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平成３０年度 研究拠点形成事業（Ａ．先端拠点形成型）  

中間評価資料（進捗状況報告書）  

 
１．概要 

研究交流課題名 

（和文） 

日欧亜におけるコミュニティの再生を目指す移住・多文化・福祉政策の研究

拠点形成 

日本側拠点機関名 神戸大学 

コーディネーター 

所属部局・職名・氏名 
国際文化学研究科・教授・坂井一成 

相手国側 

国 名 拠点機関名 コーディネーター所属部局・職名・氏名 

ドイツ 
ヒルデスハイム大

学 

Department of Cultural Policy, 

Professor, SCHNEIDER, Wolfgang 

ベルギー ルーヴェン大学 
Leuven Centre for Global Governance 

Studies, Senior Researcher, RAUBE, Kolja 

イタリア ナポリ東洋大学 

Department for Asian, African and 

Mediterranean Studies, Associate 

Professor, LANNA ,Noemi 

フランス 
パリ・ナンテール

大学 

Faculty of Social Sciences, Associate 

Professor, FERRAGU, Gilles 

ベトナム 
ベトナム国家大学

ホーチミン市校 

University of Social Sciences and 

Humanities, Vice Dean of the Faculty of 

Japanese Studies, NGUYEN, Thu Houng 

タイ マヒドン大学 

Mahidol Migration Center, Institute for 

Population and Social Research, 

Associate Professor, PUNPUING, Sureeporn 

台湾 国立政治大学 
Humanities Research Center, Professor, 

CHOU, Whei-min 

韓国 仁荷大学 
Center for Glocal Multicultural 

Education, Professor, CHONG, Sang-u 

 

２．研究交流目標 

申請時に計画した目標と現時点における達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

中東情勢の緊迫に伴い、年初以来 EU に流入した移民・難民は 53万人を超えたとされている。混乱に乗じ

た不法移民の増加だけでなく、移民の急増が EU 社会に与える様々な影響が今や議論の的になっている。 

現代社会は、日本や EU（欧州連合）に典型的に見られるように、互いに密接に連動する 3つの急速な変動

に直面している。すなわち、《移住の活発化》によって受入社会の社会的・政治的・経済的不安定が惹起さ

れ、《多文化化》の進行によって地域コミュニティが分断される一方、多文化化が福祉的再分配に必要な国

民の連帯感を浸食し《福祉国家の揺らぎ》を招きつつある、という危惧である。これら 3つの社会的変動は、
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少子高齢化という長期的な人口動態と相まって、先進社会の安定性と維持をおびやかしつつあるだけでな

く、移住者やその家族の人権と福祉に関する深刻な懸念をも日本や EU に突きつけている。 

 日本は、先進社会特有のこれらの課題を EU と共有するとともに、アジア・太平洋圏とは移住労働の受入

れを含む密接な政治的・経済的関係を結んでいる。他方、アジア諸国それ自体も、大規模な移住労働によっ

て社会的変容を遂げつつある。今や、日本、EU、アジアの研究者は、進行するグローバル化のもと、伝統的

コミュニティを超えて、安定した新たな生活圏を構築するのに必要な政策を発信するため、多彩な切り口か

ら、斬新かつ建設的な知見を討究かつ共有する責務がある。本プロジェクトは、人文科学と社会科学の交錯

領域に位置するこの未開拓の課題に、理論と実証の両面から取り組む国際的研究体制を構築するため、明治

以来まさに多文化が交差してきた神戸の地に、EU とアジアをつなぐ研究拠点を形成するものである。 

 

○目標に対する達成度とその理由 

 上記目標に対する 2 カ年分の計画について、 

■十分に達成された 

□概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 1 年目に各海外拠点との交流の基盤を構築し、欧州各国で確認できる争点及びアジア諸国で確認できる争

