
    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)       
平成２１年度 実施報告書 

（平成２１年度） 

1 

(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）地域研究のためのフィールド活用型現地語教育 

 

（英文）On-site Education of Practical Languages for Area Studies 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 京都大学                           
 

      (英文)  

Kyoto University 
 

大学長氏名 

松本 紘 

 

 

【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）  

     京都大学 

 

  

（英文）  

     Kyoto University 
 

  

専攻等名（和文）  

     大学院アジア・アフリカ地域研究研究科
 

 

(英文)  

Graduate School of Asian and African Area Studies (ASAFAS) 
 

 

【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）  

東南アジア研究所 

 

 

(英文)  

          Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) 
 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

文学部日本語学科・インドネシア語学科 
 

  

(英文)  

Department of Japanese Language and Department of Indonesian Language, 

Faculty of Letters 
 

 

専攻等名（和文）  

教養学部 
 

  

(英文)  

Faculty of Liberal Arts 
 

 

専攻等名（和文）  

文学部 
 

  

(英文)  

Faculty of Arts 
 

専攻等名（和文）  

ベトナム学・発展科学院 

 

(英文)  

Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences  
 

 

機関名 （和文）  

ハサヌディン大学 
 

 

（英文） 

 

Hasanuddin University 
 

機関名 （和文）  

タマサート大学 
 

 

（英文） 

 

Thammasat University 
 

機関名 （和文）  

ラオス国立大学 
 

 

（英文） 

 

National University of Laos 
 

 

機関名 （和文） 

 

ベトナム国家大学ハノイ校 
 

 

（英文） 

 

Vietnam National University Hanoi 
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専攻等名（和文）  

東アジア研究部門 

 

  

(英文)  

East Asia Unit 

 

 

専攻等名（和文）  

アジア学研究所 
 

(英文)  

Center for Asian Studies 
 

 

専攻等名（和文）  

社会科学部 
 

(英文)  

College of Social Science 
 

 

専攻等名（和文）  

人類学・ジェンダー・アフリカ研究所 
 

(英文)  

Institute of Anthropology, Gender and African Studies 

 
 

 

 

機関名 （和文）  

発展社会研究所 
 

 

（英文） 

 

Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) 
 

機関名 （和文）  

カイロ大学 
 

 

（英文） 

 

Cairo University 
 

機関名 （和文）  

アジスアベバ大学 

 

 

（英文） 

 

Addis Ababa University 
 

機関名 （和文）  

ナイロビ大学 
 

 

（英文） 

 

University of Nairobi 
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専攻等名（和文）  

人文学部 
 

(英文)  

Faculty of Humanities 
 

 

専攻等名（和文）  

人文社会学部 
 

(英文)  

Faculty of Arts, Letters and Social Sciences  

 

 

専攻等名（和文）  

東洋アフリカ研究所 
 

(英文)  

The School of Oriental and African Studies 
 

 

専攻等名（和文）  

 

(英文)  

 

 

 

機関名 （和文）  

ボツワナ大学  
 

 

（英文） 

 

University of Botswana 
 

機関名 （和文）  

ヤウンデ第 1大学 
 

 

（英文） 

 

University of Yaounde I  
 

機関名 （和文）  

ロンドン大学 
 

 

（英文） 

 

The University of London 
 

機関名 （和文）  

フランス国立科学研究センター 
 

 

（英文） 

 

Centre National de la Recherche Scientifique 
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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２１年度の事業目標達成状況 

 

