡航支援」プログラムを継続しており、

平成 25 年度以降は、文学研究科長裁量経費、ならびに大阪市立大学の「教育推進本部経

費」によって若手研究者の派遣をつづけてきた。  
 またインターナショナルスクール・プログラムでは、外国人講師による英語の授業、

若手研究者による英語での研究発表、外国人研究者による外国語での小規模な研究会な

どさまざまな事業を展開しており、これらは本事業の成果をいかし、今後につづけてゆ

く試みとして定着している。 

 

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） 

 本事業に協力いただいた海外の研究機関には、以前より担当研究者を通じて既に相互

に深いつながりがあったもの（ボローニャ大学）だけではなく、本事業を企画する過程

を通じて新たに交流が始まったもの（ビーレフェルト大学、フランス国立社会科学高等

研究院）も含まれる。そうした関係は本事業によって強固になり、今後も発展させてゆ

く予定である。具体的には、教員クラスや若手研究者の相互派遣、合同調査、国際学会

の共同開催などである。たとえば、ビーレフェルト大学からは、平成27年度に文学研究

科都市文化研究センターが中心となって開催する大阪市立大学国際学術シンポジウムの

基調講演者として、研究者を招聘することが既に決まっている。今後も、こうした機会

を利用しつつ、相互の交流をいっそう深めていく予定である。 

 また、（主）担当研究者の専門分野とは異なる学問領域（文学、文化人類学）を専攻

する研究者を招聘して合同生活圏研究会を開催することにより、（主）担当研究者が所

属する以外の専修からも広く参加者を得た。これは、研究科構成員全員に対して分野横

断型の共同研究への刺激を与える絶好の機会となった。 

 大阪市立大学の国際交流事業は、現在、大阪市立大学国際センターが全学的に統括を

進めており、本事業によって発展した海外の研究機関との研究ネットワークも今後は、

同センターに引き継がれ、大学間協定の締結にいたるなど、さらに展開してゆくものと

思われる。その際、本事業で海外に派遣した若手研究者がさまざまな面で活躍してくれ

るものと期待している。 

 

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 

 本事業では、被派遣者に対して、滞在地の大学・高等研究機関、公的機関によるセミ

ナー、市民講座他の研修に直接参加し、滞在地の専門家あるいは同世代の研究者仲間と
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の共同作業を通じたネットワークを構築することを求め、その成果報告には、研修体験

を我が国の教育・研究の場で紹介することも含めた。彼ら／彼女らは、大阪市立大学な

らびに当該国での国際共同セミナーで報告を重ねることにより、多国間の研究活動に参

加し、国際的な知的協働者・発信者としての経験と感性を得るとともに、それらを研究

に生かし、新たな研究ジャンルを切り拓くことが期待された。  
 派遣した若手研究者のうち、４名のポスドクについては、国際学術雑誌や、『西洋史

学』など、当該分野で評価の高い学術雑誌にも論文が掲載されるなど、事業期間中から

顕著な研究成果をあげていたが、今後はそれぞれの学問分野で最先端の研究を担う有為

な人材として一層活躍してゆくものと期待される。３名の後期博士課程在学者について

は、彼らが国際的なネットワークにおいて中心的な役割をはたすようになるまでにはま

だ少し時間が必要であろうが、本事業で培った能力と人的ネットワークによって、大阪

市立大学はもちろん、日本の学術振興、国際交流において活躍されることは十分期待さ

れるところである。 
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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  

大場
オ オ バ

 茂
シゲ

明
アキ

 

 

担当研究者  

大黒
オオグロ

 俊二
シュンジ

 

北村
キタムラ

 昌史
マサフミ

 

福島
フクシマ

 祥
ヨシ

行
ユキ

 

海老根
エ ビ ネ

 剛
タケシ

 

草生
ク サ ブ

 久嗣
ヒサツグ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計  6 名  

 

大阪市立大学  

 

大阪市立大学  

大阪市立大学  

大阪市立大学  

大阪市立大学  

大阪市立大学  

 

 
大学院文学研究科  

 

大学院文学研究科  

大学院文学研究科  

大学院文学研究科  

大学院文学研究科  

大学院文学研究科  

 
教授  

 

教授  

教授  

教授  

准教授  

准教授  

 
 

都市政策、ドイツ

地域研究  

 

イタリア中世史  

近現代ドイツ社

会史  

相互行為論  

ドイツ文化研究  

ビザンツ史  

 

 

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  

 

 

フランス  

 

イタリア  

ビーレフェルト大学歴史学科  
 
 

フランス国立社会科学高等研究院  
 

ボローニャ大学歴史・人間文化学部  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計  3 機関  

アンゲリカ・エップ

レ  
 
セルジュ・ポガン   
 
マリア・ジュゼッピ

ーナ・ムッザレッリ   

教授  

 

 

