
    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２４年度実施報告書 

（平成２４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）東アジアの共生社会構築のための多極的教育研究プログラム 

（英文）Multilateral education and research program for a symbiosis society in East Asia 

 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 
 神 戸 大 学                           

      (英文)  

Kobe University 

大学長氏名 

福 田 秀 樹 

 

【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）  

神 戸 大 学 

 

（英文）  

Kobe University 

 

専攻等名（和文）  

国際交流推進本部 

 

(英文)  

Office for the Promotion of International Exchange 

 

【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） 
大学院人文学研究科、大学院国際協力研究科 

(英文) Graduate School of Humanities,  
Graduate School of International Cooperation Studies 

 

【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） 

 

 



    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２４年度実施報告書 

（平成２４年度） 

2 

【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） 人文科学学院 

人文社会高等研究院 

東アジア学術院 

日本研究所 

東アジア研究センター 

アジア・センター 

日本研究センター 
文学・人文科学 
哲学科、国際学政治学科、比較文明研究所 

  

(英文) School of Humanities 
Institute for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences 
The Academy of East Asian Studies  
Institute for Japanese Studies  
Center of East Asian Studies  
Asia-Pacific Center  
Japan Research Center  
Lettres en Sciences Humanines 
Faculty of Philosophy, Faculty of International and Political Studies, 
Chair in Comparative Studies in Civilizations 

 

機関名 （和文） 中山大学 

国立台湾大学 

成均館大学校 

ソウル大学校 

ワシントン大学 

国立パリ政治学院 

ロンドン大学東洋・アフリカ研究院（ＳＯＡＳ） 

リヨン高等師範大学   

ヤゲウォ大学                           

 

（英文） 

Sun Yat-Sen University 
National Taiwan University  
Sungkyunkwan University 
Seoul National University 
University of Washington 
Instutut d’Etudes Politiques de Paris 
School of Oriental and African Studies 
University of London(SOAS) 
L’Ecole Normale Superieure de Lyon 
Jagiellonian 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２４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 
本プログラムは、現代東アジアが直面する政治外交・文化をめぐる諸問題の解決に向けて、東ア

ジア相互の対話と共生を可能にするグランドデザインを設計できる若手研究者を育成する取組であ

る。そのために、東アジアに関連する人文科学と社会科学の２つのディシプリンの中で、以下の諸

分野を習得するプログラムを構築し、東アジアに関する高度な研究能力と学術論文作成力及び外国

語による研究発表能力を備えた国際的に活躍できる人材の育成を目指す。そのカバーする学術分野

は以下のとおりである。 

１）地域研究（アジア研究、現代中国研究、現代韓国研究） 

２）政治学（中国政治、韓国政治、台湾政治、外交史） 

３）歴史学（東洋史、日本史、美術史） 

４）社会学（社会構造論、社会変動論、文化社会学） 

５）言語学・文学（英語・英文学、東アジア文学） 
 
平成２４年度の事業目標達成状況 
 
[1] 平成 24 年度の長期・短期派遣プログラムの実施 
 平成 24 年度は、平成 23 年度の「第 4 期アジアプログラム」「第 3 期欧米プログラム」の長期研

修を継続すると共に、１）東アジアの現地で社会調査、語学訓練、国際共同研究等の研修を積み、

現地に溶け込んだ参与観察や社会文化の経験的理解を深め、アジア学の最先端の理論研究を担える

人材養成を目的とする「第 5 期アジアプログラム」を引き続き実施し、２）海外パートナー機関に

おいて最長 270 日間の欧米研修を行い、欧米の東アジア研究の蓄積と分析的アプローチを参照する

ことで、アジアプログラムで得た構想を再検討し、世界の東アジア研究に発信できる独自の理論的

アプローチを構想する「第 4 期欧米プログラム」を引き続き実施した。 

[2] 第 3 期欧米プログラム・第 4 期アジアプログラム派遣者成果報告会の開催 
第３期欧米プログラム・第４期アジアプログラム終了者（長期派遣者 3 名、短期派遣者４名）の

