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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）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）  

戦略研究センター 
 

(英文)  

Center for Strategic Studies (CSS) 

 

専攻等名（和文）  

社会科学部 
 

(英文)  

College of Social Science 
 

 

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）  

ヨルダン大学 

 

 

（英文） 

 

Jordan University 
 

 

機関名 （和文） 

 

 

アジスアベバ大学 

 

 

（英文） 

 

Addis Ababa University 
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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 
 

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 
 

 

機関名 （和文）  

ナイロビ大学 
 

 

 （英文） 

 

University of Nairobi 
 

 

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 
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専攻等名（和文）  

 

(英文)  

 

 

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２３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5年度にあたる平成23年度は、引き続きインプット型・アウトプット型の派遣を推進した。パ

ートナー10機関にインプット・レベルの若手研究者14名、2機関にアウトプット・レベルの若手研究者1

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機能を、研究科フィールドワーク・

インターンシップ支援室に一元化し、活動を行った。さらに、平成24年9月の事業完成まで最後の1年を

切ったことから、平成23年12月に総括シンポジウムを共同企画として実施した。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12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14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、英国の1機関に派遣を行った。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。これまでに、67名

がITPによる海外研修を行い、その内47名が上記単位を取得している。 

２．国際会議等における外国語による成果公開促進・共同企画 （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。

まずは、共同企画として、エジプト・カイロ大学、インドネシア・ハサヌディン大学の協力のもと、ITP

総括シンポジウムを平成23年12月2‐3日に京都で開催し、のべ88名の若手研究者が研究成果を、英語・

フランス語・アラビア語・インドネシア語で発表した。（共同企画については、下記「８．共同企画実

施状況」参照。） 

その他にも、韓国地中海研究所との共催による英語の研究会（Joint Seminar: Unity and Diversity of 

Meditteranean World）を平成24年1月31日に開催したほか、「４－２．海外パートナー機関との協力体

制構築状況」で述べるとおり、ナイロビ大学・ハサヌディン大学・カイロ大学・発展社会研究所等の海

外パートナー機関と協力して研究会を催し、成果公開を促進した。 

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．フィールドワーク・インターンシップ支援室の活動強化 （実施計画書における事業計画の５．） 

 プラクティカル・ランゲージ教育支援室を母体に研究科常置の組織として発足した上記支援室は、本

ITP事業の目的である 1．現地語習得および 2．研究成果の国際発信を中心としつつ、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）の成果をも取り込んだ研

究科主体の運営を行った。 

 これに伴い、平成22年度までに設けた「アジア・アフリカ臨地演習I」「同II」「同Ⅲ」、「臨地語学演習

I」「同II」に加え、「研究発信トレーニングI」「同II」を新たに単位化し、フィールドワークに基づく調

査研究とその成果公開をさらに積極的に推し進めた。上記２．の京都における共同企画の発表者にも、

希望に応じて「研究発信トレーニング」を受講させ、外国語における研究発信能力の向上に努めた。 

４．ITP語学セミナーの継続 （実施計画書における事業計画の６．） 

 一昨年度から開始したITP語学セミナー（プラクティカル・ランゲージ・セミナー）を、引き続き5月、

7月の2回開催した。また、上述の総括シンポジウム（共同企画）は、この語学セミナーの効果を実際に



    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２３年度実施報告書 

（平成２３年度） 

7 

試す場として有効に機能した。 

５．ITPホームページのさらなる拡充 （実施計画書における事業計画の７．） 

 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」）を設置している。これは派遣された若手研究者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。これまでに派遣さ

れた若手研究者によるデータの蓄積は、本年度末までにすべてホームページ上で公開した。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。 

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

 治安に不安の残るエジプトに代えてアラビア語研修国に選んだヨルダンには、教員 1 名を派遣し、学

生の安全な現地研修実施に留意した。また、現地においてアラビア語学習の指導を行った。 
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３．平成２３年度 年度事業実施概要 

4月 8日に、本年度最初の事務局会議を 3名の事務局担当教員と 2名の非常勤職員で行った。その後、

平成 24年 3月末までに合計 5回の事務局会議と 3回の担当教員会議（事務局担当教員に海外パートナー

機関担当教員 10名を加えた会議）を行った。例年通りの事務局会議に加え、総括シンポジウムのための

運営委員会会議（事務局担当教員と海外パートナー機関担当教員 5 名に、研究員、事務局担当、院生そ

れぞれ 1名を含めた会議）を計 8回行い諸業務に対応した。また、4月 20日に、海外での語学研修・調

査に関する若手研究者向け 4プロジェクトに関する合同説明会を行い、若手研究者が効率的に語学習得、

海外調査をできるようにアドバイスをした。また今年度は平成 23 年 12月に ITP総括シンポジウムを開

催しており、このシンポジウムの準備等のため、研究科でマッチングファンドを用意し、6 月から研究

員を 1名雇用した。 

 