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 

＜選抜方針＞ 

・本プログラムにより派遣される若手研究者は、都市の社会集団の動向を手がかりとして、

ドイツ・フランス・イタリアを中心とするヨーロッパの都市社会がグローカル化のなかで

どのように変容し、トランスローカルな都市ネットワークを創造しつつあることを検討し、

それに基づく合同生活圏の再構築の可能性を探究する研究計画を立てることを前提とす

る。 

＜選抜基準＞ 

①これまでの研究業績、海外での研究活動実績などが、本プログラム遂行に充分なもので

あること。 

②派遣先における派遣期間での、研究・実験・フィールドワークの計画が明確であり、実

行可能性が高いこと。 

③上記の計画が「大阪市立大学文学研究科・文学部学術憲章」の「文学研究科・文学部の

理念」に沿っていること。 

④上記の計画が、本プログラムの国際的研究ネットワークによる国際共同研究課題の趣旨

に合致すること。 

⑤将来、国内外における国際的な都市研究の場において、全体的な研究動向をリードする

ような資質をもっていること。 

○選抜方法 

文学研究科内に「『頭脳循環』プログラム運営委員会」を設置し、この運営委員会が、

若手研究者の派遣選抜を担当した。運営委員会は、本研究科所属の若手研究者等を対象に

海外派遣候補者の募集を行い、書類審査および面接によって派遣に適切な者を選抜した。

選抜の結果は、文学研究科教授会に報告し、承認を受けた。 

 

（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。） 

 主担当研究者の統括のもとに、事務員を１名雇用するバックアップ体制をとった。若手

研究者の派遣にかかわる事務的手続き、海外派遣中の日常的連絡などは事務員が担当し、

必要に応じて主担当研究者が助力した。また、大阪市立大学研究支援課も支援に組織的に

加わった。 

 個別には、ビーレフェルト大学については北村昌史、フランス国立社会科学高等研究院

については福島祥行、ボローニャ大学については大黒俊二が、それぞれの研究機関の相手

側研究者と密接な連絡をとりあって、若手研究者の研究活動を支援したり、助言を与えた

りした。 

 なお、若手研究者には、毎月活動報告の提出を義務づけ、それを専用 WEB サイトに掲載

することで、各自の研究内容を公開するとともに、その進捗状況を確認した。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

 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。）  

本事業において派遣された若手研究者は、ドイツ、フランス、イタリアにおいて固有の

学問的視角から調査・研究に従事した。これまで日本で紹介されていなかった史料を調査

したり、これまで試みられたことのない聞き取りを行ったりすることで、研究者自身が成

長するとともに、それぞれの学問領域に多大の影響を与え、あるいは与えつつあると評価

できる。  
彼ら／彼女らはまた、それぞれの研究機関において、当該国の最新の研究事情を学習し、

最高レヴェルの研究者から指導をうけることができたのみならず、滞在地の大学・高等研

究機関、公的機関によるセミナー、市民講座他の研修に直接参加し、滞在地の専門家ある

いは同世代の研究者仲間との交流に努めた。また、国際共同セミナーの開催に際しては、

そのコーディネートに携わるとともに、同時期に別々の国に滞在していた被派遣研究者同

士が互いに訪問し合い、セミナーやエクスカーションにも積極的に参加した。今後は、こ

うした経験を生かし、大阪市立大学とそれぞれの研究機関、日本とそれぞれの国を結ぶ研

究ネットワークの重要な要員となるだろうことが見込まれる。  
これ以外に、学外を含む多くの若手研究者が、大阪市立大学での合同生活圏研究会や当

該国での国際共同セミナーに参加し、報告を行うことで、国際的な感性を磨くことができ

た。今後は、こうした経験をそれぞれの研究に生かして、彼ら／彼女らが新たな研究ジャ

ンルを切り拓くことが期待される。 

 

