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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）イェール・東大イニシアティブを基盤とした日本学関連若手研究者国際育成プログラム 

 

（英文）Human Resource Development of International Young Scholars in Collaboration with the 
“Todai-Yale Initiative” 
 

【申請大学】 
大学名（和文）                              

東京大学 

      (英文)  

The University of Tokyo 
大学長氏名 

 

濱田 純一 

 

【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 大 学 

 

  

（英文）  

The University of Tokyo 
 

  

専攻等名（和文）  

国際連携本部 

 

 

(英文)  

Division for International Relations 
 

 

【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）  

 

 

 

(英文)  

 

 

 

【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)  

 

 

 

【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。） 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 

 

 

 



    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） 

2 

専攻等名（和文）  

イェール大学人文理工系大学院 

イェール大学国際事務所 

  

(英文)  

Yale Graduate School of Arts and Sciences 
Office of International Affairs, Yale University  

 

機関名 （和文）                            

イェール大学 

 

（英文） 

 

Yale 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２１年度の事業目標達成状況 

 

（1）目標 

1)国際的対応能力を有する社会科学・人文学分野の若手研究者養成 

 ｢東大-イェール・イニシアティブを基盤とする日本学関連若手研究者国際育成プログラム｣の目

的は、教授・准教授を中心とした日本研究及び日本に関連する社会科学・人文学の研究教育活動の

ための拠点である東大-イェール・イニシアティブ(2007 年 9 月開設)を基盤に、当該分野の若手研

究者のイェール大学における研修・研究体制を確立し、国際的対応能力を有する若手研究者の養成

を図ることにある。若手研究者は、東大-イェール・イニシアティブの学術活動に積極的に参加す

る。本プログラムは、イェール大学における日本研究展開計画と対応し、米国における日本研究の

拠点形成に参画するものである。 

2)東京大学独自の若手研究者派遣システムの基礎の構築 

 東京大学は、東大-イェール・イニシアティブを大学の自己資金により開設し、同時に米国にお

いて基金を設立し、イェール大学と協同して米国における日本・日本関連の社会科学・人文学研究

展開の持続的拠点とする。若手研究者の派遣に関しては、本プログラムにより、制度・予算におい

て保証された安定的な開始をはかり、プログラム終了後の若手研究者派遣システムの運営の基礎を

築く。 

 

(2)派遣計画 

1)若手研究者(DC･PD)：2007-2008 大学年から 2011-2012 大学年の 5 年間に、毎大学年に 2 名ずつ

10 か月(2007-2008 大学年は 6か月)、計 10 名派遣する。 

2)助教： DC・PD のメンター役として、毎大学年に助教を 1名、6か月、計 5名派遣する。 

3)Yale Summer Session：MA･DC･PD を 2008 年からの夏期講習(Yale Summer Session)に、合計 10

名派遣する。 

 

(3)実施体制と選考方法 

1)国際連携本部に設置した、イェール大学若手研究者派遣プログラム実施委員会が、本学からイェ

ール大学への若手研究者派遣に係る包括的な責任を持つ。国際連携本部長を委員長、担当教員・担

当職員を委員とする。 

2)総長の下に設置している東大-イェール・イニシアティブ委員会により、派遣若手教員の学内公

募に基づいた選考を実施する。選考委員会は担当教員で組織する。 

 

(4)イェール大学との共同企画の実施 

東大-イェール・イニシアティブが、イェール大学の教員と共同で企画するオムニバス講義・ワー

クショップ・シンポジウム等に、派遣若手研究者も積極的に参加し、研究成果の発表を行う。 

 

(5)Ｈ２１年度の事業目標達成状況 

 平成 21 年度については、平成 20年度からの継続で 2名の博士課程学生、新規で 1名の博士課程

学生、2 名の助教を長期で派遣した。また、イェール・サマーセッション 2009 に修士課程学生 4

名を派遣した。 

委員会による選考の結果、今年度は長期派遣者の人数について当初の計画（若手研究者２名、助

教１名）から変更があった。しかしながら、長期派遣の派遣手続きならびに、サマーセッションへ

の大学院生の派遣については、計画に沿って実施された。 

また、平成 21 年度もイェール大学との共同企画が複数実施され、若手研究者がそれらの共同企

画に参加するのみでなく、発表の機会を得るなど、イェール大学、東大―イェール・イニシアティ

ブと本プログラムの連携はよりいっそう進んでいる。 

以上のことから、本プログラムはイェール大学における本学の拠点形成に貢献し、国際的な若手

研究者を養成するという目標を相当程度、達成できたと言える。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