１．海外パートナー機関 7拠点への若手研究者派遣 

 本事業の主目的である学生派遣については、5月末（5/30～6/3）に募集を行った。書類選考と面接に

より、インプット・レベル 14名とアウトプット・レベル 1名を派遣した。内訳は以下の通りである。ア

ジスアベバ大学（エチオピア）1名、ナイロビ大学（ケニア）5名、ボツワナ大学（ボツワナ）2名、発

展社会研究所（インド）3名、ハサヌディン大学（インドネシア）2名、ヨルダン大学（ヨルダン）1名、

ロンドン大学・東洋アフリカ研究所（イギリス）1 名。アウトプット派遣については一昨年度、昨年度

に続いての派遣であり、研究発信能力の集中的なトレーニングも順調に継続している。 

２．国際会議などにおける外国語による成果公開促進・共同企画 

 本年度は、12 月に ITP 総括シンポジウムを開催し、本事業により派遣された学生 57 名が参加した。

本シンポジウムではアウトプット派遣された学生を中心に、それぞれの研修言語（英語、フランス語、

アラビア語、インドネシア語）で５つのパネルセッションを企画し、国内外からの研究者と議論を行っ

た。これにより当プログラムが目指してきた若手研究者の研究発信能力の向上を、成果として十分示せ

たと自負している。また、インプット派遣された学生は、英語での口頭発表（12名）とポスター発表（16

名）を行っている。本シンポジウムでは、以上のような研究成果の発表だけにとどまらず、派遣学生の

個々の研修言語での発信能力を示すことも試みた。まず 30名の派遣学生が事前にビデオ撮影に参加し、

現地語で話している様子を撮影しており、その映像（英語の字幕付き）をシンポジウム期間中に上映し

た（添付 DVD 参照）。他にも、25 名の学生が現地の写真と写真の説明文（研修言語及び英語）の展示を

行っている。ITPではこの他、「研究発信トレーニング I」、「同 II」を新たに単位化し、学生の研究発表

を積極的に支援した。上述の総括シンポジウム発表者にも、「研究発信トレーニング」の受講を勧め、外

国語による研究発信能力の向上を押し進めた。 

３．海外パートナー機関への担当教員の派遣 

今年度は、エジプト情勢が引き続き不安的なことからヨルダン大学を新たに海外パートナー機関に加

えており、ヨルダン大学への学生派遣に際しては、学生の受け入れ態勢確認のため本研究科の長岡准教

授を派遣した。 

４．フィールドワーク・インターンシップ支援室の活動強化 

昨年度、プラクティカル・ランゲージ教育支援室及び改革プログラムを母体として「フィールドワー

ク・インターンシップ支援室」が研究科の常設機関として発足し、研究科主体の運営が行われてきた。

今年度はプラクティカル・ランゲージ教育支援室に所蔵している語学学習のための書籍、ビデオ、VCD、

DVD（累計 1000点以上）を更に充実させるために世界各地から教材を積極的に収集した。「フィールドワ

ーク・インターンシップ支援室」の語学ラボとしての機能は、学生の派遣前、派遣後の語学研修をスム

ーズに継続させるために効果的に機能している。 

５．ITP語学セミナーの実施 

 一昨年度から開始した 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 月と 7 月

の 2回開催した。今年度は 12月に行われた総括シンポジウム（共同企画）の準備のため、セミナーの開

催数は少なかったが、派遣学生は本シンポジウムをこれまで行ってきた語学セミナーで得た成果を実践

する機会として捉え、積極的に研究発信を行った。 

６．ITPホームページの拡充 

事業開始年度から始めている研究トピック別学術用語集（ワード・バンク）は引き続き拡充を続けて

おり、派遣修了生たちが提出したデータの入力を行ってきた。また、彼らの報告書も日本語、英語、現

地語で掲載する作業を引き続き行った。これまでに派遣された若手研究者によるデータの蓄積は、本年

度末までにすべてホームページ上で公開している。 
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４．平成２３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、アジア・アフリカ地域

研究研究科および東南アジア研究所では、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）、組織的な若手研究者等海外派遣プログラム「地域と世界を架橋する東南アジア研究

の展開を目指す若手研究者海外派遣」（平成 21-23 年度）、頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プ