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。）  

 大阪市立大学大学院文学研究科では、本事業の成果に基づき担当研究者を中心に企画し

たシンポジウム「文化接触のコンテクストとコンフリクト―EU 諸地域における環境・生活

圏・都市」が、平成 27 年度大阪市立大学国際学術シンポジウムとして採択された。この他、

科学研究費などにおいても、国際交流、若手研究者の国際的育成を目的とする事業に積極

的に乗り出している。  
 また、文学研究科都市文化研究センターでは、継続して若手研究者を研究科内外から研

究員として採用しており、彼ら／彼女らに研究発表の機会を与えるとともに、海外での学

会発表や調査などを経済的に支援するシステムを強化している。そのため、毎年、学外の

多くの優秀な若手研究者が、都市文化研究センターの研究員への採用を求めて、応募して

くる状況が生まれている。  
 文学研究科では、従来から、外国語による論文執筆、国際学会での発表、海外研究者の

受入、海外出張・在外研究などを評価項目にふくめている。大阪市立大学全学の教員評価

システムと比較して、国際交流、国際貢献に重点を置いているのが文学研究科の特徴であ

る。本事業を遂行するにあたって、その経過・実績を教授会などで報告することにより、

文学研究科の科長をはじめ研究科構成員が海外での研究実績の重要性をより一層理解する

ようになり、研究科の自己評価活動においてもその点は進められた。今後とも、海外での

研究実績が一層重視されていくものと予想される。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

派遣者①： 大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程学生  

（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） 

 平成 24 年度の出発から、平成 25 年度に帰国するまで派遣者①は、ゼミナールやコロ

キウムへの積極的な出席、およびエップレ教授との密接なコンタクトにより、現地の研

究者と研究機関との関係強化を進めた。これにより、今後の派遣、ならびに大阪市立大

学と現地研究者との共同研究の基盤を強化することは十分達成できた。平成 25 年 9 月に

開催されたボローニャ大学の国際セミナーにも参加し、ボローニャ大学との交流にも貢

献した。彼の研究面では、エップレ教授の指導のもと、エッセンのクルップ社文書館お

よびフライブルクの連邦文書館における調査を通じて、第 1 次世界大戦前のクルップ社

の対日本活動の研究を進めた。それをさらに発展させてクルップ社と、会社のあるエッ

センの一般社会の間にどのようなネットワークが構築されていたかを歴史学的に分析

し、それを広くグローバリゼーションという視点のもと位置づけを行う作業に着手して

いる。 

（具体的な成果） 

 派遣者①は、『西洋史学』に公表した、第 1 次世界大戦前のクルップ社と海軍の装甲

板の価格交渉をめぐる研究成果をふまえて、エップレ教授ならびにビーレフェルト大学

の経済史担当教員の指導のもと、クルップ社の対日活動に関する着実に研究を進めた。

その成果の一端は、2013 年 12 月に開催された派遣者による「『頭脳循環』プログラム

若手研究者ミーティング」および 2015 年 3 月の国際シンポジウム「ヨーロッパ都市にお

ける対立、共存、排除」（大阪市立大学都市文化研究センター主催）にて報告された。

そうした成果は現在学会誌への投稿準備中である。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

ドイツ、ビーレフェルト大学、歴史

哲学神学学部歴史学科、アンゲリカ

・エップレ教授  

 

121 日  

 

186 日  

     

0 日  

    

307 日  

 

派遣者②： 大阪市立大学都市文化研究センター・ドクター研究員  

（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） 

 派遣者②は 2013 年 2 月にボローニャに派遣されて後、従来より進めているフォリーニ

ョ説教日誌研究を、日誌そのものと関連史料の調査を通じて深めた。また、ボローニャ

大学側の受け入れ担当者 M. G. ムッザレッリ教授および同大学歴史・人間文化学部と協

力して国際共同研究を開始し、その一環として 2013 年 9 月 5 日に同大学で開催された本

事業の第２回国際共同セミナーの実現に尽力した。同セミナーにおいては派遣者②自身、

フ ォ リ ー ニ ョ 説 教 日 誌 研 究 の 成 果 を “Routine” Preaching in Late Medieval Italy: A 
Franciscan Preacher’s Dairy (1484–1507)と題して報告した。その後 9 月 9 日サン・ミニア

ートの中世史セミナーで同内容の報告をイタリア語で行った（ Spazi urbani e vita 

religiosa nel diario inedito di un predicatore anonimo francescano di fine 

Quattrocento）。この報告はセミナー指導者の一人である A. バルトリ・ランジェリ教授

の注目を引き、同教授の推薦で学会誌 Archivum historicum franciscanum に掲載されるこ



様式１【公表】                                  （資料２) 

12 

とになった。 

（具体的な成果） 

 上記の学会誌論文は2014年1月にPredicazione ‘di routine’ di fine Quattrocento. Il diario 
di un anonimo predicatore francescano (Biblioteca Comunale di Foligno, MS. C. 85)と題して

刊行され、派遣中に具体的な成果を出すことができた。またフォリーニョ説教日誌につ

いて別のテーマで英語論文を執筆してイギリスの学会誌Medieval Sermon Studiesに投稿

し、本論文は帰国後の2014年11月、The Bildungsroman of an Anonymous Franciscan Preacher 
in Late Medieval Italy (Biblioteca Comunale di Foligno, MS C. 85)として同誌に掲載され

た。さらに派遣の成果の一部を2014年6月開催の西洋中世学会でポスター報告した。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

イタリア、ボローニャ大学歴史・人

間文化学部、マリア・ジュゼッピー

ナ・ムッザレッリ教授  

 

57 日  

 

273 日  

     

0 日  

    

330 日  

 

派遣者③： 大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程学生  

（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） 

 派遣者③が派遣に際して設定したテーマは「13 世紀南イタリアにおける王権と地域権

力」であり、これは氏の修士論文のテーマをさらに発展させようとするものである。ま

たこのテーマは、中世におけるキリスト教徒とムスリムの関係、異文化の共存・葛藤・

排除という視点を含み、頭脳循環プロジェクトのテーマに直結するものでもある。派遣

を機会に氏は、このテーマを追究する上で現地イタリアでしかなしえない二つの目標を

設定した。一つは中世の手書古文書を解読する技術を身につけること、二つ目は錯綜す

る史料の伝来様態を古文書館での調査によって確認することである。1 年の滞在でこの

二つの目的はおおむね達成できたと評価しうる。  
（具体的な成果） 

 古文書解読についてはボローニャ大学の B. ピオ教授から個人指導を受けることによ

り解読技術を身につけ、史料調査についてはナポリを始め南イタリアの古文書館をめぐ

って、アンジュー朝時代の古文書の伝来系統を一通り確認することができた。しかしこ

の二つの目的は研究の前提であり、本格的な研究はむしろこれから始まるといってよい。

現在のところ、成果は平成 27 年 3 月の国際シンポジウムの報告、および同 6 月の歴史家

協会での報告のみである。また現在学会誌への投稿をめざして論文を執筆中である。派

遣者③は後期博士課程 1 年の後半から派遣され、現在 2 年に進んだところであり、その

意味でも成果はこれから期して待つべきものである。  
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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

イタリア、ボローニャ大学歴史・人

間文化学部、マリア・ジュゼッピー

ナ・ムッザレッリ教授  

 

0 日  

 

147 日  

     

164 日  

    

311 日  

 

派遣者④： 大阪市立大学都市文化研究センター・研究員  
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（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） 

