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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）アジア・アフリカ諸地域に関する研究者養成の国際連携体制構築 

 

（英文）International Collaborative Training Program in Asian and African Studies 
 

 

【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 

亀山 郁夫 

 

 

【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）  

国際学術戦略本部 

 

 

(英文)  
Office for International Academic Strategy (OFIAS) 
 

 

【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）  

大学院地域文化研究科 

 

 

(英文)  
Graduate School of Area and Culture Studies 
 

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 (ILCAA) 
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【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。） 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 

 

 

 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(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） 東洋・アフリカ研究学院 

 

  

(英文) The School of Oriental and African Studies (SOAS) 
 

専攻等名（和文） 文学部 

 

  

(英文) Faculty of Arts 
 

専攻等名（和文） 人文社会学部 

 

  

(英文) The Faculty of Arts and Social Sciences 
 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  

 

専攻等名（和文） 文学部 

 

  

(英文) Faculty of Letters 
 

機関名 （和文） ロンドン大学                           

 

（英文） University of London 
 

機関名 （和文） ライデン大学 

 

（英文） Leiden University 
 

機関名 （和文） シンガポール国立大学                           

 

（英文） National University of Singapore (NUS) 
 

機関名 （和文） フランス国立東洋言語文化学院                           

 

（英文） Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) 
 

機関名 （和文） インドネシア国立ウダヤナ大学                           

 

（英文） Udayana University 
 

機関名 （和文） ベトナム国家大学ホーチミン市 

 

（英文） Vietnam National University Ho Chi Minh City (VNU HCMC) 
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機関名（和文） 人文社会科学大学 

 

  

(英文) University of Social Sciences and Humanities 
 

専攻等名（和文） 宗教学部 

 

  

(英文) Department of Religious Studies 
 

専攻等名（和文） 文学部 

 

  

(英文) Faculty of Humanities 
 

専攻等名（和文） 教育・社会科学部 

 

  

(英文) Faculty of Education and Social Sciences and Law 
 

専攻等名（和文） インド諸語中央研究所 

 

  

(英文) Central Institute of Indian Languages 
 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  
 

機関名 （和文） マールブルク大学  

 

（英文） University of Marburg 
 

機関名 （和文） インドネシア大学                           

 

（英文） University of Indonesia 
 

機関名 （和文） リーズ大学                           

 

（英文） University of Leeds 
 

機関名 （和文） マイソール大学                           

 

（英文） University of Mysore 
 

機関名 （和文） ジャダブプル大学                           

 

（英文） Jadavpur University 
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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１９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、アジア・アフリカ研究において高いレベルと長い歴史を誇る世界の研究機関とのコンソー

シアムを活用した国際的な連携体制を構築し、アジア・アフリカの諸事情に通じつつ、欧州等における

学界で活躍しうる若手研究者の養成を図り、日本から発信されるアジア・アフリカ研究の世界的な認知

度を高めることを目的とする。本事業が設定する目標は、以下のとおりである。 

 