研修成果を広く内外に報告し討論する場として、第３期欧米プログラム・第４期アジアプログラム

派遣者成果報告会を平成 24 年７月 31 日に開催した。 
[3] ソウル大学校における総括国際シンポジウムの開催 

 平成 25 年 1 月 10・11 日、ソウル大学校にて国際シンポジウム「東アジアの共生社会実現に向け

た新しい東アジア研究」を開催し、とくに 2 日目（11 日）は ITP の活動を総括するシンポジウムと

して行った。この ITP 総括国際シンポジウムでは、ITP 修了生・派遣生 5 名（うち一名は当日欠席）

が派遣を通じて培った研究成果を発表した。 
[4] ITP コロキアム（台湾大学）の開催 
 ITP 派遣生・修了生が国際研究の企画・運営能力を養い、国際的な研究交流を深めるために、

ITP コロキアム「東アジアにおける域外経験と文化接触―言語から探る日本と台湾及び中国大陸の文

化往還」を企画し、平成 24 年 12 月 21 日に国立台湾大学において開催した。 
[5] ITP コロキアム（ワシントン大学）の開催 
 国立台湾大学での ITP コロキアムと同様に、ITP 派遣生・修了生が中心となり、ITP コロキアム

「日本とアメリカ合衆国における日本学―日本の言語・文化についての比較研究的視座」を企画し、

平成 25 年 2 月 22 日にワシントン大学において開催した。 
[6] 成果最終報告書（平成 20 年度～平成 24 年度）」の編集 
「東アジア共生社会の構築のための多極的教育研究プログラム」の試みについて広く学内外

の理解を得ると共に、教育研究内容に関する問題点や課題を指摘頂き、今後の活動に生かすた

めに、以上の第 3 期欧米プログラム・第 4 期アジアプログラム派遣者成果報告会の成果報告を

含め、これまでの全成果をまとめた「若手インターナショナル・トレーニング・プログラム
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（ITP）「東アジアの共生社会構築のための多極的教育研究プログラム」成果最終報告書（平成

20 年度～平成 24 年度）」を編集した。 
 [7] 多言語による博士論文の公刊 

  「アジアプログラム」及び「欧米プログラム」派遣経験者の博士論文（以下の 2 点）をアジア

派遣国の公用語（中国語）と英語で公刊した。 

1. 小笠原淳《戰後臺灣小說的現代性敘述脈絡――論白先勇的書寫變遷》 

2. Yang, Yin, Contrastive Study of Act Development Expressions in Japanese, Chinese, 
Korean, and English 
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３．平成２４年度 年度事業実施概要 

[1] 神戸大学人文・社会 ITP 推進委員会開催状況 

第１回 平成 24 年４月 10 日（火）14 時～   人文学研究科 A 棟 小会議室 

第２回 平成 24 年 4 月 18 日（水）14 時 10 分～ 人文学研究科 A 棟 2 階 共同談話室 

第３回 平成 24 年 7 月 31 日（火）17 時～    人文学研究科 A 棟 小会議室 

第４回 平成 24 年 10 月 17 日（火）17 時 10 分～ 人文学研究科 B 棟 多目的室 

第５回 平成 24 年 12 月 12 日（水）17 時～   人文学研究科 A 棟 2 階 共同談話室  

 

[2] 平成 24 年度の長期・短期派遣プログラムの実施 

 平成 24 年度は、平成 23 年度の「第 4 期アジアプログラム」「第 3 期欧米プログラム」の長期研

修を継続すると共に、１）東アジアの現地で社会調査、語学訓練、国際共同研究等の研修を積み、

現地に溶け込んだ参与観察や社会文化の経験的理解を深め、アジア学の最先端の理論研究を担える

人材養成を目的とする「第 5 期アジアプログラム」を引き続き実施し、２）海外パートナー機関に

おいて最長 270 日間の欧米研修を行い、欧米の東アジア研究の蓄積と分析的アプローチを参照する

ことで、アジアプログラムで得た構想を再検討し、世界の東アジア研究に発信できる独自の理論的

アプローチを構想する「第 4 期欧米プログラム」を引き続き実施した。 

これらの派遣プログラムの派遣者・派遣先大学・派遣期間・研究テーマは、以下のとおりである。

① 平成 24 年度アジアプログラム（長期派遣者、第４期２名、第５期２名） 

氏 名 派遣先大学 派遣期間 研究テーマ 

趙 吴一 ソウル大学校 
2011/10/29～

2012/7/29 

Studie on Education Finance, Education and Labor Market 

in South Korea 

三村 佳充 ソウル大学校 
2012/10/1～

2013/3/29 
1880 年代における閔氏勢道と「宮中」と「府中」の関係 

アルバロ・エ

ルナンデス 
国立台湾大学 

2012/10/1～

2013/3/28 
ファン・コミュニティの研究-台湾のコスプレ事情を中心に 

 