派遣者④は平成 26 年 4 月からビーレフェルト大学において研鑽していたが、ゼミナー

ルやコロキウムへの積極的な参加、およびエップレ教授との密接なコンタクトにより、

現地の研究者・研究機関との関係強化に貢献した。その関係を土台におこなわれたのが、

平成 26 年 10 月 28 日にビーレフェルト大学における国際共同セミナー「Europe in Times 
of Glocalisation」である。派遣者④の尽力により、大阪市立大学と現地研究機関との共同

研究の土台はより強固なものとなったと評価できる。  
 派遣者④の研究の面では、エップレ教授の指導の下、19 世紀から 20 世紀のハンブル

ク・ジングアカデミーに関する実証研究を進めつつ、えられた知見をハンブルク市やド

イツ全体の社会的背景に位置づける作業をおこなっている。これにより、実証研究で得

られたハンブルク・ジングアカデミー関連の情報を、国内外に開かれた港湾都市ハンブ

ルク社会史のコンテクストから、トランスローカルの都市ネットワークに議論を広げる

ことが可能となろう。  
（具体的な成果） 

 派遣者④は、その研究成果の一端を、 10 月 28 日の国際共同セミナーにおいて

「 Hamburger Singakademie, Charity Concerts and Society in the Nineteenth- and 
Twentieth-Centuries」と題する報告をおこない発表した。平成 27 年 3 月 22 日開催の国際

シンポジウム「ヨーロッパ都市における対立、共存、排除」（大阪市立大学都市文化研

究センター主催）においても、「Hamburger Singakademie and the Social Networks of the 
City in the Nineteenth Century」という報告をおこなった。これに加え、平成 27 年 5 月 17
日には、第 65 回日本西洋史学会（富山大学）において「19－20 世紀ハンブルクにおけ

る市民・音楽・社会―  ジングアカデミーの慈善演奏会に注目して―」というタイトルで

報告を行っており、また研究成果を学会誌に投稿予定である。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

ドイツ、ビーレフェルト大学、歴史

哲学神学学部歴史学科、アンゲリカ

・エップレ教授  

 

0 日  

 

0 日  

     

348 日  

    

348 日  

 

 派遣者⑤： 大阪市立大学都市文化研究センター・研究員  

（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） 

 派遣者⑤の研究テーマは、頭脳循環プロジェクトでボローニャに派遣された 4 名中、

ボローニャという土地柄をもっともよく生かしうるものである。ボローニャは旧教会国

家（ローマ教皇の支配する国家）において、ローマに次ぐ第二の重要都市である。派遣

者⑤の研究テーマは、教会国家内の都市における自治のあり方であり、これまで主にロ

ーマに即してこのテーマを追究してきた。今回ボローニャ派遣を機に氏は、教会国家第

二の都市ボローニャについて都市自治のあり方をボローニャ国立文書館所蔵の史料に基

づいて調査し、一定の成果を上げることができた。  
（具体的な成果） 

 その成果は派遣中に公表されたイタリア語論文、平成 27 年 4 月刊行の邦語論文に示さ

れている。また氏は派遣前に査読付き学会誌に 1 篇論文を公表しており、これらを合わ
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せて平成 27 年度中に課程博士論文を完成することは可能と判断される。派遣者⑤の場

合、派遣が研究を進める上でよい時期に行われたため、よい成果を上げることができた

といえる。しかしまた、ボローニャでの史料調査は派遣者⑤にとって、この都市の史料

に一定の限界があることを確認する機会ともなった。ボローニャの史料は都市自治に関

する有益な情報を含むとはいえ、ローマのそれには及ばず、自治の細部に分け入るには

もう一度ローマに立ち返る必要があることを派遣者⑤に痛感させた。こうした確認も現

地調査によって初めて可能となったものであり、今回の成果の一つといえる。今後氏は、

学位論文の完成に力を注ぐ一方、新たな留学の機会を得て、再びローマの史料調査を行

い、研究を進展させることが期待される。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

イタリア、ボローニャ大学歴史・人

間文化学部、マリア・ジュゼッピー

ナ・ムッザレッリ教授  

 

0 日  

 

0 日  

     

327 日  

    

327 日  

 

派遣者⑥： 大阪市立大学都市文化研究センター・研究員  

（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） 

 派遣者⑥は、平成 26 年 4 月 26 日にボローニャに到着、ボローニャ大学の受け入れ教

員であるマリア・ジュゼッピーナ・ムッツァレッリ教授およびウンベルト・マッツォー

ネ教授の指導のもと、博士論文のテーマであったキリスト教ヴァルド派の研究に従事し

た。平成 27 年 3 月 11 日に帰国するまでの間、ボローニャを中心に、2 ヶ月にわたって

の滞在となったピエモンテ州のヴァルド派の「谷」をはじめ、ヴァルド派の痕跡をたず

ねて、フランスのリヨン、南仏リュブロン、南伊カラブリア州グアルディア・ピエモン

テーゼなどをフィールドワークし、資料の蒐集にあたっている。そのなかで、19 世紀以

降のヴァルド派は、モニュメントや博物館、新聞などをつうじて「歴史的記憶」を可視

化することにより、その集団意識を保持していることを報告するとどうじに、「谷」の外

に位置する、かつてのヴァルド派コミュニティが、現代になって、博物館などにより、

「歴史的記憶」の構築をおこなっていることをあきらかにしている。 

（具体的な成果） 

 派遣者⑥は、平成 26 年 8 月 30 日に大黒教授をむかえてボローニャにて開催された研

究報告会を日本語でおこなったほか、同年 10 月 28 日にドイツのビーレフェルト大学に

て開催された、大阪市立大学とビーレフェルト大学との国際共同セミナー、さらに平成

27 年 3 月 22 日に大阪市立大学で開催された国際シンポジウムにおいて、それぞれ英語

による口頭発表をおこなった。また、Association d’Études Vaudoises & Historiques du 
Luberon（リュブロン歴史ヴァルド派研究協会）のもとめにより、平成 26 年 11 月に刊行