点についての情報交換をおこなうことができた。とくに 2015 年にピークに達した地中海の難民問題を契機

とする、国際的な人の移動への政策的対応の緊急性についての問題意識は、欧州のみならずアジアにも波及

しているものであり、この点について各拠点間での認識の共有を深めることができたことは、まさに本事業

の基盤を固めることとなった。2 年目には、ナポリ・セミナーを足がかりに拠点間の交流に加え、共同研究

とディシプリンの壁をこえた問題意識の交流を一層深め、分野をこえた新たな論点の発見をも生み出すなか

で、実質的な研究協力の体制形成へとつなげてきた。 

 各共同研究は「移住者にとっての境界線と人権」「移民をめぐるガバナンス」「国境を越える親密性／公共性」

「多文化主義のローカル化とナショナリズム」「移民と統合のための文化政策」「移民動態と文化適応」の各テー

マに即して着実に推進され、その成果を年に 2回開催するセミナーで共有できている。いずれの共同研究に

おいても、日本及び海外拠点に参加する研究者も着実に裾野を広げており、さらにはイギリスやスウェーデ

ンなど第 3国の先進的な研究を進める研究機関の一線の研究者からも大きく注目を浴び、共同研究が発展し

てきており、研究交流は十分に広がりを見せている。 

 

３．これまでの研究交流活動の進捗状況 

（１）これまで（平成３０年３月末まで）の研究交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」の交流

の形態ごとに、派遣及び受入の概要を記入してください。※各年度における派遣及び受入実績については、「中間評

価資料（経費関係調書）」に記入してください。 

○共同研究  

 【概要】 

R-1「移住者にとっての境界線と人権」 

  普遍的人格を基礎とする基本的人権と個別的なナショナル・アイデンティティを基礎とする国家の入国管理権と

いう２つの矛盾する倫理的要請をいかにして調整できるのかという課題に正面から取り組むため、2016 年 10 月の
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キックオフ・シンポジウムにおいて What Do Borders and Human Rights Mean for Migrants?というセッションを設け、

エセックス大学(英国)ヤセミン・ソイサル教授が“Immigration, Citizenship, and Human Rights: What's New?”、ストック

ホルム大学(スウェーデン)マウロ・ザンボーニ教授が“Law-making in the Face of the Migration Crisis: Finding the 

Best Legistlative Policy”、神戸大学の桜井徹教授が“The Tension between Citizenship and Democracy in 

Contemporary Multiculturalizing Societies”というタイトルで報告を行う一方、ナポリ大学(イタリア)ヴァレーリア・マル

ゾッコ准教授をディスカッサントとして迎え、壇上や会場内外において活発な討議が展開された。 

 基本的人権の根拠がますます普遍的な人間的属性に置かれるようになった一方、主権原理に基づく国家の入国

管理権が自明視されている現代世界では、各々の主権国家は、「境界線を乗り越えようとする移住者をいかに処遇

すべきか」という難題に直面している。とりわけ自由民主主義国家は、移動の自由や社会権という人権を、国民の

成員資格の“限界”と何とか折り合わせなければならない。普遍的人格と個別的なナショナル・アイデンティティとを

基礎とする２つの矛盾する倫理的要請をいかにして調整できるのか。この課題に共同で取り組むべく、2017 年 9 月

にストックホルム大学でクローズド・ワークショップを開催し、現代の EU 諸国も直面するこの課題について討議と相

互批判を重ね、研究課題のいっそうの明確化をなしとげることができた。 

 