本事業は、地域の全体像に迫り解明するために必要な現地語の習得を第一の目標、地域研究の成果を

国際的に発信する力の強化を第二の目標とする。そのために、若手研究者各々の研究分野に最もふさわ

しい現地研究機関に派遣し、そこで専門性の高い語学トレーニングを受けさせる。  

 地域研究においては、政治・経済、歴史や神学のような文字文化に基礎を置く側面から、民衆信仰や

生態・農業のような文字文化と直接的な関係を持たない側面までに広がる場の全体を理解する必要があ

る。前者の理解のためにはacademic language（広範囲で共通語として通用する学術語）、後者の理解の

ためにはvernacular language（現地の地方言語）に通じる必要がある。このいずれにも対応しうる語学

教育を本事業では現地語教育と呼んでいる。また本事業はインプット・レベルからアウトプット・レベ

ルまでをカバーする教育研究体制をとっている。本事業は、英語のみならず、フランス語およびアラビ

ア語等の現地語をアウトプット・レベルの対象とするところにその特色がある。  

事業の第3年度にあたる平成21年度は、引き続きインプット型の派遣を事業の核心に据え、パートナー

10機関にインプット・レベルの若手研究者16名の派遣を行った。同時にプラクティカル・ランゲージ教

育支援室の活動を活発化させた。さらに、すでにインプット・レベル、アウトプット・レベルの若手研

究者派遣を行ってきたカイロ大学との共同企画として、アラビア語によるワークショップを実施した。

海外パートナー3機関に担当教員・職員を派遣し、若手研究者派遣のための環境整備はほぼ完了した。こ

れらにより申請書および実施計画書で本年度の目標として据えた課題はほぼ達成しえた。  

 

１．海外パートナー機関10拠点への若手研究者派遣：インプット･レベル／アウトプット・レベル 

（実施計画書における事業計画の１．２．） 

 インプット・レベルの海外パートナー10拠点（もしくはパートナー機関の紹介に基づく適切な語学学

校・個人教授）に、インプット･レベルの若手研究者16名を派遣した。派遣者には帰国後、日本語、英語、

および現地語による報告書、各自の研究トピックに密接に関連する術語の現地語リストを作成・提出さ

せている。アウトプット・レベルについては、今年度は希望者がなく、来年度以降に持ち越しとなった。

なお、本事業による現地研修を大学院の教育システムの中に位置づけており、「臨地語学演習I」

（インプット・レベル用）、および「臨地語学演習II」（アウトプット・レベル用）の単位を付与し

ている。 

 

２．国際会議等における外国語による成果公開促進 （実施計画書における事業計画の３．４．） 

 本事業により派遣された若手研究者が、国際会議等で外国語（英語）により発表することを支援した。

ITPの共同企画として、カイロ大学と共催したワークショップ「現代における言語・宗教・社会」は、日

本における中東・イスラーム研究を、アラブ世界に向けてアラビア語で発信するという意味で、画期的

な成果だと自負している。その他、ITPで派遣された若手研究者は、積極的に国際的発信を行っている。

（成果に関する別添資料参照。） 

 

３．海外パートナー機関への担当職員・担当教員の派遣 （実施計画書における事業計画の５．６．）

 本事業を通して常勤職員の国際化に資するため、今年度は担当職員１名を２拠点（インド・発展社会

研究所）に派遣し、共同事業の推進・双方向の学術教育交流等について協議を行った。またインプット

派遣2拠点（同上およびエチオピア・アジスアベバ大学）、アウトプット派遣1拠点（フランス国立科学

研究センター）に、それぞれ担当教員を派遣した。各人は各地域の受け入れ機関と臨地教育のあり方お

よび若手研究者教育環境に関して協議を行った。これにより、若手研究者派遣の環境整備はほぼ完了し

た。また、上記２．で述べたカイロ大学との共同企画に、担当教員2名を派遣した。 

 