された同協会紀要に、博士論文の仏語による要約を寄稿した。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

イタリア、ボローニャ大学歴史・人

間文化学部、マリア・ジュゼッピー

ナ・ムッザレッリ教授  

 

0 日  

 

0 

     

321 日  

    

321 日  
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派遣者⑦： 大阪市立大学都市文化研究センター・研究員  

（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） 

 派遣者⑦は平成 26 年 7 月 29 日に渡仏し、受入研究者であるセルジュ・ポーガム教授

の指導のもと、国立移民歴史館および関連市民団体における資料収集とフィールドワー

クに従事した。派遣者⑦は、博士論文以来の関心と研究手法にもとづき、フランスにお

ける移民史がどのように語られてきたのか、また統合概念がどのように変遷してきたの

かについて、批判的談話分析の理論をよりどころとする検証をおこなっている。また、

派遣先機関において他の研究者との交流によって、授業やゼミナール、研究会等での意

見交換や聞き取り調査のほか、国際シンポジウムの企画者のひとりとして、著名なフラ

ンスの研究者と関係を構築するにいたった。その他には、大阪市立大学大学院文学研究

科の川野准教授とともに、ポーガム教授の著書の翻訳作業もおこなっている。 

（具体的な成果） 

 派遣者⑦は、一時帰国中の平成 26 年 10 月 19 日に、収集資料の分析結果の報告として、

国立ソウル大学にておこなわれた、韓国フランス語フランス文学教育学会・日本フラン

ス語教育学会共催の国際研究集会において口頭発表をおこなった。また、派遣期間中の

平成 27 年 2 月 16 日には、ロンドン大学のフランソワーズ・ヴェルジェス氏と共同で口

頭発表を、おなじく派遣期間中の同年 3 月 26 日には、パリの社会科学高等研究院（EHESS）
と大阪市立大学文学研究科と共同の国際シンポジウムにて口頭発表をおこなった。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

フランス、フランス国立社会科学高

等研究院、セルジュ・ポーガム教授  

 

0 日  

 

160 日  

     

150 日  

    

310 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 

・運営組織：文学研究科に「『頭脳循環』プログラム運営委員会」を設置した。この委員

会は、主担当研究者、担当研究者の全員から構成され、文学研究科教授会に報告義務を負

うものである。本委員会は、研究科内の都市文化研究センター、インターナショナルスク

ール運営委員会と連絡をとりながら、本事業の企画・運営にあたった。  
 

・研究活動：都市文化研究センターに設立された「合同生活圏研究会」を研究活動の基盤

とし、国際共同研究を推進した。また、毎年度、ドイツ、フランス、イタリアをはじめ、

EU 域の諸都市に主担当研究者、担当研究者を派遣し、研究交流や現地調査・文献収集に従

事させた。これは、各年度に共通するとりくみである。  
 

・平成 24 年度においては、「都市の変容－グローバル・ミクロヒストリーの試み」をテー

マとして、大阪市立大学にて第１回国際共同セミナーを開催した。ドイツ、イタリア、フ

ランスに担当研究者、若手研究者を派遣した。  
 

・平成 25 年度に目標としたのは、EU 域に隣接する諸地域におけるトランスローカルな都

市ネットワークの形成に関わる問題の検討である。また、主担当研究者、担当研究者はボ

ローニャ大学歴史・人間文化学部で開催する第２回国際共同セミナー”The Translocal 
Urban Networking in EU Cities in Past and Present”に参加し、その個別課題を検討した。ま

た、ドイツ、イタリアに担当研究者を派遣し、資料収集・現地調査を行わせた。  
 

・最終年度（平成 26 年度）には、若手研究者の派遣とともに、海外研究機関の関係研究者

とビーレフェルト大学において第３回国際共同セミナー”Europe in Times of Glocali- 
sation”を開催した。さらに、年度末には大阪市立大学にて国際シンポジウム「ヨーロッパ

都市における対立、共存、排除」を開催し、ドイツ、イタリアの研究者による記念講演 2
本、被派遣若手研究者の報告 6 本をもとに、担当研究者、若手研究者、海外研究機関の研

究者がその個別課題に関する議論を深めるとともに、参加者全員で「EU 域内外におけるト

ランスローカルな都市ネットワークに基づく合同生活圏の再構築」を総括討議した。  
 

・研究期間における研究成果を総括した報告書『平成 24 年度～平成 26 年度 EU 域内外に

おけるトランスローカルな都市ネットワークに基づく合同生活圏の再構築』（大阪市立大

学大学院文学研究科都市文化研究センター編）を刊行した。  
 

・EU 域の諸都市に関する文献および景観写真のデータベースとして、「都市間関係史デー

タベース」を構築した。 

 

（２）成果の概要 

日本、イタリア、ドイツで開催した国際共同セミナーならびに合同生活圏研究会を通じ

て、ヨーロッパ都市が直面している諸問題の解決の方向性を、歴史的背景を通じて理解し、

EU とくにドイツ、フランス、イタリアに顕著な労働力の移動、移動労働者の就労実態、言
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語文化の多元性がもたらす教育問題、各地域の利害が顕在化する環境問題など、生活圏に