１） アジア・アフリカ研究における世界的な連携研究指導体制の確立 

 文化的・社会的多様性を有するアジア・アフリカの研究にあっては、単一の機関において、すべての

地域、テーマをカバーすることは不可能であり、質の高い研究を生み出すためには、若手研究者が適

切な指導者の下で研鑽を積むことが不可欠である。このため、本事業では、研究分野・領域を共有す

る海外の主導的な大学とともに締結したアジア・アフリカ研究教育コンソーシアム（Consortium for 

Asian and African Studies, CAAS）の加盟機関との連携教育体制を確立する。 

２） アジア・アフリカ諸地域への若手研究者の派遣 

 アジア・アフリカの現実を踏まえた地域研究者を養成すべく、これら諸地域に若手研究者 4-5 名を派

遣し、現地での調査研究、資料収集並びに現地研究者との協力関係を構築する。 

３） CAAS 加盟機関等、欧米における主導的な研究機関への若手研究者の派遣 

 より高度な分析能力を磨くため、アジア・アフリカ諸地域における十分な調査研究の経験を有し、研

究資料を蓄積した若手研究者を、CAAS を主体とする欧米等の研究機関に派遣し、理論面での訓練を施

す。 

４） CAAS 機関等における研究成果の発信 

 研究成果の国際的な認知度の向上と、国際的な研究者コミュニティでのネットワーク形成のため、CAAS

機関等と共同で、若手研究者を主体とするワークショップ、シンポジウム等を企画・開催し、研究成

果の英語等での発表を通じて、研究成果を世界的に発信するとともに、アジア・アフリカ研究の中心

である CAAS 加盟機関等の若手研究者との切磋琢磨の機会を与える。 

 上記の 4 つの目標を達成することにより、自らの文化を意識したうえで、アジア・アフリカの諸文化

に通暁し、かつ欧州等における研究の視点をも相対化しうる研究者、謂わば「文化の三角測量」（川田順

造による表現）を行いうる、スケールの大きな研究者を育てるとともに、これらの研究者を世界的な研

究者コミュニティの中に位置付ける。 

 

○平成 19 年度の事業目標達成状況 

１）アジア・アフリカ研究における世界的な連携研究指導体制の確立 

 本目標については、平成 19年度においては、アジア・アフリカ研究教育コンソーシアム（CAAS）の加

盟機関等との連携教育体制の確立に向け、CAAS 加盟全機関等（シンガポール国立大学、ライデン大学

ロンドン大学東洋アフリカ研究学院、フランス国立東洋言語文化学院、マールブルク大学）へ本学の

事業担当教員延べ 5 名及び担当職員 1名を派遣し、連携機関担当者との相互協議を行い、当初目標を

達成した。なお、担当職員については、当初 4 名程度を派遣する予定をしていたところ、事務レベル

の協議に先立ち、企画レベルの協議を優先することとしたため、派遣は 1名にとどめた。 

２）アジア・アフリカ諸地域への若手研究者の派遣及び CAAS 機関等欧米における主導的な研究機関への

若手研究者の派遣 

 以下のとおり本学地域文化研究科学生 4 名の派遣を行った。当初予定では、2 名の派遣を予定したと

ころ、平成 19 年度内に派遣が終了した者は 1名、平成 19年度から平成 20年度にかけて派遣した者は

3名であり、2年度目の更なる派遣の充実に向け目標を達成した。 

①海外パートナー機関：インドネシア国立ウダヤナ大学（75 日間）、大学院地域文化研究科博士後期課

程学生 1名〔専攻：文化人類学〕を派遣 

②海外パートナー機関：ジャダブプル大学（インド）、マイソール大学（インド）及びマールブルク大学

（ドイツ）（60 日間、内、平成 19 年度実績 34 日）、大学院地域文化研究科博士後期課程学生 1名〔専

攻：宗教学〕を派遣 

③海外パートナー機関：ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（60日間、内、平成 19年度実績 33日間）、

大学院地域文化研究科博士後期課程学生 1名〔専攻：東南アジア近代史〕を派遣 

④海外パートナー機関：ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学（365 日、内、平成 19 年度実

績 5日間）、大学院地域文化研究科博士後期課程学生 1名〔専攻：人類学〕を派遣 
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３．平成１９年度年度事業実施概要 

 

１）学内実施体制の整備 

①本プログラムの円滑かつ効果的な推進を期すため、「国立大学法人東京外国語大学若手研究者インタ

ーナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）委員会に関する申合せ」（平成 19年 11 月 1日施行）

を策定し、同申合せに基づき、国際学術戦略本部に全学組織として「TUFS-ITP 委員会」を設置した。

②本プログラム受託事業実施経費を有効に活用するため、本学が定める旅費規程とは別に、ITP に対応

の「TUFS-ITP 派遣滞在費月額」を規定したほか、「若手研究者インターナショナル・トレーニング・

プログラム（ITP）派遣研究者の手引き」を策定した。 

③アジア・アフリカ研究教育コンソーシアム（CAAS）の加盟機関へ、本事業による若手研究者育成のた

めの連携教育体制確立の協力要請を行うための「要請書」を作成した。 

④ITP 事業による本学若手研究者への生活面での支援を含め、本学の海外での活動を効果的に推進する

ため、本学国際学術戦略本部の主導により、卒業生、在籍者等、海外在住の関係者とのネットワーク

であるグローバルコミュニティの形成を進めた。 

 