ログラム「アジア・アフリカ地域を理解するためのトライアンギュレーション・プロジェクト」（平成

22-24年度）の 4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、昨年度同様、4月にこれら 4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、京都において開催した ITP 総括

シンポジウム（共同企画）では、これまでに ITP事業で派遣された若手研究者総数 67名に対し、複数の

企画における発表も含め、のべ 88名が外国語による発表を行った。ここで特記すべきは、通常の国際会

議のように英語のみを国際公用語とするのでなく、本事業が開始当初から謳っているとおり、フランス

語・アラビア語（さらにインドネシア語）によるセッションも組まれ、若手研究者が当該言語で研究発

表と活発な議論を行ったことである。 

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。

今年度から研究科の講義として開設された「研究発信トレーニング I」および「研究発信トレーニング

II」は、外国語（主として英語）による研究発信力を涵養するものであるが、上記 ITP 総括シンポジウ

ム（共同企画）発表者にはその積極的な活用を奨励した。 

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（上部組織として、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）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引き続き努めている。 

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、エジプトに代

えてアラビア語研修国に選んだヨルダンには、教員1名を派遣し、学生の安全な現地研修実施に意を用い

た。研究科・研究所では、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(日本アイラック)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 

今年度特筆すべきは、平成 23年 12月に共同企画として開催した総括シンポジウムにおいて、これま

での ITPの取り組みの成果を示せたことである。海外パートナー機関との連携・協力体制構築の具体例

として、エジプト・カイロ大学とインドネシア・ハサヌディン大学から研究者を招聘し、言語別のセッ

ション（英語、フランス語、アラビア語、インドネシア語）に参加してもらい質の高い議論を行うこと

ができた。 

 他にも海外パートナー機関との協力体制強化の一環として、平成 23年 12月 3、4日にナイロビにおい

て国際シンポジウム「Conflict Resolution and Coexistence through Reassessment and Utilization of 

“African Potentials”」を行い、アフリカの 5カ国から 10人の研究者を招聘し、海外パートナー機関

であるナイロビ大学からも教員の参加・協力を得た。次にボツワナ大学は、アジア・アフリカ地域研究

研究科が平成 22年度から実施している日本学術振興会、頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プロ

グラムの「アジア・アフリカ地域を理解するためのトライアンギュレーション・プロジェクト」の海外

パートナー機関でもあり、人文・社会科学の分野での若手研究者の派遣を中心とする研究協力体制が深

化してきている。また、カメルーンのヤウンデ第 1大学とも調査許可証の取得等の要件で緊密に連絡を

取り合っており、昨年度から始まった JST-JICAの「カメルーン森林－サバンナ持続性プロジェクト」(代

表は ITP担当教員でもある荒木茂本研究科教授)においては、同大学理学部植物学科のンコンメネック・

バーナードアロイ博士をメンバーに迎え、共同で森林資源の調査をおこなっている。 

 ハサヌディン大学からは、東南アジア研究所が若手研究者 1名を引き受け、また、平成 23年 12月に
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開催された総括シンポジウムでは、インドネシア語によるセッションを設け、同大学から 3名の研究者

を招聘して、発表者、討論者になってもらった。そして、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 1月末にインドネシア・東カリマンタンで実施した際には、

同大学からも 4名の研究者を招聘した。2月には東南アジア研究所が中心となってラオスで開催した国

際ワークショップにも同大学から研究者を 1名招聘している。また、東南アジア研究所に APIフェロー

として、海外パートナー機関であるベトナム国家大学ハノイ校からグエン・ヴァン・チン先生が 2011

年 3月～4月まで滞在された。 

 また平成 23年 12 月 6日には、海外パートナー機関であるカイロ大学の前教授であったアブドゥル・

モヌエム・エッゲミーイー教授（エジプト・ヘルワン大学）を講師として迎え、アラビア語講演会を行

った。インドネシア語に関しては、平成 24年 1月 30日に外務省による平成 23年度インドネシア・イス

ラム寄宿塾教師招聘プログラムに基づくインドネシア語の研究会を催した。インドからは、海外パート

ナー機関である発展社会研究所のブリジ・タンカ教授を 2012年 2月 4日に招き、人間文化研究機構（NIHU）

プログラム「現代インド研究」京都大学中心拠点（KINDAS）と龍谷大学中心拠点（RINDAS）主催、南ア

ジア・インド洋研究会と ITPの共催で研究会を開いた。 

 