おいて具体的な要請に富む課題について、一定程度解明することができた。 

 また、ヨーロッパの都市社会が域内外での人の移動や流入によってトランスローカルな

ネットワークを創造してきた過程を検討した。たとえば、中世イタリアにおいて遍歴しつ

つ説法を行う聖職者や、現代ドイツにおける移民集団の出身国との繋がりといった、時間

・空間を越えて共通するトランスローカルなネットワークの存在が抽出されるなど、新た

な知見を見いだすことができた。 

・研究経過、研究成果は、可能な限り速やかに下記の専用 WEB サイト上で紹介した：  
 http://ucrc.lit.osaka-cu.ac.jp/zuno/ 
・EU 域の諸都市に関する文献および景観写真のデータベースとして、「都市間関係史デー

タベース」を構築した。 

 

 

（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 

１ 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。  

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に

ついては  下  線  、派遣した若手研究者については  波  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との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外

の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。  

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

１ 大場茂明「グローカル化時代における EU 成長都市圏の地区更新戦略―ハンブルクを事
例として―」『日本都市学会年報』Vol.46, 2013 年 , 110-118 頁（査読あり）  

２ 大場茂明「ライン・ルール−変貌する巨大都市圏−」山本健児、平川一臣編『中央・北ヨ
ーロッパ（朝倉世界地理講座−台地と人間の物語−９）』朝倉書店、2014 年、421-427 頁
（査読なし）  

３ 大黒俊二「イタリア・ルネサンスにおける「俗語化」―翻訳とリテラシー―」『ことば
と社会』14 号，2012 年，67-83 頁（査読あり）  
 

４ 大黒俊二「俗人が俗語で書く―限界リテラシーのルネサンス―」『こころ』5 号，2012
年，10-22 頁（査読なし）  
 

５ 大黒俊二「限界リテラシーと古書体学」『地中海学会月報』364 号，6 頁，2013 年（査
読なし）  
 

６ 大黒俊二「「聖なる飛礫」からモンテ・ディ・ピエタへ―中世ウンブリアにおける異宗
教共存―」『歴史評論』770 号，2014 年，88-103 頁（査読あり）  

７ Shunji Oguro, “From Ears to Hand, from Hand to Heart: Writing and Internalizing Preaching 
in Fifteenth-Century Florence,” in M. G. Muzzarelli (ed.), From Words to Deeds. The 
Effectiveness of Preaching in the late Middle Ages, Brepols, 2014, pp.47-64.（査読あり）  
 

８ 大黒俊二「文字のかなたに声を聴く―声からの／声に向けての史料論―」『歴史学研究』 
924 号，2014 年，2-10 頁（査読あり）  
 

９ 大黒俊二「マッダレーナ・ナルドゥッチの遺言書（1476 年）―限界リテラシーの現れ
方、現れるとき―」『社会言語学』14 号，2014 年，45-55 頁（査読なし）  
 

10 大黒俊二「女性が書くとき―限界リテラシーから見るイタリア・ルネサンス―」『世界
史の研究』243 号，2015 年，1-15 頁（査読なし）  
 

11 北村昌史，米岡大輔「将来の大学教師としてのスキル向上を目指して―大阪市立大学文
学研究科の「大学教育実習制度」（2011 年度導入）における挑戦」『大学研究（大阪
市立大学）』10-9，2012 年，23-30 頁（査読あり）  
 

12 北村昌史「互酬性からみた近代ドイツ社会―結社と社会国家」『パブリック・ヒストリ
ー』9 号，2012 年，54-63 頁（査読あり）  
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13 北村昌史「近現代ヨーロッパにおける都市と住宅をめぐって」『西洋史学』253 号，2015
年 , 50-62 頁（査読あり）  
 

14 北村昌史｢ブルーノ・タウトのジードルングの社会史―『森のジードルング』を手掛か
りとして｣中野隆生編『20 世紀の都市と住宅 ヨーロッパと日本』山川出版社，2015 年 , 
219-243 頁（査読なし）  
 

15 北村昌史「ブルーノ・タウトの集合住宅」尾関幸編『ベルリン―砂上のメトロポール』 
竹林舎，2015 年（査読なし）  
 

16 福島祥行，大阪市立大学フランス語教材研究会編著（今中舞衣子，久後貴行，酒井美貴，
辻昌子，中條健志と共著）『キクタン  フランス語初級編―聞いて覚えるフランス語単
語帳』アルク，2012 年（査読なし）  
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19 福島祥行，大阪市立大学フランス語教材研究会編著（今中舞衣子，久後貴行，酒井美貴，
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Amerikanisierungsdiskurses der 1920er Jahren in Deutschland und Japan. In: Trans- 
kulturalität. Indentitäten in neuem Licht (Iudicium München), 2012, pp.543-549.（査読あり）  
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スの事例（1140）を題材に−−」『エクフラシス』2 号，2012 年，17-27 頁（査読あり）  
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Soyang Chungsesa Yongu（西洋中世史研究），No. 33, 212-149, 2014.（査読なし）  
 

32 前田充洋「ヴィルヘルム期ドイツにおける海軍とクルップ社の関係―装甲板価格の設定
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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、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究