４．プラクティカル・ランゲージ教育支援室の活動強化 （実施計画書における事業計画の７．） 

 本事業開始直後に立ち上げたプラクティカル・ランゲージ教育支援室は、派遣前・派遣後の語学学習

を可能にするべく、語学教材を収集し、利用に供するとともに、語学ラボとしても機能している。これ

を元に、研究科常置の「フィールドワーク・インターンシップ支援室」を開設した。また海外における

研究活動に欠くことのできないプラクティカル研究情報（現地の研究所・図書館等の情報、調査許可・

滞在許可のとり方、研究遂行に必要な人的ネットワーク形成のノウハウなど）を集積し、若手研究者の

国際的活動を積極的に支援するための協議を開始した。さらに、本事業で派遣された学生が成果報告と

して提出した「ワードバンク」をほぼ10倍に拡充し、『ヨルダン／パレスチナ関連用語集』として出版

するなど、成果公表にも務めている。 
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５．ITP語学セミナーの実施 （実施計画書における事業計画の８．） 

 懸案であったITP語学セミナー（プラクティカル・ランゲージ・セミナー）を、5月に開催した。ここ

では、キャリアパスに応じた現地語の習得についてのイメージを提供することを狙って、大学院生、助

教、准教授、教授それぞれが自らの経験に基づいた講演を行った。年度内にもう1回開催する予定であっ

たが、講師の都合により、次年度に延期されることとなった。 

 

６．ITPホームページの拡充 （実施計画書における事業計画の９．） 

 事業開始年度から公開を始めた ITP 独自のホームページを拡充し、さらなる成果還元を促進した。た

とえば、本事業の核であるプラクティカル・ランゲージについては、研究トピック別学術用語集のコー

ナー（「ワード・バンク」）を設置した。これは派遣院生が専門とする学術用語について、文字情報を公

開するだけではなく、音声情報を視聴できる画期的な試みである。また、上述のプラクティカル研究情

報についても公開を開始した。本事業は多様な地域・言語を対象としているため、世界の様々な地域に

向けて多言語で情報を発信することに力点をおいており、日本語、英語、フランス語、アラビア語とい

う 4カ国語によるホームページを公開している。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

 

まず、昨年度に引き続いて今年度の基本的方針を話し合う事務局会議を3名の教員と非常勤職員で4月3

日に行った。その後、平成21年3月末日までの間に7回の事務局会議(臨時を含む)と4回の担当教員会議(事

務局構成員に加えて、パートナー機関担当教員10名による会議)を開催した。昨年度に比べて、事務局会

議を2回減らしたのは、本事業が軌道に乗ってきており、メールや電話による日頃のやりとりを通じて頻

繁に情報交換で対応が可能になってきたからである。また、4月に対象となる大学院生のためにITP事業

の説明会を他の関連事業と合同で行った。  

 

１．海外パートナー機関10拠点への若手研究者派遣：インプット･レベル／アウトプット・レベル 

本事業の主目的である学生派遣については、前年度とは違って、募集を6月に一括して行うようにした。

インプットの対象である博士前期課程一年生も6月には対象地域を決めているという判断からである。そ

して、10月に追加募集を行った。どちらも、書類選考と面接により16名のインプット派遣者(主として予

備論文作成以前の大学院生対象)を選出した。内訳は以下の通りである。ヤウンデ第1大学2名（バカ語、

ジュラ語）(括弧内は習得言語、以下同様)、アジスアベバ大学1名（アリ語）、ナイロビ大学1名（ソマ

リ語、スワヒリ語）、カイロ大学2名（アラビア語）、ベトナム国家大学1名（ベトナム語）、タマサー

ト大学1名（タイ語）、ラオス国立大学1名（ラオス語）、ハサヌディン大学3名（インドネシア語）、発

展社会研究所4名(ヒンディー語)。本研究科及び東南アジア研究所のアジア・アフリカに広がる広範な学

術交流の結果として、予備論文作成段階の学生が現地語を現場で直接学んでいることがこの数値からも

明瞭に浮かび上がっており、本研究科のITP事業の独自性が遺憾なく発揮されている。そのことは中間評

価でも指摘されているとおりである。昨年度から始まったアウトプット派遣については、欧米諸国へ派

遣する制度がASAFASではじめであったこともあり、問い合わせが四件ありながら派遣には至っていない。

 