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．今後の課題・問題点 

事業の第5年度にあたる平成23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

ぼ達成した。事業の最終年度にあたる平成 24年度は、引き続きインプット、アウトプット派遣を行うと

ともに、これまでの ITP 事業の成果や ITP 事業で開発したノウハウを研究科の恒常的な教育体系の中に

取り込み、定着させることが課題となる。 

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・レベルでは平成 24 年度もアジア・アフリカの 10 拠点を受け入れ先として、若手研究者

の派遣を行う予定である。アウトプット・レベルでは、エジプト、英、仏のパートナー機関に博士課程

もしくはポスドクの研究者を若干名派遣する予定である。また本研究科では、魅力ある大学院教育イニ

シアティブ「臨地教育研究による実践的地域研究者の養成」（平成 18～19 年度）および改革プログラム

の実施時に開発した教育手法を、一過性のものに終わらせることなく、大学院教育の改善に役立ててい

る。本 ITP 事業による現地研修は「臨地語学演習 I」（インプット・レベル用）、「臨地語学演習 II」（ア

ウトプット・レベル用）として大学院の教育システムの中に位置づけているが、これらについても同様

に、事業終了後も、必要な変更を施して研究科教育システムのなかに組み込むべく努力する。 

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している。そこで最終年度にあたる平

成 24年度は、若手研究者による国際的な舞台での発表を積極的に支援する。具体的には、研究科でマッ

チングファンドを用意して国内・海外開催国際会議へ若手研究者を派遣することや、国際会議発表原稿

のブラシュアップ支援を引き続き実施することを検討する。また本事業と改革プログラムが共同で開発

してきた研究成果発信のためのトレーニングをより恒常的に大学院の教育システムの中に組み込み、若

手研究者育成に努める。さらに ITP 独自で開設・更新してきたホームページに集積した情報を総括検討

するとともに、研究科ホームページに取り込み発展的に活用することを検討する。 

３．プラクティカル・ランゲージ教育支援室の発展的解消 

担当教員およびインプット、アウトプット・レベル修了者を中心として、プラクティカル・ランゲー

ジ習得のための語学セミナーを平成 24年度も引き続き開催する。またプラクティカル・ランゲージ教育

支援室を母体に研究科常置の組織として平成 22年度に発足した「フィールドワーク・インターンシップ

支援室」は、本 ITP事業が終了した後も、本 ITP事業の目的である 1．現地語習得および 2．研究成果の

国際発信を中心としつつ、改革プログラムの成果をも取り込んだ研究科主体の運営を行う。 
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５．若手研究者の派遣実績（年度を跨いで引き続いて派遣した場合は、全期間について記載すること） 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

ロンドン大学    
東洋アフリカ研究所 

（イギリス） 

  

 2011.4.14- 

2011.6.30 

(78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 

 

ヨルダン大学 

(ヨルダン) 

 

 

 2011.7.7- 

2011.10.2 

（88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） 

 

2011.7.15- 

2011.11.28 

（137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 

発展社会研究所 

（インド） 

2011.7.24- 

2011.11.5 

（105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） 

2011.7.31- 

2011.10.31 

（93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 

ナイロビ大学 

（ケニア） 

2011.8.2- 

2011.12.1 

（122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） 

2011.8.2- 

2012.2.23 

（206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 
（2011.9.21-2012.2.5は私費でウガンダ・スーダン 

調査滞在） 

ナイロビ大学 

（ケニア） 

2011.8.10- 

2011.12.9 

（122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 
（2011.8.21-2011.9.20は私費でタンザニア 

調査滞在） 

ナイロビ大学 

（ケニア） 

2011.8.10- 

2012.1.31 

（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 1年 
（2011.8.20-2011.10.15は私費でタンザニア 

調査滞在） 

発展社会研究所 

（インド） 

2011.8.17- 

2011.11.13 

（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 

ボツワナ大学 

（ボツワナ） 

2011.8.31- 

2012.1.31 

（154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） 

2011.9.9- 

2012.1.20 

（134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 



    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２３年度実施報告書 

（平成２３年度） 

12 

ボツワナ大学 

（ボツワナ） 

2011.9.20- 

2012.3.14 

（177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 

（2011.12.15-2012.2.28は私費で調査滞在） 

ナイロビ大学 

（ケニア） 

2011.10.8- 

2012.3.14 

（159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 
（2011.11.20-2012.2.4は私費でタンザニア調査滞在） 

ハサヌディン大学 

（インドネシア） 

2011.11.26- 

2012.3.15 

（111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 

 

ヨルダン大学 
＜アンマン・ヨルダン＞ 

 
2011.7.18- 

2011.7.29 

（12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 

 

 

７．海外パートナー機関からの受入実績 

 

 

主たる受入先 

 