(1)実施体制 

昨年度に引き続き、文理融合領域（情報学環、農学生命科学研究科、新領域創成科学研究科、先

端科学技術研究センター）からも東大―イェール・イニシアティブ委員会委員を選出することとし

た。その結果研究者の選考、派遣を行うことが幅広い領域にわたって可能となるなど、ＩＴＰによ

る人材育成の一層の充実化が進んだ。 

  

(2)実施事業 

1)若手研究者 1名の公募、選考、派遣 

 平成 21年 2月 2日、学内全部局に、「イェール大学若手研究者派遣プログラム 2009-2010 若手研究者 募

集要項」を通知した。 

5 月初旬までに書類審査、面接審査により若手研究者 1 名（市川 紘子）を選考し、イェール大

学大学院の Visiting Assistant in Research(VAR) Program に推薦、受入の承認を得て、9 月に派

遣を行った。 

 また、平成 20 年度からの博士課程学生 2 名は 6 月に派遣を終了した。うち 1 名は、今後もイェ

ール大学において研究を継続するため、あらためて渡航を予定している。 

 

2)助教 2名の公募、選考、派遣 

 平成 21 年 2 月 2 日、学内全部局に、「イェール大学若手研究者派遣プログラム 2009-2010 助教 募集

要項」を通知した。 

 5 月初旬までに書類審査、面接審査により助教 2 名（中島 直人、大田 省一）を選考し、イェ

ール大学 McMillan Center の客員研究員に推薦、受入の承認を得て、9 月から派遣を開始、3 月中

旬に終了した。 

   

3)イェール サマーセッション 2009 参加者の公募、選考、派遣 

 平成 21 年 2 月 2日、経済学研究科、総合文化研究科、教育学研究科、新領域創成科学研究科に、

「イェール大学若手研究者派遣プログラム イェール・サマーセッション 2009 募集要項」を通知した。 

 4 月初旬までに書類審査により修士課程学生 4 名（加藤 恵理、野村 奈央、小田 頼子、小坂

井 真季）を選考し、7月から 8月にかけてサマーセッションに派遣した。 

 

4)イェール大学との共催シンポジウム・ワークショップ 

・2009 年 4月 17 日：「茶の旅路：日本の茶文化今昔」シンポジウムの開催 

・2009 年 5月 25 日： “Two Perspectives on the ‘Thing’ in Poetry: Where Fenollosa and 

Pound Diverge”の開催 

・2009 年 10 月 23 日～10 月 30 日：イェール大学図書館における日本史料に関する報告会の開催 

・2010 年 2月 4 日、2月 23 日：政治経済ワークショップの開催 

・2010 年 2月 16 日、3月 2日 派遣助教による連続講義の実施 

  

 ※ 詳細については、9～13 ページを参照 
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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 

平成 20 年度からの派遣者（博士課程学生 2名）に加え、新たに大学院博士課程学生 1名をイェ

ール大学大学院の Visiting Assistant in Research(VAR)として派遣し、助教 2名を McMilan Center

に客員研究員として派遣した。派遣者からは、派遣終了時および 3月末時点の研修成果報告(本実

施報告書に添付)の提出を得て、それぞれ有意義な研修を行っていることを確認した。また今年度

から、これまでイェール大学に派遣された若手研究者にアンケートを実施し、派遣後の成果（国

際会議での発表、学術雑誌等への論文の発表など）について定期的に確認することで、本プログ

ラムによる若手研究者の育成状況をより具体的に把握するよう努めている。 

昨年に引き続き 2009 年も、若手研究者により多くの国際的な研鑽の機会を提供するため、イェ

ール・サマーセッションへの大学院生の派遣を実施した。この短期派遣を通じ、大学院に入学し

て間もない学生が海外大学の研究環境や英語による授業を体験し、論文の書き方などを学ぶこと

で、長期の留学や英語での論文執筆、外国人研究者との交流や共同研究をより身近なものと感じ

るものが増えてきている。また、サマーセッションの参加者に対し、長期派遣プログラムについ

て説明し、派遣者のイェール大学での研究や生活について理解を深めてもらうことで、今後の長

期派遣へ繋がるよう取り組んでいる。 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

東京大学とイェール大学の学術交流に基づいて 2007 年 9 月に設置された東大ーイェール・イニ

シアティブには、教員 2 名が派遣されており、学内にオフィスを設置し恒常的な活動を行ってい

る。このオフォスを核として、イェール大学国際事務所、東アジア研究協議会(Council on East 

Asian Studies)、McMillan Center(国際関係論・地域研究)との緊密な協力関係を築き、若手研究

者・助教の安定的な受入環境の確立、若手研究者の参加する研究企画の実施が可能となっている。

イェール大学との協力体制が構築されていることを示す具体例として。事業実施概要４）で述べ

た派遣助教 2名による連続講義が挙げられる。 

このように、本学とイェール大学各部局との協力体制はより密接になっており、本ＩＴＰを継続、

発展させていく基礎が固められたと言えるだろう。 
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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。） 