者には二重下線、担当研究者については  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付して

ください。  

・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。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

１ 大場茂明「グローカル化時代における EU 成長都市圏の地区更新戦略―ハンブルクを
事例として－」日本都市学会第 59 回大会、西日本工業大学、口頭、審査なし、2012
年 10 月 

２ Oba, Shigeaki“Local- and Translocal Networking of Turkish Immigrants in Duisburg, 
Germany”, ‘The Translocal Networking of EU Cities in Past and Present’, University of 
Bologna, 口頭、審査なし、2013 年 9 月 

３ 大場茂明「ドイツ住宅政策の軌跡―社会住宅制度の成立と変容を中心として―」「現
代ヨーロッパの都市と住宅にかんする歴史的研究―田園都市からニュータウンへ」
2013 年度・第 4 回研究会、大阪市立大学、口頭、審査なし、2014 年 3 月 

４ 大黒俊二「限界リテラシーのイタリア・ルネサンス」関学西洋史研究会，関西学院大
学，口頭，審査なし，2012 年 11 月  
 
 ５ Shunji Oguro, ‘Shichiya. Prestito popolare su pegno nella storia moderna giapponese,’ 
Centro Studi sui Monti di Pietà e sul Credito Solidariestico, Bologna, Oratorio di San 
Filippo Neri. 口頭，審査なし，招待講演，2013 年 3 月  
 

６ 大黒俊二「「聖なる飛礫」からモンテ・ディ・ピエタへ―中世イタリアのユダヤ人と
キリスト教徒―」歴史科学協議会大会，佛教大学，口頭，審査なし，2013 年 11 月  
 

７ 大黒俊二「文字のかなたに声を聴く―声からの／声に向けての史料論―」歴史学研究
会大会，駒澤大学，口頭，審査なし，2014 年 5 月  
 

８ 北村昌史「ブルーノ・タウトのジードルングの社会史―「森のジードルング」を手掛
かりとして」日本大学工学部山本理顕研究室，口頭，審査なし，招待講演，2012 年 6
月  
 

９ 北村昌史「ブルーノ・タウトのジードルングの社会史―「森のジードルング」を  手
掛かりとして」中京大学経済学部附属経済研究所・2012 年度特別セミナー「1920~1930
年代のヨーロッパにおける都市と住宅―現代居住の源流を探る」，中京大学名古屋キ
ャンパス，口頭，審査なし，2012 年 12 月  
 
 

10 Masafumi Kitamura, ‘Forest Settlement of Bruno Tauto in the Past and Present’, Europe in 
Times of Glocalisaton/ Europa in Zeiten der Glokalisierung. Osaka City University/ 
Bielefeld University International Joint Seminar, Bielefeld Universität, 口頭，審査なし，
2014 年 10 月  
 11 福島祥行「ポートフォリオによる外国語学習活性化のこころみ−−理論と実践−−」日本
大学文理学部外国語教育センター講演会，日本大学，口頭，招待講演，2012 年 1 月 

12 福島祥行「協働学習における学習者の自律性生成−−相互行為分析による理論化のここ
ろみ−−」大阪市立大学フランス文学会，大阪市立大学，口頭，審査なし，2014 年 9
月  
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13 福島祥行，中川眞「防災への文化によるアプローチ」第 1 回大阪市立大学都市防災研
究（ODRP）シンポジウム，大阪市立大学，口頭，審査なし，2014 年 11 月  
 

14 草生久嗣「12 世紀コンスタンティノープル宮廷知識人の異端学出版：エウティミオス
・ジガベノスと『ドグマティケー・パノプリア』」関西ビザンツ史研究会 /関西中世史
研究会合同 12 月例会，京都大学，口頭，審査なし，2012 年 12 月 

15 草生久嗣，“Constantinople, A Multiethnic City in the Twelfth Century,” International Joint 
Seminar on the Transformation of City - A Global Micro History, 大阪市立大学，口頭，
審査なし，2013 年 2 月  
 

16 草生久嗣， “Byzantine Petchenegs and Paulicians in the Twelfth Century,” Osaka City 
University Exchange Symposium, University of Illinois (UIUC), 口頭，審査なし，2013
年 3 月  
 

17 青柳正規，栗原麻子，堀井優，草生久嗣「地中海トーキング「みやこ（都）のかたち」
地中海学会大会，同志社大学，口頭，審査なし，2013 年 6 月  
 

18 草生久嗣，“Orthodox Identity for Byzantine Theologians, Heresiologists, and 'Inquisitors': 
A Byzantine View of Popular Faithy in the Twelfth Century,” 第 8 回日韓西洋中世史研究
集会，慶應義塾大学，口頭，審査なし，2013 年 8 月 
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草生久嗣「15 世紀コンスタンティノープルの眺望―ブオンデルモンティ図を読み解
く」前近代都市論研究会，大阪難波市民学習センター，口頭，審査なし，2014 年 1
月  
 

20 草生久嗣「コメント：13 世紀東方地中海世界における「キリストの身体」―東西教会
シスマ論再考―」日本西洋史学会第 64 回大会，立教大学，口頭，審査なし，2014 年
5 月  
 