受入期間 

 

所属・職名等 

 

京都大学大学院                 

アジア・アフリカ 

地域研究研究科 

 

2006.10.5- 

2012.3.31 

（2005日間） 
ラオス国立大学農学部・講師 

 

京都大学大学院                 

東南アジア研究所 

 

2011.7.1- 

2011.12.31 

（184 日間） 

 

ハサヌディン大学人間生態相関部門・研究員 

 

 

京都大学大学院                 

アジア・アフリカ 

地域研究研究科 

 

 

2011.11.30- 

2011.12.11 

（12日間） 

 

 

ハサヌディン大学文学部歴史学科講師 

 

京都大学大学院                 

アジア・アフリカ 

地域研究研究科 

 

2011.12.1- 

2011.12.12 

（12日間） 

 

ハサヌディン大学文学部歴史学科講師 

京都大学大学院                 

アジア・アフリカ 

地域研究研究科 

2011.12.1- 

2011.12.12 

（12日間） 
ハサヌディン大学文学部歴史学科講師 

京都大学大学院                 

アジア・アフリカ   

地域研究研究科 

2011.12.1- 

2011.12.7 

（7日間） 
カイロ大学文学部日本語日本文学科講師 
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８．共同企画実施状況 

企 画 名 
ITP International Symposium “New Horizon of the Interdisciplinary 
Approaches to the Asian and African Area Studies” 

開 催 期 間 平成 23年 12月 2日 ～ 平成 23年 12月 3日（2日間） 

開 催 地 京都大学（日本・京都） 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 東長靖 

所属機関・職名 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究・教授 

（
※
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】 

＜目的＞ このシンポジウムでは、自然生態・政治経済・社会文化の３つの視点を融合させる文理融合

型地域研究を進めてきた若手研究者がそれぞれの研究テーマに沿ったセッションを主催し、その研究テ

ーマについて世界で最先端の研究を推進している内外の研究者と議論を行った。これによって文理融合

型地域研究の教育・研究の到達点と課題を明らかにすることが主たる目的であった。発表者の多くは本

事業を通じて現地語教育を受けた若手研究者、および複数の海外パートナー機関を含む欧米、アジア・

アフリカ諸国の研究者であった。これらの発表者が一同に集って企画を開催するために京都を開催地と

した。 

＜役割・貢献＞ 総括シンポジウム運営委員会を設け、本 ITP事業の主担当教員である東長靖教授（京

都大学）が委員長および責任者となり、ITP事務局および担当教員が運営の実務にあたった。２日間の

シンポジウムにおいて、アウトプット派遣で海外に派遣された若手研究者が中心となって組織する５つ

のセッション［South Sulawesi around the 1950s（使用言語：インドネシア語）、The Role of African 

Religious Courts in Sustainable Peace-Making（使用言語：英語）、Locating Nepal's Maoists: 

Theoretical and Empirical Considerations（使用言語：英語）、Perspective of the Integrated Coastal 

Zone Management（使用言語：フランス語）、Language, Culture, and Society in the Modern Arab World

（使用言語：アラビア語）］を設け、各セッションで３～５名による報告、１～２名のディスカッサン

トを交えた討論をおこなった。またインプット派遣で海外に派遣された若手研究者が中心となって口頭

発表を行う４つのセッション（口頭発表者 12名）、口頭で行うショート・プレゼンテーションを含むポ

スターセッション（ポスター発表者 16 名）、習得した現地語によるビデオセッション（ビデオ発表者

30 名）、現地の写真とその説明文の展示セッション（写真発表者 25 名）を設け、若手研究者が発表・

議論をおこなった。さらに、本事業の担当教員、インプット・アウトプット派遣者、JSPS の本事業担

当者、京都大学本部の国際交流センターの教員らがグローバル化時代におけるフィールド活用型現地語

教育について議論する特別セッションを設けて、これに関する討論をおこなった。またシンポジウムの

前後には、海外から招聘した研究者・実務者との交流会などをおこない、研究交流を推進した。 

【成果】 

（１）英語、フランス語、アラビア語、インドネシア語を使用言語とする非常に多様かつ質の高いシン

ポジウムを行い、ITPの成果を内外に示すことができた。海外のパートナー機関等から招聘した研究者

からは、研究内容および各言語での研究発信能力が優れている点について、高い評価を得た。（２）ITP

の有用性、特に、インプット・アウトプット派遣と共同企画を連動させることの有効性を確認すること

ができた。（３）シンポジウムの成果は、添付したプロシ－ディングズにまとめた。さらに今後随時、

学術論文として出版される予定である。 

＊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 