②平成 24 年度欧米プログラム（長期派遣者、第３期１名、第４期２名） 

氏 名 派遣先大学 派遣期間 研究テーマ 

楊 吟 
ワシントン 

大学 

2011/11/12～

2012/7/1 

日本語・中国語・韓国語・英語の行動展開表現に関する対照

研究 

中島 恵 
ワシントン 

大学 

2012/10/6～

2013/3/29 

現代イギリス小説の東アジアにおける受容に関する比較文化

研究―『ハリー・ポッター』を中心に 

趙 吴一 
ワシントン 

大学 

2012/11/12～

2013/3/26 

Sutudies on Education Finance, Education and Labor 

Market in Vietnam 

③平成 2４年度アジア・欧米プログラム（短期派遣者 2 名） 

氏 名 派遣先大学 派遣期間 研究テーマ 

横溝 未歩 ソウル大学校 
2012/12/1～

2013/2/28 
現代観光における「保安/進歩」と「統一問題」 

四方 俊裕 
ワシントン 

大学 
2013/1/14～3/28 

1950年代半ばにおける米国の台湾制作と東アジア冷戦の変容

に関する考察 
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[3] 第 3 期欧米プログラム・第 4 期アジアプログラム派遣者成果報告会の開催 
第３期欧米プログラム・第４期アジアプログラム終了者（長期派遣者 3 名、短期派遣者４名）の

研修成果を広く内外に報告し討論する場として、第３期欧米プログラム・第４期アジアプログラム

派遣者成果報告会を平成 24 年７月 31 日に開催した。同成果報告会のプログラムは以下のとおりで

ある。 

日時 平成 24 年 7 月 31 日（火）13 時 00 分～ 

場所 神戸大学大学院人文学研究科 A 棟一階小会議室（事務室内） 

報告者 

  第 4 期 アジアプログラム  

  13 時 00 分～13 時 20 分 中島 恵（神戸大学大学院人文学研究科博士課程 2 年）  

   13 時 20 分～13 時 40 分 藤岡 達磨（神戸大学大学院人文学研究科研究員）   

   13 時 40 分～14 時 00 分 趙  吴一（神戸大学大学院国際協力研究科博士課程 2 年）  

   14 時 00 分～14 時 20 分 長澤 裕子（神戸大学大学院国際協力研究科研究員）  

  （休憩 15 分間） 

第 3 期 欧米プログラム 

14 時 35 分～14 時 55 分 楊  吟（神戸大学大学院人文学研究科博士課程 3 年） 

14 時 55 分～15 時 15 分 四方 俊祐（神戸大学大学院人文学研究科研究員） 

15 時 15 分～15 時 35 分 伊賀 司（神戸大学大学院国際協力研究科研究員） 

（休憩 10 分間） 

指導教員コメント（A 棟小会議室） 

 15 時 45 分～16 時 45 分 

 菱川秀行（神戸大学大学院人文学研究科教授） 

小川啓一（神戸大学大学院国際協力研究科教授） 

鈴木義和（神戸大学大学院人文学研究科教授） 

 
 「東アジア共生社会の構築のための多極的教育研究プログラム」の試みについて広く学内外

の理解を得ると共に、教育研究内容に関する問題点や課題を指摘頂き、今後の活動に生かすた

めに、以上の第 3 期欧米プログラム・第 4 期アジアプログラム派遣者成果報告会の成果報告を

含め、これまでの全成果をまとめた「若手インターナショナル・トレーニング・プログラム

（ITP）「東アジアの共生社会構築のための多極的教育研究プログラム」成果最終報告書（平成

20 年度～平成 24 年度）」を編集した。 
 以下に、その目次を中心に、報告書の概要を記す。 
 

目次 

1.「 東アジアの共生社会構築のための多極的教育研究プログラム」について 

 