２．海外パートナー機関への担当職員・担当教員の派遣 

延べ5名の教員派遣、1名の職員派遣を行い、ITP事業の順調な進展に加えて、本学とパートナー機関と

のこれまでの学術交流を更に発展させる契機となった。また、教員に同行した職員にとっては、京都大

学にとって不可欠なアジア・アフリカ諸国との学術交流の進め方について現場感覚を身につける貴重な

機会となった。さらに各国の事情に応じた対応の不可欠さを認識する絶好の機会ともなった。内訳は以

下の通りである。教員：フランス国立科学研究センター1名、インドの発展社会研究所1名、エチオピア

のアジスアベバ大学1名、エジプトのカイロ大学2名、職員：発展社会研究所1名。本年度からパートナー

機関となった発展社会研究所には担当教員と職員を派遣して、協力関係の進展に努めた。 

インドの経済的台頭により、本研究科でもインド研究を志望する大学院生が増えており、本年度から

インドの発展社会研究所をパートナー機関として加えることができたのは学生のニーズに応えるという

点でも、また、本研究科、そして本学のインドの諸大学との国際交流を推進するという点でも非常にイ

ンパクトがあった。 

  

３．プラクティカル・ランゲージ教育支援室の活動強化 

 昨年度の12月に設置された「プラクティカル・ランゲージ教育支援室」が本格的に始動した。このこ

とで、ITP派遣前、派遣後の若手研究者が日本国内においてプラクティカルな現地語習得をする場を提供

することができるようになった。昨年度から世界各地より収集してきた現地語習得のための書籍をITP

事業に参加した大学院生を中心として読めるような知的空間を作り上げることができただけでなく、世

界各地から収集したビデオ、VCD、DVDを通じた現地語の習得も可能なオーディオ・ビジュアル空間とな

っている。今年度は、日本では入手困難なアフリカの諸言語習得のための書籍などを集中的にそろえる

ことができた。 

 

４．国際会議等における外国語による成果公開促進 

 カイロにおいて本事業による国際会議を始めて行い、そこでは、担当教員 2 名に加えて、ITP 派遣学

生 2 名も発表を行った。下記「４－３．学術面の成果及び成果の発表状況」で述べるように、インプッ

ト・レベルおよびアウトプット・レベルで派遣を行った複数の学生が、英語による論文執筆・口頭発表

を行った。 

 

 

５．ＩＴＰホームページの拡充 
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 昨年度までに公開していた日本語・英語・フランス語によるホームページに加えて、アラビア語によ

るホームページも立ち上げた。本研究科の ITP が多言語習得の機会を提供していることを明瞭に示すも

のである。また、インプット・レベル、アウトプット・レベルで派遣を行った学生による日本語の報告

書だけでなく、習得した言語による報告書も掲載され、さらに各派遣学生が作成した現地語の音声入り

単語集も徐々に整備できるようになった。 
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４．平成２１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 

京都大学は、国際戦略の中核の一部として「アジア・アフリカ地域との交流拡充（フィールドサイエ

ンスの伝統に立脚した研究教育の新たな展開）」を謳っており、その一環として、研究科および研究所で

は、フィールドとなるアジア・アフリカ諸国における拠点形成、調査・研究を強力に推進してきている。

研究所がバンコク、ジャカルタに設けている現地連絡事務所、研究科がアジア・アフリカに設置した合

計 14箇所のフィールド・ステーションは、他部局の若手研究者の現地調査の拠点ともなっており、京都

大学全体としての学術推進に役立っている。これら拠点を利用し、現在事業推進中の ITP、グローバル

COE プログラム「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」（平成 19-23 年度）、大学院教育改革支