２）アジア・アフリカ研究における世界的な連携研究指導体制の確立 

 アジア・アフリカ研究教育コンソーシアム（CAAS）加盟機関等との連携研究指導体制に関する協議を

次のとおり実施した。 

①シンガポール国立大学（NUS）との協議： 

担当教員1名を平成19年11月28日から12月3日の間派遣した。シンガポール国立大学のTan Tai Yong

人文・社会科学部長及びアジア・アフリカ研究教育コンソーシアム担当責任者 John Richardson 准教

授と協議を行った。若手研究者育成は CAAS の主要な目的の一つであり、円滑な協議ができた。また、

今後の共同指導体制構築へ向け、緊密に連絡調整を行うことのほか、若手研究者の受入体制（身分、

研究施設へのアクセス、指導体制）の確認をし、更に派遣若手研究者を中心とするワークショップの

開催について協議した。他の CAAS 加盟機関との協調のもとで、本事業を推進することが合意された。

②ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（SOAS）との協議： 

担当教員 2名を平成 20年 2 月 15 日から 2月 23 日の間派遣した（オランダ・ライデン大学への派遣と

合わせた派遣）。本学理事（研究・国際等担当）による本事業への「要請書」をもとに、ロンドン大学

東洋アフリカ研究学院(SOAS)における CAAS 担当者である Andrew Gerstle 教授と協議を行った。本事

業による若手研究者受入体制について詳細な協議を行ったほか、平成 20 年度における SOAS への派遣

予定若手研究者 2名のうち 1名も同協議の場に同席し、同人から直接 SOAS での受入体制についての要

望を伝え、合意を得た。 

③ライデン大学との協議： 

担当教員 2名を平成 20 年 2 月 15 日から 2月 23 日の間派遣した。ライデン大学における CAAS 担当者

である R.B.P.M.Busser 氏、Willem van der Molen 准教授、Kiri Paramore 准教授と本事業について協

議を行った。派遣若手研究者の受入体制、若手研究者によるワークショップの開催、共同研究テーマ

等について、いずれも積極的な協調姿勢が示された。特に、共同研究テーマとして提案された

“Religion, Identity and Conflict”には強い関心を示し、ITP 事業の一環として企画実施が予定さ

れているワークショップと合わせて、本テーマの下にシンポジウムをライデン大学において開催した

い旨の意向が示された。 

④マールブルク大学との協議： 

担当教員 1名及び担当職員 1名を平成 20 年 3 月 17 日から 3月 23 日までの間派遣した。平成 20 年度

派遣予定の若手研究者 1名に対する連携研究指導体制に関し、インターナショナル・オフィス Thomas 

Komm 所長と協議を行い確認がなされた。また、受入部局である宗教学部の研究・生活面のアドバイザ

ーKatja Triplett 准教授と協議を行い、指導予定教官である Edith Franke 教授の受入意思の再確認

と連携指導体制についての役割分担、連絡方法等の確認を行った。協議を通じマールブルク大学宗教

学部とCAAS加盟機関であるライデン大学及びSOASでの宗教学分野での研究交流状況について確認し、

CAAS の枠組みでの連携研究指導体制構築に向けた積極的な感触を得た。 

⑤フランス国立東洋言語文化学院（INALCO）との協議： 

 担当教員1名を平成20年 3月25日から4月2日まで派遣した。派遣期間中、INALCOの Jacques Legrand

学長ならびに研究・教育運営責任者とパリ市内の本部において協議し、本学理事（研究・国際等担当）

からの「要請書」をもとに本事業への理解と協力を求め、快諾を得た。平成 20年度以降、本事業のフ

ランス側協力機関として、全面的が協力が得られることになった。 
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３）アジア・アフリカ諸地域への若手研究者の派遣及び CAAS 機関等欧米における主導的な研究機関への

若手研究者の派遣 

①海外パートナー機関：インドネシア国立ウダヤナ大学（75日間）へ大学院地域文化研究科博士後期課

程学生 1名〔専攻：文化人類学〕を派遣 

派遣若手研究者氏名：小池まり子 

 海外パートナー機関における共同研究者：クトゥッタ・スダナ・アスティカ教授（文学部） 

研究テーマ「現代バリ社会における部落への帰属／非帰属をめぐる内部対立の過程と要因」 

 派遣期間：平成 19年 12 月 17 日～平成 20年 2月 29 日 

②海外パートナー機関：ジャダブプル大学（インド）、マイソール大学（インド）及びマールブルク大学

（ドイツ）（60 日間；内、平成 19 年度実績 34 日間）へ大学院地域文化研究科博士後期課程学生 1 名

〔専攻：宗教学〕を派遣 

 派遣若手研究者氏名：藁科智恵 

 海外パートナー機関における共同研究者：スッバ・ダスグプタ教授（ジャダブプル大学比較文学科）、

レッカ・シャルメ教授（マイソール大学インド諸語中央研究所）、エディット・フランケ教授（社会学

哲学部） 

 研究テーマ「20 世紀前半ドイツの知的状況におけるアジア的モメント－知識社会学的視点から」 

 派遣期間：平成 20年 2月 27 日～平成 20年 3月 31 日 

③海外パートナー機関：ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（60日間、内、平成 19年度実績 33日間）