R-2「移民をめぐるガバナンス」 

 2016 年度は海外拠点での研究交流、現地調査、ワークショップなどを通じ、政治学・国際関係論、歴史学分野を

中心とした研究交流を深めた。移民の増加がもたらす国際的及び国内的なガバナンスの形成・変容に関して、1)移

民動態をめぐる国際環境分析、2)移民とアイデンティティ・ポリティクス、3)移民をめぐる福祉政策分析の観点から掘

り下げた。とりわけ EU において起こっている深刻な移民・難民の流入問題を冷静に分析しながら、アジアでの状況

についてもサーベイを進めた。歴史的視点を含めて人の移動のプッシュ要因とプル要因の分析と、受け入れ社会で

の政治過程における論点について、各研究者が政治学・国際関係論や歴史学の立場から分析を深めながら交流を

進めた。10 月のキックオフ・シンポジウムに加え、11 月に神戸大学の経費でブリュッセルで行った国際ワークショッ

プの成果として、日欧の比較分析が前進したことがあげられる。ベルギー拠点では、ルーヴェンに加えて、移民研

究で先進的成果を上げているブリュッセル自由大学（蘭語系）の参加へとつながった。2 月のナポリ・セミナーでも上

記の 1)と 2)の観点での分析と研究交流が深まった。これらの過程で、若手研究者の国際交流も進展した。 

 2017 年度は、学際的な観点から、とくに 1) 移民動態をめぐる国際環境分析と２）移民とアイデンティティ・ポリティ

クスに関して掘り下げた。ヨーロッパに関しては、依然として続いている地中海・バルカン地域での移民・難民問題

と、EU 圏の受け入れ社会における文化摩擦、福祉ショービニズムの動向を踏まえて研究交流を進めた。日本・アジ

アについては、米国トランプ政権発足がもたらしてきた太平洋国際関係への直接的・間接的な影響を視野に入れつ

つ、日本や台湾をめぐる人の国際移動に関わる社会環境や規範の変化分析を進めた。9 月のナポリ・セミナーに前

後して、ヨーロッパの各拠点の研究者との意見交換を深め、11 月にブリュッセルでワークショップを開催したほか、

東欧での移民受入への反発の強まりを踏まえて、ポーランドの研究者との交流も進めた。2018 年 2 月の神戸セミナ

ーの際にも、フランスやセルビアからの参加研究者との交流を軸に、若手研究者を含めた研究交流を推進した。ま

た、カタルーニャの独立運動が無視できない政治的・社会的課題となってきたことを受け、2 月に日本から 1 名をバ

ルセロナに派遣し、地域の自立運動下での移民の統合における課題の調査を進めた。こうした調査、交流に基づい

て研究ネットワークの深化・拡大を進めた。 

 

R-3「国境を越える親密性／公共性」 

 2016年度は1)家事労働、介護・看護労働、性労働、結婚にかかわる移民・移住研究について、10月のキックオフ・

シンポジウムでセッションをもうけ、マヒドン大学代表者および協力者、一橋大学所属の国内協力者、第三国（スペ
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イン）マドリッド大学の新規協力者、神戸大学学内協力者の参加を得て先端的な議論を行った。2)ニューカマー次世

代に対する多文化・多言語教育の研究については、重複が多いため R-4 に移管することを決めた。3)「移民」表象

研究については、3 月の神戸セミナーでセッションをもうけ、ナポリ東洋大学の協力者、学内協力者、国内機関（長

崎大学）の新規協力者を迎え、内容、方法論についてのこれも先端的な議論を行った。また、代表者青山が一橋大

学を中心とする国内協力者、マヒドン大学代表者・協力者と研究交流・議論をすることが、第三国（UK）での研究交

流と結びつき、発表の機会および多数の新規協力者を得ることになった。 

 2017 年度は、１）家事労働、介護・看護労働、性労働、結婚にかかわる移民・移住研究、２）「移民」の表象の研究 

というテーマに沿って、それぞれの研究の日欧亜における現在までの蓄積を比較した。また、移住を伴うケア労働・

性労働の是非論と労働者の権利保障における矛盾について、そして国家と地域・家族を結ぶ自治体の役割につい

ても議論した。 とくに、マヒドン大学およびタイ側協力者との間では、2018 年 11 月に拠点機関である社会人口研究

所が開く国際会議にセッションを設けて、この議論を公開し深める機会にすることが決まった。 

 