市川 紘子（H21 年度派遣・若手） 国際会議における発表（予定） 

1.Hiroko Ichikawa, “ The US public diplomacy by using radio toward Asia in the end of cold war,”  
“ Voice of America and USIS Films: U.S. Cold War and Aftermath in Asia-Pacific Region,”  American 
Studies Association, Annual Meeting, “ Crisis, Chains, and Change: American Studies for the 21st 
Century,”  November 18-21, 2010, San Antonio, TX, USA.(査読有、口頭発表、発表申し込み受理済） 

2.Hiroko Ichikawa, “ Historical Analysis of Attempts of Theorizing Public   Diplomacy”  The Sixth 
International Conference on Cultural Policy Research, Jyväskylä University, Jyväskylä, Finland, August 
24-27, 2010, International Conference on Cultural Policy Research, 2010.（査読有、口頭発表、発表申し
込み受理済） 
中島 直人（H21 年度派遣・助教） 国際会議における発表（予定） 

国際都市計画史学会大会、2010 年 7 月（発表申込受理済み） 
“ Art Commission Movement in American, British and Japanese Planning History; An Institutional 
Development of Civic Art (1890-1945)”  
宮園 健吾（H20 年度派遣・若手） 雑誌への論文の発表 
題名：“ Paraconsistent Web of Belief” 掲載誌名：論集 発行所：東大哲学研究室 

（2009 年発行、査読有） 

 

※ 助教ならび若手研究者の派遣については別添１「派遣者報告書」を参照 

※ イェール・サマーセッションへの派遣については別添２「派遣者報告書」を参照 

※ 東大ーイェール・イニシアティブ全体の活動については下記 URL を参照 

  http://todai-yale.jp/index_jp.html（和文） 

  http://todai-yale.jp/index.html  (英文） 

４．今後の課題・問題点 

中間評価での指摘を受け、今後事業を実施するにあたり、以下の点が課題となる。 

1）長期派遣プログラム（助教・若手研究者）への応募者数拡大を図るために、派遣期間の見直し、募集

時期の前倒しなどを検討する。 

2）広報活動強化の一環として、東大―イェール・イニシアティブのホームページの活用を図る。本学内

の他の教育研究ネットワークとのリンク、派遣若手研究者による現地報告、イェール大学の関連機関紹

介などにより、内容を充実させる。 

3）本学とイェール大学の協力体制をより一層強化するために、次年度以降、本学に設置された委員会と

イェール大学の Council on East Asian Studies との協力関係の強化を図り、今後の共同研究につ

ながるような研究分野のマッチングを行うとともに、ニューヘイヴンと東京で随時イベント等を計

画する。 
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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 

平成 20 年度継続派遣   

イェール大学大学院 

米国・コネチカット州 

平成21年 4月 1

日～6 月 23 日

（ 2009.6.20 ～

2009.6.23 は私

費滞在） 

東京大学・人文社会系研究科 

博士課程１年 

 

イェール大学大学院 

米国・コネチカット州 

平成21年 4月 1

日～6月 15 日 

東京大学・総合文化研究科 

博士課程３年 

平成 21 年度新規派遣   

イェール大学 

米国・コネチカット州 

平成 21 年 9月

25 日～平成 22

年 3月 23 日 

東京大学・工学系研究科 

助教 

イェール大学 

米国・コネチカット州 

平成 21 年 9月

16 日～平成 22

年 3月 16 日 

東京大学・生産技術研究所 

助教 

イェール大学大学院 

米国・コネチカット州 

平成21年 9月 4

日～平成22年7

月 5 日

（2010.6.20～

2010.7.5 は私

費滞在） 

東京大学・学際情報学府 

博士課程４年 

イェール大学大学院 

米国・コネチカット州 

（イェール・サマーセ

ッション） 

平成21年 7月 4

日～8月 7日 

東京大学・総合文化研究科 

博士課程１年 

イェール大学大学院 

米国・コネチカット州 

（イェール・サマーセ

ッション） 

平成21年 7月 4

日～8月 23 日 

（2009.8.9～

2009.8.23 は私

費滞在） 

東京大学・総合文化研究科 

博士課程２年 

イェール大学大学院 

米国・コネチカット州 

（イェール・サマーセ

ッション） 

平成21年 7月 4

日～8月 8日 

東京大学・教育学研究科 

修士課程１年 

イェール大学大学院 

米国・コネチカット州 

（イェール・サマーセ

ッション） 

平成21年 7月 4

日～8月 7日 

（2009.8.9～

2009.8.20 は私

費滞在） 

東京大学・新領域創成科学研究科 

修士課程２年 
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