へ大学院地域文化研究科博士後期課程学生 1名〔専攻：南アジア近代史〕を派遣 

 派遣若手研究者氏名：足立享祐 

 海外パートナー機関における共同研究者：スチュアート・ブラックバーン教授（南アジア言語文化セ

ンター） 

 研究テーマ「植民地支配のイデオロギーと在地語コミュニケーション－19世紀英領ボンベイ管区にお

ける在地語論の史的展開－」 

 派遣期間：平成 20年 2月 28 日～平成 20年 3月 31 日 

④海外パートナー機関：ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学（365 日間、内、平成 19年度

実績 5日間）へ大学院地域文化研究科博士後期課程学生 1名〔専攻：人類学〕を派遣 

 派遣若手研究者氏名：田中浩典 

  海外パートナー機関における共同研究者：グエン・ヴァン・フェ教授（ベトナム語ベトナム学部長）

 研究テーマ「ベトナムにおける大乗仏教と上座仏教の接触・交流－南ベトナムにおける新興仏教「乞

士仏教」の動向を通じて」 

 派遣期間：平成 20年 3月 27 日～平成 20年 3月 31 日 
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４．平成１９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）学内における若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

①本学は、2007 年 3 月 7 日、アジア・アフリカ地域を対象とする研究で世界のトップレベルにある 5 つ

の高等教育機関が幅広く厚みのあるアジア・アフリカ地域を対象とした研究・教育活動について双方向

的な交流・連携を強めるために、本学主導のもと、アジア・アフリカ研究教育コンソーシアム（CAAS）

を締結した。CAAS は、その活動の一つとして、「若手研究者の共同養成」を掲げており、本 ITP 事業は、

CAAS 加盟機関の協力のもとに進めるものである。平成 19 年度は、5 年間の ITP 事業の初年度であるこ

とから、本事業の円滑かつ効果的な実施に向けて、他の加盟機関と協議を進めた。 

②本プログラムの円滑かつ効果的な推進を期すため、「国立大学法人東京外国語大学若手研究者インター

ナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）委員会に関する申合せ」（平成 19 年 11 月 1日施行）を

策定し、同申合せに基づき、国際学術戦略本部に全学組織として「TUFS-ITP 委員会」を設置した。同

委員会は平成 19 年度において 3 回の会議を開催し、ITP 事業の運営、派遣若手候補者の願書様式及び

受託事業経費による「TUFS-ITP 派遣滞在費月額」の策定、派遣候補者の面接及び研究計画の改善指導

等を実施した。 

③本学国際学術戦略本部の主導により、卒業生等、海外在住の本学関係者のネットワークであるグローバ

ルコミュニティを、同窓会である東京外語会の協力を得て、ロンドン、パリ、シンガポールに形成し、

必要に応じて ITP 事業派遣者への生活面等での支援が得られる体制を整えた。 

 