援プログラム「研究と実務を架橋するフィールドスクール」（平成 20-22 年度）の３つを有機的に連関さ

せることで、効率的な若手研究者育成を行うべく努力している。 

具体的には、4 月にこれら３プログラムの合同説明会を開催し、研究科および研究所が、全体として

どのような若手研究者海外派遣システムを構築しているかを説明し、若手研究者がこれらを効果的に組

み合わせて研鑽に努めることができるように試みた。また、改革プログラムとの連携により、「カメルー

ン・フィールドスクール」において、ITP パートナー機関であるヤウンデ第一大学教員の講演をして頂

くことが可能となった。また、平成 20年度に ITP インプット・レベルで派遣された学生が、このフィー

ルドスクールに参加し、流暢なフルベ語を用いて現地研究者との仲介役を果たし、後輩の学生たちに大

きな刺激を与えたことも特記に値する。 

また、本事業による現地研修を大学院の教育システムの中に位置づけており、「臨地語学演習 I」（イ

ンプット・レベル用）、および「臨地語学演習 II」（アウトプット・レベル用）の単位を付与している。

さらに、ITP事業を推進する母体となるプラクティカル・ランゲージ教育支援室は、単に若手研究者を

海外に派遣するだけでなく、派遣前・派遣後の教育・研究支援を行っている。現地語語学教材を収集し、

利用に供するだけでなく、海外のフィールドで調査を行う際に必要な情報の収集にも努めている。 

なお、若手研究者をフィールドに派遣する際には、安全確保が最重要である。本年度も、インドの発展社

会研究所に大学院生派遣中の 2月に同地でテロが発生し、またタイのタマサート大学に大学院生派遣中の

3月に同地で大規模な反体制デモが発生したため、すぐに連絡をとり、安全を確認している。研究科では、

本事業の派遣者全員に旅行保険加入を義務付けるとともに、必要な場合には教員が救援に向かえるような

保険(JC-SOS)にも加入すると同時に、緊急時対策マニュアルを策定し、万全の態勢を整えている。 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

双方向的交流の実現と協力体制構築という点からすれば、アジスアベバ大学、ボツワナ大学、ナイロ

ビ大学との協力が際だった。まず、アジスアベバ大学からは合計 11 人の研究者を JSPS や JASSO の支援

を受けて客員教授や外国人研究員として招聘して、協力関係が深化した。加えて、在日エチオピア全権

大使、科学技術庁長官、知的財産省員が本研究科を訪れて日本とエチオピアの科学技術交流を進展させ

る話し合いを持つに至っている。昨年度に新たにカウンターパートナー機関となったボツワナ大学から

は、二人の研究者が本研究科を訪問して研究協力の進展について話し合いを行っただけでなく、駐日ボ

ツワナ大使、ボツワナ大学国際教育・パートナーシップ担当教員が本学を訪れて、本学理事と学術交流

協定などについて話し合いを行った。ナイロビ大学からは、パートナー機関のアフリカ研究所所長を本

研究科に招聘して協力体制全般についての話し合いを行うことができている。 

タマサート大学に関しては、東南アジア研究所が今年度から JSPS「アジア研究教育拠点事業」を開始

したこともあり、6 月にはチュラチープ副学長を、また 9 月に開催された「東南アジアセミナー」には

若手研究者３名を、そして 2 月に開催されたワークショップにはチュラチープ副学長および若手研究者

1名を招へいし、学術交流を進展させた。 

ハサヌディン大学からは、学長以下 5名が本学を訪れて、大学間交流協定の締結に向けた話し合いを継

続して進め、また、同大学の若手研究者を担当教員のいる地域研究統合情報センターが招聘外国人研究員

として引き受けた。本研究科の JSPS 大学院教育改革プログラムにより、本研究科の大学院生三名がハサ

ヌディン大学で発表するだけでなく、次年度には、本学が創設したインドネシア同窓会 HAKU が主催する

京都大学・東南アジアフォーラムをハサヌディン大学が実施することが決まり、一層の協力体制が進展す

る。 

カイロ大学とは、担当教員がパートナー機関の所長と意見交換するのみならず、2010 年 2 月に「ITP

アラビア語ワークショップ」を共催した。本事業における最初の国際会議となった。 

昨年度に新たにカウンターパートナー機関となったヤウンデ第一大学には、担当教員が語学研修計画に

ついて話し合うだけでなく、本研究科の院生 4 名を派遣した。加えて、本研究科の JSPS 大学院教育改革
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プログラムであるカメルーンでのフィールドスクールにヤウンデ第一大学の教員に講演者として参加し