R-4「多文化主義のローカル化とナショナリズム」 

 2016 年度は、移民、移住者、外国人問題に取り組んでいる韓国の研究者とのネットワーク構築をめざし、済州大

学在日済州人研究センター並びに眈羅文化研究所の各研究所を日本側代表者が訪問、検討を行った。また、釜山

大学社会科学院の窓口研究者が異動したことを受け、以前から研究交流を強く望んでいた仁荷大学アジア多文化

融合研究所と協議し、同大学からの訪問を受け、韓国の海外連携大学の変更を行うと共に、同センターと協力し、

韓国内の研究者リストを作成するなど、今後の研究交流活動の拡大、発展に向けた基盤整備を進めた。ベトナム

国家大学とは、研究代表者が 3 度訪問し、関連する研究者と議論を行う一方、キックオフ・シンポジウムにベトナム

側代表者がパネリストとして参加し、日本側研究者と活発な議論を行うなど、活発な議論を行った。 

 2017 年度は、2018 年度以降の研究成果を発表する準備段階の年と位置づけ、科学研究費あるいは他の外部資

金（招聘）なども加えて、本セクションに関連する個別研究調査、国内外学会・ワークショップでの発表を行い、国内

外研究者との議論を通し、研究テーマの探求の深化と、本研究テーマに関するより国際的ネットワークの充実に努

めた。ベトナム国家社会人文大学とは、数度の相互訪問を通し、ベトナムに加えたメコン川流域国家の諸大学とも

今後の研究協力を図りつつ、具体的な調査研究を進めた。韓国仁荷大学とは、11 月、12 月に相互訪問を行い、仁

荷大学付属の多文化教育研究院（大学院付設）を含めた研究・若手研究者の共同研究・教育を行うための協議、

研究センター間の協定締結、および 2018 年の国際ワークショップの共同開催に向けた協議を行った。 

 

R-5「移民と統合のための文化政策」 

 2016 年度は、8 月に公開研究会を開催し、ハンブルクのドイツ座専属俳優の原サチ子氏を招き、どのようにしてド

イツの文化関係者が「難民を歓待する文化」の場をつくってきたかについて詳細に語ってもらった。10 月に神戸大学

で開催したキックオフ・シンポジウムにおいて、R-5 の研究者４名の発表に加え、ベルリン州文化省からクリスティー

ネ・レーグス博士を招き、ベルリン州における難民に対する文化政策とその実施事例を紹介してもらい、活発な討議

を行なった。11 月にはドイツのヒルデスハイム大学より相手国代表者のヴォルフガング・シュナイダー教授が来日

し、神戸大学において「ドイツにおける難民のための文化政策」について講演、および今後の研究交流についての

打ち合わせを行なった。３月には藤野とクレックがヒルデスハイム大学へ赴き、シュナイダー教授以下、同大学文化

政策研究所のメンバー５名と本研究課題についてのワークショップ及びフィールドワークを３日間にわたり実施し

た。これにより両大学のリサーチ・テーマとその諸資源について詳細に検討し、今後の共同研究の方向性と実施体

制を明らかにした。 

 2017 年度は、ヒルデスハイム大学文化政策研究所と推進した共同研究、とりわけ 9 月 5 日にヒルデスハイムで開
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催したワークショップでは、ドイツにおける難民受入政策と文化政策との連携に焦点を当てて、その具体的な事例調

査の報告を行ない、活発な議論を展開した。また、同じドイツ語圏でありながら、オーストリアの現状については極

めて情報が少ないため、藤野は近年のオーストリアにおける移民・難民に関する文化政策及び NGO の活動を調査

するため、ウィーンでヒアリング調査を行なった。具体的には“Rise”という難民と亡命申請者のアソシエーション、及

び“EDUCULT“という文化的教育の立場から移民・難民支援を行なう NGO を訪れ、その活動実態の調査を行なっ

た。クレックは、東南アジアとくにインドネシアにおける多文化主義社会の諸問題に関する調査を行なった。現地調

査と並んで、Klaus Paehler 博士へのインタビューと討議を集中的に行ない、東南アジアにおける多文化主義社会に

関する新たな認識を獲得し、R-5 の研究課題に寄与すること、また東南アジアにおける研究者ネットワークを拡大す

ることができた。 

 

R-6「移民動態と文化適応」 

 2016 年度は、台湾を軸とした研究交流活動を行い、日本の華僑社会を事例に「国民」概念と「周辺」の歴史につい

ての研究を進め、論文での成果発表を通じて国内のみならず中国語圏での華人研究に貢献することができた。そ

れらの成果が生み出される過程で、アジア・オセアニアへとネットワークを拡大する必要性を理解することともなっ

た。その予備段階として、日本研究を結節点とした 2017 年度以降の研究交流活動を計画した。インドネシア、イラ

ン、オーストラリアなどを主な対象地域として、2016 年にはテヘランを訪問し、テヘラン大学などで研究交流を行っ

て、今後のネットワーク構築の準備を行うことができた。 

 2017 年度は、活動領域をアジア太平洋に拡大し、アメリカ合衆国（ハワイ）およびオーストラリアで研究交流を進め

た。ハワイでは、神戸大学ホノルル拠点を活用したシンポジウムに拠点メンバーが参加し、ハワイ大学をはじめとす

るアメリカの研究者と「移民と運動」や「移動と文化」についての議論を行った。同時にハワイ大学で次世代セミナー

を開催し、拠点メンバーの若手研究者 3 名がハワイ大学の研究者との交流を行った。オーストラリアでは、オースト

ラリア国立大学に拠点メンバーを派遣し、アジア太平洋地域における「生活と政治」をめぐる会議に参加したアジア

地域の研究者と交流を行った。二つの地域で有意義な研究交流が展開され、アメリカおよびオーストラリアなどパー

トナー機関のない国や地域との交流を推し進める必要性を理解することとなった。 

 