２）海外パートナー機関との若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

①シンガポール国立大学（NUS）との組織的取組み状況 

Tan Tai Yong 人文・社会科学部長及び担当責任者 John Richardson 准教授を中心として、同大学の学

部及び研究センターのスタッフとの連携に基づく支援体制を形成することができた。 

②ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（SOAS）との組織的取組み状況 

CAAS 加盟機関の一つである SOAS は、アジア・アフリカの言語・文化研究に関する卓越した研究蓄積が

あり、また、カリキュラム等教育体制が整備されている。また、本学の学部・大学院及び附置研究所で

あるアジア・アフリカ言語文化研究所との長年に亙る研究者交流の蓄積がある。SOAS とは、H19 年度な

らびに H20 年度の ITP 事業による若手研究者派遣に関する具体的な計画を協議することができた。 

また、SOAS 内には、本学の海外拠点としてロンドン・オフィスが設置されており、本学卒業生であり、

SOAS 大学院博士課程在籍の学生を本学国際学術戦略本部プログラム・コーディネータに任命すること

により、本学が派遣する若手研究者の研究・生活面での支援体制を構築することができた。 

③ライデン大学との組織的取組み状況 

ライデン大学における CAAS 担当責任者 R.B.P.M.Busser 氏及びライデン大学における CAAS の実質的運

営母体となるアジア・アフリカ・アメリンディアン研究院長である Boudewijn Walraven 教授との協議

の結果、、同大学が平成 21年度夏に予定される若手研究者によるシンポジウムの開催機関となる意思表

示がなされ、そのための実行委員会の組織づくりが行われつつある。これにより、他の CAAS 加盟機関

との協議を経て、新たな研究成果発信の機会創出の準備が整うことになる。  

④マールブルク大学との組織的取組状況 

マールブルク大学インターナショナル・オフィスの Thomas Komm 所長との協議の結果、図書館等各種研

究施設へのアクセス、宿舎の手配等、本事業による派遣若手研究者の受入体制が整備された。また、研

究指導にあたる宗教学部においても、Edith Franke 教授による研究指導担当が確認され、本学におけ

る指導教員との密接な共同指導体制が構築された。なお、Edith Franke 教授との協議の中で、ドイツ

の 20 世紀前半の知的状況とアジア（インド）との関わりを捉える上で、ジャダブプル大学及びマイソ

ール大学での共同研究が不可欠との助言を受け、20 世紀前半のインドの知的活動拠点であったマイソ

ールを中心として、両大学の研究者との研究連携体制を構築した。 

⑤フランス国立東洋言語文化学院(INALCO)との組織的取組状況 

平成 19 年度においては、本事業による派遣若手研究者はいなかったが、アジア・アフリカ研究の重点

地域として若手研究者の派遣先となる可能性があることから、本学の国際交流協定校であり、また、CAAS 

加盟機関である INALCO を本事業の海外パートナー機関とし、協議を行った。INALCO 学長他関係者との

協議により、若手研究者育成の重要性について共通認識を深め、将来あり得る派遣若手研究者の受け入

れについて、フランスはもとより世界でも有数のアジア・アフリカ研究・教育機関である INALCO の全

面的な協力が得られることとなった。 
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４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

 平成 19年度は、5年間に亙る本事業の初年度にあたり、海外パートナー機関に対する ITP 事業による

若手研究者育成への理解及び協力要請のための担当教員等派遣を行った。本事業は、本学が主導して海

外の有力機関と締結したアジア・アフリカ研究教育コンソーシアム（CAAS）を基盤として計画したもの

であることから、CAAS の枠組みが協力体制構築の組織的基盤となった。ITP 事業の性格上、本事業の枠

内では海外パートナー機関からの研究者の受け入れは想定されていないことので、今年度の協議におい

ては、本事業実施による海外パートナー機関へのメリットについても十分に配慮した協議を行い、CAAS

加盟全機関の協力の協力を得ることができた。（各海外パートナー機関との協議の詳細については、「４

－１．若手研究者に対する組織的取り組み状況」のうち、「２）海外パートナー機関との若手研究者育成

に対する組織的取り組み状況」のとおり。） 

 なお、CAAS 加盟機関の一つであるフランス国立東洋言語文化学院(INALCO)とは、平成 19 年度におい

ては若手研究者派遣の機会を得なかったが、今後の派遣に備えて次のとおり協力体制の構築を行った。

 2008 年 3 月 29 日に INALCO の Jacques Legrand 学長と国際交流担当補佐 Anne de Tinguy 教授との協

議において、このプログラムが現状では日本からの一方向的な若手研究者の派遣・育成プログラムであ

ることをふまえつつ、このプログラムの受益者が日本側だけではないことを確認し、今後ありうる派遣

若手研究者の INALCO での受け入れについて INALCO が全面的に協力することを確認した。さらに、若手

研究者の交流、本学と INALCO（及びその他の大学）の若手研究者達による共同研究の推進などが期待さ

れ、特に、国際シンポジウムやワークショップについては、INALCO としても積極的に取り組みたいとの

意向が示された。 

 さらに、INALCO 日本研究センター所長 Anne Bayard-Sakai 教授らと 3 月 26 日に協議し、若手研究者

が INALCO に派遣される場合には、必要情報の提供、カリキュラム履修指導、研究指導者の推薦等、同氏

が本学と INALCO 間のパイプ役となって研究支援に協力してもらえることとなった。 

 