てもらった。同様に昨年度にカウンターパートナー機関となったベトナム国家大学に 1名の学生を派遣す

るだけでなく、長期留学生も送り込んだ。 

インドの発展研究所が 2009 年度から新しいカウンターパート機関となったことから、担当教員および

職員が同研究所を訪問して研修計画の話し合いをすると同時に、今後の協力体制構築についても話し合い

を行った。新設される中国研究所との MOU 締結の可能性も話題に上った。 

ラオス国立大学には、担当教員が訪れて副学長と一層の協力関係の充実のための話し合いを行った。 

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。） 

   「別紙参照」 

    

４－４．今後の課題・問題点 

事業の第 3 年度にあたる平成 21 年度は申請書および実施計画書で本年度の目標として据えた課題をほ

ぼ達成しえた。事業の第 4 年度にあたる平成 22 年度は、漸次アウトプット型教育に移行するという本事

業の計画の一環として、アウトプット型の若手研究者派遣や海外での共同企画シンポジウムを開催するこ

とに事業の重点を置く。同時にこれまでに集積した各種の資料をさらに活用するために、プラクティカ

ル・ランゲージ教育支援室の活動をさらに推進していく。具体的には以下の課題が考えられる。 

 

１．海外パートナー機関への若手研究者派遣 

インプット・レベルでは、南アジアの発展社会研究所にも平成 21 年度から学生の派遣を開始した。ア

ジア・アフリカの全 10拠点に若手研究者を派遣する体制が整ったので、平成 22 年度も引き続きこれらの

海外パートナー機関に若手研究者の派遣を行う予定である。また各パートナー機関の担当教員が先方の受

入教員らと電子メール等を通じて連絡を取り合い、授業の質をさらに向上させていくための方策を検討し

ていくことが必要である。またインプット派遣を修了した若手研究者がさらに高いレベルでの語学学習を

望んだ場合に、それに答えるような方策をさらに充実していくことが望まれる。 

アウトプット・レベルでは、英仏のパートナー機関での活動が諸般の事情から遅れている。これらに博

士課程もしくはポスドクの研究者を若干名派遣し、国際発信力の強化をさらに推進することが期待され

る。 

２．成果公開の促進 

本事業は、事業の進行とともに漸次アウトプット型教育に移行することを計画している。そこで第４年

度にあたる平成 22 年度は、若手研究者による国際的な舞台での発表の機会の創出・発表の支援をさらに

拡充していく必要がある。また授業や他のプロジェクト等との連携を深めつつ、外国語論文の執筆を指

導・支援するための制度をさらに拡充していくことも望まれる。こうした課題に応えるために、平成 22

年度はアジア・アフリカで国際ワークショップを主催し、これまでの ITP 派遣者をはじめ、京都大学の若

手研究者、担当教員、パートナー機関研究者などが発表を行う企画を予定している。また国際会議発表原

稿のブラシュアップ支援を実施して、国内外での語学セミナー、国際学会、国際ワークショップでの若手

研究者による発表を支援する予定である。 

３．プラクティカル・ランゲージ教育支援室の活動強化 

これまでにアジア・アフリカ地域研究科内にプラクティカル・ランゲージ教育支援室のためのスペース

を確保し、映像・音声機材を配備した語学ラボを設置した。本事業で収集してきた映像・音声資料をいっ

そう活用するためには、今後も教育基盤の整備をさらに進めていくことが大切である。 

またプラクティカル・ランゲージ教育支援室は、プラクティカル・ランゲージの習得に加えて、海外に

おける研究活動に欠くことのできないプラクティカル研究情報のセンターとしての機能を果たすことも

ねらっている。これまでに集積してきた現地の研究所・図書館等の情報や、調査許可・滞在許可のとり方、

研究遂行のために必要な人的ネットワーク形成のノウハウ、派遣国での政変等に対する危機管理対策など

について、情報を公開・活用していくための体制を拡充していくことが望まれる。 
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４．ITP 語学セミナーの実施 