2. 各年度の取り組み 

 

3. 派遣者成果報告 

平成20年度 第1期アジアプログラム 

［長期研修生］ 

東アジアにおける公共圏構築の可能性について        藤岡 達磨（人文学研究科博士後期課程）
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——消費社会論とトラウマの社会学を架橋する社会理論の構築を目指して—— 

韓国の自己認識と統一政策                横溝 未歩（国際協力研究科博士後期課程）

——韓国のドイツをみる視角から—— 

［メンター］ 

東アジア社会におけるグローバル時代の自己形成論       速水 奈名子（人文学研究科学術推進研

究員） 

——身体イメージが自己形成に与える影響—— 

現代韓国における死者と政治                 田中 悟（ 国際協力研究科助教） 

 

平成20年度総括コメント 

 

平成21年度 第1期アジアプログラム 

［長期研修生］ 

白先勇《孽子》與一九七〇年代臺北的都市記憶        小笠原 淳（人文学研究科博士後期課程）

——以野人咖啡室、新公園蓮花池、克難街為中心—— 

韓国市民団体の立法運動と政治過程            米沢 竜也（国際協力研究科博士後期課程）

［メンター］ 

日據時代台灣自來水建設情況和當地居民的關係       村田 省一（人文学研究科学術推進研究員）

韓国「国家報勲」政策の一側面                 田中 悟（ 国際協力研究科助教） 

——山清護国院建設を事例として—— 

平成21年度 第1期欧米プログラム 

［長期研修生］ 

Lyon におけるショッピングセンターの社会的機能       藤岡 達磨（人文学研究科博士後期課程）

＜序論＞としての統一論                 横溝 未歩（国際協力研究科博士後期課程）

——「統一政策」と「統一観」—— 

［メンター］ 

東アジア社会における女性の身体統制に関わる分析    速水 奈名子（人文学研究科学術推進研究員）

——身体イメージ・統制に関する理論的フレームワークの形成—— 

1940・50 年代内モンゴルにおけるモンゴル人エリートの動向と文字改革 

                              田中 剛（ 人文学研究科研究員）

平成21年度総括コメント 

 
平成22年度 第3期アジアプログラム 

［長期研修生］ 

日本語と中国語と韓国語の行為要求表現の対照研究       楊 吟（人文学研究科博士後期課程） 

観光開発がもたらす影響力                松浦 真弓（国際協力研究科博士後期課程）

——中国雲南省麗江市を事例に—— 

［メンター］ 

モンゴル留日学生と「満洲国」                 田中 剛（ 人文学研究科研究員） 

韓国におけるライティング教育に関する調査          住田 哲郎（ 人文学研究科研究員） 

平成22年度 第2期欧米プログラム 

［長期研修生］ 
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韓国市民運動の歴史的展開                米沢 竜也（国際協力研究科博士後期課程）

舞鶴、高行健の文学                    小笠原 淳（人文学研究科博士後期課程）

——欧州プログラムで得たふたつの成果について—— 

［メンター］ 

US-Taiwan relations in the mid 1950s and the Influence of Think Tank within the Policy making 

                              四方 俊祐（ 人文学研究科研究員） 

À la recherche de l’origine de l’image : Histoires d’inventions d’images et leur « reproductibilité » 

contemporaine 

                             唄 邦弘（人文学研究科学術推進研究員）

平成22年度総括コメント 

 

平成23年度 第4期アジアプログラム 

［長期研修生］ 

台湾における外国語文学の受容の在り方            中島 恵（人文学研究科博士後期課程）

——主にイギリス児童文学『ハリー・ポッター』の受容から—— 

ITP 最終報告書                      趙 吴一（国際協力研究科博士後期課程）

——ソウル国立大学校での留学を終えて——                             

［メンター］ 

台湾夜市の消費者研究の可能性                藤岡 達磨（人文学研究科研究員） 

——先行研究の分析フレームの検討から—— 

朝鮮文化財返還問題と日韓文化交流              長澤 裕子（ 国際協力研究科研究員） 

平成23年度 第3期欧米プログラム 

［長期研修生］ 

日本語・中国語・韓国語・英語の行動展開表現に関する対照研究  

楊 吟（人文学研究科博士後期課程） 

［メンター］ 

ポスト・マハティール期のマレーシアにおける情報化と社会運動  

伊賀 司（ 国際協力研究科研究員） 

A Brochure “ 僑資工廠在自由中国” and Taiwan Economy in the 1950s 

                              四方 俊祐（ 人文学研究科研究員） 

平成23年度総括コメント 

 