21 草生久嗣「ビザンツ帝国の中世ローマ：塑性されるアイデンティティ」日本西洋中世
学会「中世の中のローマ」ミニシンポジウム，東海大学，口頭，審査なし，2015 年 3
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22 Mitsuhiro Maeda, The Relationship between The Navy and Krupp in Imperial Germany, 
1897-1914―The Analysis of Negotiation on Armor Plate Price―, 大阪市立大学文学研究
科国際発信力育成インターナショナルスクール「国際文化都市論 II」，大阪市立大学，
口頭，審査なし，2012 年 9 月  
 23 Mitsuhiro Maeda, “Business Activities of Fried. Krupp in Japan at the beginning of the 
20th Century: Research and Study in Bielefeld University”, International Symposium on 
Co-existence, Conflict and Exclusion in European Urban Society（国際シンポジウム「ヨ
ーロッパ都市における対立、共存、排除」），大阪市立大学，口頭，審査なし，2015
年 3 月  
 24 Yoko Kimura, ‘Rules of Preaching and Its Practice in 15th-Century Italy: A Franciscan 
Preacher’s Dairy’（15 世紀イタリアにおける説教のルールと実践―あるフランチェス
コ会説教師の日誌を中心に―） , International Medieval Congress（国際中世学会），リ
ーズ大学，口頭，審査あり，2012 年 7 月 

25 Yoko Kimura, ‘Sermon Preparation in 15th Century Italy: A Franciscan Preacher’s Diary’
（15 世紀イタリアにおける説教作成―あるフランチェスコ会説教師の日誌を中心に
―），大阪市立大学文学研究科国際発信力育成インターナショナルスクール「国際文
化都市論 II」，大阪市立大学，口頭，審査なし，2012 年 9 月  
 

26 Yoko Kimura, ‘“Routine” Preaching in Late Medieval Italy: A Franciscan Preacher’s Diary 
(Biblioteca comunale di Foligno, Ms. C. 85) ’, ‘The Translocal Networking of EU Cities in 
Past and Present’, University of Bologna, 口頭、審査なし、2013 年 9 月  
 

27 
 

Yoko Kimura, “Two Versions of theThree Rings Parable: Co-existence and Conflict in 
Medieval and Early Modern Italy”, International Symposium on Co-existence, Conflict and 
Exclusion in European Urban Society（国際シンポジウム「ヨーロッパ都市における対
立、共存、排除」），大阪市立大学，口頭，審査なし，2015 年 3 月  
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28 中條健志「OIF（フランコフォニー国際組織）とベルギー」関西ベルギー研究会，西
宮市大学交流センター，口頭，審査なし，2012 年 7 月 

29 中條健志「『共に考える』試験の試み―どのようにおこない，どのように評価するか
―」関西フランス語教育研究会，アンスティチュ＝フランセ関西 -大阪，口頭，審査な
し，2013 年 3 月  
 

30 中條健志「フランスにおける移民の歴史化―国立移民歴史館をめぐる議論を事例に」
第 6 回「合同生活圏研究会」セミナー「ヨーロッパ都市内部における合同生活圏の再
構築」，大阪市立大学，口頭，審査なし，2014 年 12 月  
 

31 中谷良「13 世紀ルチェーラのムスリム共同体と地域社会」関西中世史研究会，京都大
学，口頭，審査なし，2013 年 4 月  
 

32 Ryo Nakatani, “The Conflicts between Muslims at Luceria Sarracenorum and local 
Christians in the reign of Charles II, King of Naples”, International Symposium on 
Co-existence, Conflict and Exclusion in European Urban Society（国際シンポジウム「ヨ
ーロッパ都市における対立、共存、排除」），大阪市立大学，口頭，審査なし，2015
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33 犬童芙紗「19 世紀ハンブルクの市民女性と合唱協会—ジングアカデミーの活動を
中心に—」日本西洋史学会第 62 回大会，明治大学，口頭，審査あり，2012 年 5
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 34 Fusa Indo, ““Hamburger Singakademie, Charity Concerts and Society in the Nineteenth- 
and Twentieth-Centuries”, Osaka City University/ Bielefeld University International Joint 
Seminar, Bielefeld Universität, 口頭，審査なし，2014年10月  

35 Fusa Indo, “Hamburger Singakademie and the Social Networks of the City in the 
Nineteenth Century”, International Symposium on Co-existence, Conflict and Exclusion in 
European Urban Society（国際シンポジウム「ヨーロッパ都市における対立、共存、排
除」），大阪市立大学，口頭，審査なし，2015 年 3 月  
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をもとに—」文化史学会，同志社大学，口頭，審査なし，2012 年 12 月  
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2013 年度広島史学研究会，広島大学，口頭，審査なし，2013 年 10 月  
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（イタリア語），審査なし，2013 年 11 月  
 

39 Akiko Harada, “The Transformation of the City Government under the Papal States: The 
Case of Rome and Bologna in the second half of the 16th century”, International 
Symposium on Co-existence, Conflict and Exclusion in European Urban Society（国際シン
ポジウム「ヨーロッパ都市における対立、共存、排除」），大阪市立大学，口頭，審
査なし，2015 年 3 月  
 40 有田豊「近世ヴァルド派史書にみる起源伝承の変遷とその変化理由に関する一考察」
大阪市立大学フランス文学会，大阪市立大学，口頭，審査なし，2012 年 9 月  
 
 

41 Yutaka Arita “The Tendency of Research in Japan on the Waldenses”, Osaka City 
University – University of Illinois Symposium, University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA, 口頭，審査なし，2013 年 3 月  
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Glocalisaton, Osaka City University/ Bielefeld University International Joint Seminar, 
Bielefeld University，口頭，審査なし，2014 年 10 月  
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