４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

（平成 19年度については、該当なし。） 

 

４－４．今後の課題・問題点 

１）ITP 事業実施に伴うロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（SOAS）との連携について 

 パートナー機関のうち、とりわけ SOAS とは ITP 事業のみならず、、学生交換や GCOE 等の研究プロジ

ェクトを通じての交流が行われている。そのため、SOAS 側 ITP 担当者の負担が大きくなってきている。

今後、さらに増加が予想される研究指導業務を円滑に進めるためには、派遣される若手研究者の研究内

容とパートナー機関の研究・教育リソースのより綿密なマッチング、ならびに受け入れ条件に関するよ

り詳細な協議が必要であり、機関間のより一層の接触・交流が求められる。 

２）ITP 事業実施に伴う SOAS、ライデン大学、マールブルク大学との連携について 

 大学院レベルにおける若手研究者育成にあたっては、研究分野の高度化・専門化を図るため、共通し

たプロフィールをもつ研究機関による国際的なコンソーシアムの枠組みを通じた若手研究者の交流に

よって、それぞれの機関の研究資源が有効に活用されることの重要性が、CAAS 加盟機関との協議を通

じてあらためて確認されることとなった。このような人的交流を意図するとき、ボローニャ・プロセス

として知られる EU における近年の高等教育をめぐる動きが大学院レベルでの英語による指導態勢を加

速化していることに留意する必要がある。今後本学が CAAS の枠組みを積極的に展開していくためには、

本学自身が EU で進行中のプロセスと連動していく必要がある。とりわけ相手機関への派遣のみならず、

相互的な受入れをも進めていく必要があることを考えると、特に大学院レベルでの英語によるプログラ

ム構築・指導態勢の充実や、派遣若手研究者に対する英語力強化の方策を進めていく必要があると思わ

れる。 

３）ITP 事業実施に伴うフランス国立東洋言語文化学院(INALCO)との連携について 

 本 ITP 事業の海外パートナー機関として INALCO が選ばれており、近い将来、本学からフランスへの

若手研究者の派遣が想定されている。派遣が実施される場合、若手研究者には教育媒介言語としての

フランス語の実用能力が必要となるが、現実には必ずしも充分でないケースが予想される。このよう

な場合に備えて、INALCO 学長等との協議により、英語や日本語などを教育媒介言語とすることの可能
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性を含め、不充分な言語能力を補うよう配慮をすることについて理解が得られたが、今後、フランス

への派遣を視野に入れた研究環境の整備を可能な限りはかることが必要であろう。 

  また、本学からの将来の派遣若手研究者が、人文研究以外の社会科学等の分野を専門研究分野とす

る場合については、INALCO を第一の受け入れ機関としつつも、INALCO と提携関係にあるフランスの他

大学・他研究機関にも照会して、円滑な研究指導体制を構築することの可能性が表明されたが、この

ような体制の実現のためには、具体的ケースが生じたときに、再度綿密に協議する必要がある。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

インドネシア国立 

ウダヤナ大学 

（インドネシア） 

H19.12.17～ 

H20.2.29 

(75 日) 

東京外国語大学 

大学院地域文化研究科 

博士後期課程 

ジャダブプル大学 

（インド） 

マイソール大学 

（インド） 

マールブルク大学 

（ドイツ） 

H20.2.27～ 

  H20.4.26 

（60 日） 

 

東京外国語大学 

大学院地域文化研究科 

博士後期課程 

 

ロンドン大学東洋・

アフリカ研究学院 

（英国） 

H20.2.28～ 

  H20.4.27 

(60 日) 

東京外国語大学 

大学院地域文化研究科 

博士後期課程 

ベトナム国家大学 

ホーチミン市 

人文社会科学大学 

（ベトナム） 

H20.3.27～ 

  H21.3.26 

  (365 日) 

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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６．共同企画実施状況 

 

企 画 名 
（平成 19年度については、該当なし。） 

開 催 期 間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日（  日間） 

開 催 地  

日
本
側
責
任
者

氏 名  

所属機関・職名  

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

 

 

 

 

 

【成果】 

 

 

＊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 

 