平成 21 年度事業計画で予定していた語学セミナーの一部が、発表予定者の都合により平成 22年度にず

れ込むこととなった。平成 22 年度は、研究科の必修科目である「地域研究論」および「地域研究演習」

と連動させて年３回程度の語学セミナーを実施し、担当教員およびインプット、アウトプット・レベル修

了者が中心となってプラクティカル・ランゲージ習得のためのノウハウについて議論する予定である。 

５．ホームページの拡充 

本事業では、日本語・英語・フランス語・アラビア語 4カ国語による独自のホームページがすでに立ち

上げてある。事業による成果を集積するとともにその公開・社会還元を促進していくために、これらのホ

ームページをさらに拡充していくことが望まれる。派遣報告および研究トピック別学術用語集（ワード・

バンク）のコーナーは順次情報を公開・集積していく予定である。またプラクティカル研究情報の公開も

さらに推し進める。 

 

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 

ヤウンデ第１大学 

(カメルーン) 

2009.7.19- 

2009.11.13 

(118 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 1年 

アジスアベバ大学 

(エチオピア) 

2009.7.26- 

2010.1.26 

(185 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 2年 

カイロ大学 

（エジプト） 

2009.7.28- 

2009.10.14 

(79 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 1年 

ナイロビ大学 

（ケニア） 

2009.8.14- 

2010.1.15 

(155 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 1年 

発展社会研究所 

（インド） 

2009.9.30- 

2010.3.23 

(175 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 2年 

ラオス国立大学 

(ラオス) 

2009.11.1- 

2010.3.16 

(136 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 1年 

ハサヌディン大学 

（インドネシア） 

2009.11.10- 

2010.3.14 

(125 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 1年 

発展社会研究所 

（インド） 

2009.11.18- 

2010.2.17 

(92 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 5年 

タマサート大学 

（タイ） 

2009.11.23- 

2010.3.12 

(110 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 1年 
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ベトナム国会大学 

ハノイ校 

(ベトナム) 

2009.11.23- 

2010.3.30 

(128 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 1年 

ハサヌディン大学 

（インドネシア） 

2009.12.2- 

2010.2.28 

(89 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 2年 

カイロ大学 

（エジプト） 

2009.12.10- 

2010.3.18 

(99 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 1年 

ハサヌディン大学 

（インドネシア） 

2009.12.16- 

2010.3.14 

(89 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 1年 

発展社会研究所 

（インド） 

2009.12.19- 

2010.3.20 

(92 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 3年 

発展社会研究所 

（インド） 

2010.1.11- 

2010.3.21 

(70 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 1年 

ヤウンデ第１大学 

（カメルーン） 

2010.1.15- 

2010.3.20 

(65 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

一貫制博士課程 1年 

 

 

６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

アジスアベバ大学 

＜ エ チ オ ピ ア ・  

アジスアベバ＞ 

2009.7.26- 

2009.8.8 

(14 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

准教授 

発展社会研究所 

＜インド・デリー＞ 

2009.7.28- 

2009.8.4 

（8 日間） 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

准教授 

フランス国立科学研究セ

ンター 

＜フランス・パリ＞ 

2010.1.15- 

2010.1.21 

(7 日間) 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

准教授 

発展社会研究所 

＜インド・デリー＞ 

2009.7.28- 

2009.8.4 

（8 日間) 

京都大学 

東南アジア研究所等事務部 

教務掛員 
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