○セミナー  

 平成２８年度 平成２９年度 

国内開催 2 回    1 回 

海外開催 1 回 1 回 

合計 3 回 2 回 

【概要】 

 2016 年度は、第 1 回のセミナーとして 10 月にキックオフ・シンポジウムを神戸大学で行い、R-1 から R-6 のすべて

の共同研究のセッションを設け、問題意識と研究課題の共有を図った。2 月にナポリ東洋大学で日本とイタリアにお

ける比較検討を軸に、若手研究者主体のセミナーを行い、イタリア拠点の主要な研究者との交流が進んだ。3 月の

神戸大学でのセミナーでは、共同研究のうち R-3 と R-4 に力点を置いてのセミナーとし、移民の「表象」と、ナショナ

リズムの台頭と共生のための言語獲得の観点に注目した議論を集中的に行った。 

 2017年度は、9月にナポリ東洋大学で実施した。これは移住、多文化化、福祉政策の変動をまさに体現しているイ

タリア・ナポリでのセミナー開催であり、とくに日本研究者とアジア研究者に日欧亜の地域比較を通じた研究の参照

軸の開発を促した。2 月の神戸大学でのセミナーでは、移住と市民権、言語獲得、宗教と信仰などの課題に焦点を

置き、各共同研究グループの間での成果の共有と、さらなる連携の可能性を明らかにした。とくに社会学と国際関
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係論、歴史学との連携について議論がなされ、3 年目へ向けての研究交流の深化・拡大の方向性を浮かび上がら

せることにつながった。 

○研究者交流  

  【概要】 

 2016 年度は、本事業の進め方を確認するための国内の協力機関の代表者の交流から始まり、若手研究者の派

遣と受入を行い、若手研究者の育成を進めた。2017 年度は、国内での研究ネットワークの拡大を進めるための活

動を行い、若手研究者の受入を推進した。こうした交流活動を通じて、本事業の次の展開を見据えての若手人材の

育成を進めてきている。 
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（２）（１）の研究交流活動を通じて、申請時の計画がどの程度進展したか、「学術的側面」、「若手研究者の育成」、 

及び「研究交流拠点の構築」の観点から記入してください。 

○学術的側面 

 本プロジェクトは、人文科学と社会科学の交差領域に位置づけられる国際文化学（Intercultural Studies）

の重要課題に取り組むことから、政治学・国際関係論、社会学、歴史学、思想・哲学、人類学、文化政策学、

言語学、地域研究といった各々の学術分野の特長を活かした共同研究テーマの設定を進めた。共同研究ごと

に重点を置くディシプリンは異なるが、いずれも学際的で複眼的なアプローチを進める研究体制を整え、そ

のなかで追究すべき具体的な課題の析出を行った。また、各共同研究間の連携についてもセミナーを通じて

検討を深めた。 

 なかでも親密性と公共性の境界を揺るがせるケア労働と人間関係にかかわる移住については、具体的な研

究課題が特定されてきた。また、「移民」の表象のテーマは、本プロジェクトに表象研究の粋を集める結果

になっており、この分野での新しい方法論を構築することがめざされるに至った。これらは、いわゆる結婚

移民の増加を見、外国人家事労働の解禁を果たした日本にとって、社会的にも意義をもたらす成果と思われ

る。さらに、社会学分野と国際関係論、歴史学、犯罪学等との連携が強化され、新たな研究視座の開拓につ

なげた。 

 