平成24年度 第5期アジアプログラム 

［長期研修生］ 

Aesthetic Proximity: Cosplay in Taiwan as an Appropriative Institution of Fandom 

               アルバロ・ダヴィド・エルナンデス・エルナンデス（人文学研究科博士後期課程）

朝貢と保護をめぐる葛藤                 三村 佳充（国際協力研究科博士後期課程）

——デニー・メレンドルフ論争を中心に—— 

［メンター］ 

江南左派形成の背景と「安哲秀現象」           横溝 未歩（国際協力研究科博士後期課程）

平成24年度 第4期欧米プログラム 

［長期研修生］ 
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ワシントン大学での派遣経験を通して知る西洋文化とそこに根付くキリスト教の影響 

                              中島 恵（人文学研究科博士後期課程）

ITP 最終報告書                      趙 吴一（国際協力研究科博士後期課程）

——ワシントン大学での留学を終えて—— 

［メンター］ 

US Policy toward Taiwan and Overseas Chinese in the Early Cold War     四方 俊祐（人文学研究科

研究員） 

平成24 年度総括コメント 

 

4. 発表原稿 

［ITP コロキアム「東アジアにおける域外経験と文化接触——言語から探る日本と台湾及び中国大陸の文化往還

——」］ 

Bases for Research on Cosplay Culture and Fan Communities in Taiwan 

               アルバロ・ダヴィド・エルナンデス・エルナンデス（人文学研究科博士後期課程）

戰爭期時殖民地台灣『文化包裝』下的『戰爭』與臺灣知識份子之『戰爭認識』 

——以吳新榮、呂赫若、葉榮鐘、林獻堂為例——          石廷宇（台湾大学台湾文学研究所博士生）

論日治時期台灣傳統文人書寫中的女性形象及其文化意涵    劉于慈（台湾大学台湾文学研究所博士生）

——以《詩報》（1930-1944）為觀察場域—— 

夢裡剪燭魂歸遲                      莊怡文（台湾大学台湾文学研究所博士生）

——小泉盜泉《盜泉詩稿》中的愛情世界—— 

消費者為什麼去夜市？                    藤岡 達磨（ 人文学研究科研究員） 

——基於對士林夜市問卷調查的分析—— 

淺論戰後台灣文學中的現代主義敘述特徵          小笠原 淳（人文学研究科学術推進研究員）

——《現代文學》與舞鶴作品的敘述脈絡—— 

 

［ITP コロキアム「日本とアメリカ合衆国における日本学——日本の言語・文化についての比較研究的視座

——」］ 

Success and Hope for the Salaryman: Japan's Economic Miracle and the Comedy of the Crazy Cats and the Drifters

                             五十嵐香里（PhD Student at AL&L, 

UW） 

A Reappraisal of the Taiwan’s Role in the Cold War in the 1950s     四方 俊祐（人文学研究科研究

員） 

Offer Expressions in Japanese, Chinese, Korean and English      楊 吟（人文学研究科博士後期

課程） 

Enlightenment and Nonduality in Saigyō          Bonnie McClure (MA Student at 

AL&L, UW) 

Dematerialization in Abe Kōbō’s Hakobune Sakura Maru   Sarah M. Clayton (PhD Student at 

AL&L, UW) 

The Importance of Motherhood in The Tale of Genji and Harry Potter: A Comparative Study about Gender in Old 

Japan and Current Western Culture                     中島 恵（人文学研究科博

士後期課程） 
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［ITP 総括国際シンポジウム「東アジアの共生社会実現に向けた新しい東アジア研究」］ 

Kobe University Ignites Strategic Partnerships with East Asian Universities 

                           中村 千春（神戸大学副学長（国際交流担当））

Royal Power and the State: A Study on the Annexation of Korea  三村 佳充（国際協力研究科博士後期

課程） 

Origin of Civil Movements in South Korea          米沢 竜也（国際協力研究科博士後期課

程） 

South Korean Society Viewed through “Gangnam Style”     横溝 未歩（国際協力研究科博士後期

課程） 

Contrastive Study on Speech Patterns: Focus on Requests as Made in Japanese, Chinese, English, and Korean 