○若手研究者の育成 

 2016 年の神戸でのキックオフ・シンポジウムで「次世代セミナー」を開催し、2017 年 2 月のナポリ・セ

ミナーは R-2 分野を中心とする若手研究者の報告に基盤を置き、2017 年 3 月の神戸セミナーでも R-3 と R-4

分野を中心に若手研究者の研究報告を優先した構成とするなど、若手研究者の育成に重きを置く研究交流を

推進した。2017 年度もナポリ・セミナー、2月の神戸セミナーの際に「次世代セミナー」を開催して海外拠

点の研究者との交流を深めたほか、若手研究者による研究会実施、成果論文の発表も進んだ。また、各共同

研究でも、若手研究者の参加をとくに重視して国内外の研究者との交流を推進した。 

 

○研究交流拠点の構築 

 先ず日本側協力機関及び海外拠点機関との間で意見交換を進め、共同研究を推進する複数のサブテーマを

確定し、各テーマでの 5年間の協力体制の基盤を整えた。2016 年 5月に日本側協力機関の代表者の会合を開

いて行動計画の確認を行い、同年 10 月に神戸で海外拠点のメンバーも加えたキックオフ・シンポジウムを

実施し、各拠点間での相互交流と意見交換を進めて共同研究を本格始動させた。並行して、神戸大学の若手

研究者を中心とした海外拠点への派遣を行うとともに、海外拠点からの研究者の受入を行い、若手研究者の

交流を推進した。受け入れた若手研究者からは、神戸大学への教員としての採用者も出るなど、交流は実質

化が進んできている。 
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４．事業の実施体制 

本事業を実施する上での、「日本側拠点機関の実施体制」、「相手国拠点機関との協力体制」、及び「日本側拠点 

機関の事務支援体制」について記入してください。 

○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

 本プロジェクトの拠点機関たる神戸大学では、国際文化学研究科に附設されている国際文化学研究推進センター

が司令塔の役割を担っている。同センターには研究開発部門、連携事業部門、国際交流部門の三つの部門が置か

れていたが、本プロジェクトの実務を担当する「重点研究部門」を新設し、センターの総力を挙げて内外の研究者と

連携した本プロジェクトの推進、及び若手研究者の研究支援に尽力している。同センターの統括のもとで R-1 から

R-6 の各共同研究のコーディネーターが定期的に意見交換を行いながら、神戸大学の各部局からの参加研究者と

の連携、東京外国語大学国際関係研究所、京都大学文学研究科アジア親密圏／公共圏教育研究センター、宇都

宮大学国際学部、富山大学東アジア言語文化講座などの国内協力機関との連携と共同研究の推進を行っている。

また、本プロジェクトは神戸大学先端融合研究環が選定する研究プロジェクトにも採択され、神戸大学としての全学

的な研究実施支援も行われている。 

 

○相手国拠点機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

 ヨーロッパの拠点機関については、イタリア（ナポリ東洋大学）は R-1〜R-6 すべての共同研究分野を包含するパ

ートナーとして連携が強化されてきている。ベルギー（ルーヴェン大学）とは主に R-1、R-2 の共同研究の分野にお

いて連携と協力が深まってきている。歴史学と国際関係論に強いフランス（パリ・ナンテール大学）は、とくに R-2 で

の交流が深まってきたが、社会学分野の研究者も加わってきたことで R-3 への広がりも進んでいる。ドイツのヒルデ

スハイム大学は文化政策に強みがあり、R-5 での連携を深めてきている。アジアでは、韓国は先方で担当者の異動

があり釜山大学から仁荷大学に拠点を移し、R-4 の分野中心に連携が進んできた。ベトナム国家大学ホーチミン市

校も文化人類学や言語学の分野を中心とした R-4 において、タイのマヒドン大学は社会学分野で R-3 での連携が

大幅に強まってきた。文化適応に関する R-6 分野は台湾政治大学のみならず、アジア太平洋地域へとネットワーク

を拡大してきた。ヨーロッパにおいてもアジアにおいても、こうした協力が進むなかで、毎年国内外で実施しているセ

ミナーを通じて分野間の交流も図られ、各拠点機関のみならず、イギリスのケンブリッジ大学、エセックス大学、ポー

ランドのヤゲウォ大学などとの研究ネットワークへも広がってきている。 

 

○日本側拠点機関の事務支援体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

 神戸大学国際文化学研究科事務部が中心的な役割を担い、国際部と相互に連携し、外国人研究者招へいに係

る宿舎の手配等の各種サポート及び、本事業や学内規程に基づく委託費の適正な管理・執行、日本学術振興会と

の連絡調整等の各種支援を行っている。 

 

 