                              楊 吟（人文学研究科博士後期課程） 

On the Relationship between Japanese Americans and African Americans in Nina Revoyr's Southland 

                              沖野 真理香（人文学研究科研究員） 

US Policy toward Taiwan and Overseas Chinese in the Early Cold War   四方 俊祐（人文学研究科

研究員） 

 

5. 外部評価 

 

6. 教員・派遣生からの声 

 
[4]ソウル大学校における総括国際シンポジウムの開催 

 平成 25 年 1 月 10・11 日、ソウル大学校にて国際シンポジウム「東アジアの共生社会実現に向け

た新しい東アジア研究」を開催し、とくに 2 日目（11 日）は ITP の活動を総括するシンポジウムと

して行った。この ITP 総括国際シンポジウムでは、ITP 修了生・派遣生 5 名（うち一名は当日欠席）

が派遣を通じて培った研究成果を発表した。当日のプログラムと発表原稿集の目次は、以下の通り

である。 

 
○プログラム 

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） 

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

国際シンポジウム「東アジアの共生社会実現に向けた新しい東アジア研究」 

日時：平成 25 年 1 月 10 日（木）～12 日（土） 

場所：ソウル大学校国際大学院 

共催：ソウル大学校日本研究所・国際大学院、神戸大学 

 

第 2 日目：1 月 11 日（金） 

ITP 総括国際シンポジウム「東アジアの共生社会実現に向けた新しい東アジア研究」 

会場：国際大学院 GLRoom 

使用言語：英語 

「東アジア共生社会実現に向けた教育と研究」（10：00～11：30）  

司会：南基正（ソウル大学校日本研究所副教授） 

10:00-10:10 セレモニー 
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10:10-10:30 鄭鍾昊（ソウル大学校国際協力本部長） 

基調講演 

10:30-10:50 中村千春（神戸大学副学長（国際交流担当）） 

基調講演"Kobe University Ignites Strategic Partnerships with East Asian 

Universities" 

10:50-11:10 朴喆煕（ソウル大学校日本研究所長） 

基調学術講演 

11:10-11:30 木村幹（神戸大学大学院国際協力研究科教授） 

基調学術講演"Northeast Asian Relations in the Globalizing World" 

 

第 1 部会「韓半島と韓国社会」（13：30～15：00）  

司会：松並潤（神戸大学大学院国際協力研究科教授） 

13:30-13:50 三村佳充（神戸大学大学院国際協力研究科博士後期課程） 

The Royal Power and the State 

13:50-14:10 米沢竜也（神戸大学大学院国際協力研究科博士後期課程） 

The Origins of the Civil Movements in South Korea 

14:20-14:40 横溝未歩（神戸大学大学院国際協力研究科博士後期課程） 

Gangnam Style: A New Aspect of Korean Society 

14:40-15:00 曺娥羅（ソウル大学校国際大学院博士課程） 

  Social Change in Korea Reflected in 2012 Presidential Election 

 

第 2 部会「グローバル社会における文化交流」（15：30～17：00）  

司会：林采成（ソウル大学校日本研究所副教授） 

15:30-15:50 楊吟（神戸大学大学院人文学研究科博士後期課程） 

A Constrastive Study on Speech Acts Based on Chinese, English and 

Korean Translations of Japanese Novels 

15:50-16:10 沖野真理香（神戸大学大学院人文学研究科研究員） 

On the Relationship between Japanese Americans and African Americans 

in Nina Revoyr's Southland 

16:20-16:40 四方俊祐（神戸大学大学院人文学研究科研究員） 

US Policy toward Taiwan and Overseas Chinese in the Early Cold War  

16:40-17:00 鄭基仁（ソウル大学国語国文学科博士課程） 

What does translation do? : Korean, Chinese, English Translations of 

Natusme Soseki's "Botchan" 

 

総括（17：00～17：30）  

司会：緒形康（神戸大学大学院人文学研究科教授） 

17:00-17:15 油井清光（神戸大学大学院人文学研究科教授） 

17:15-17:30 権粛仁（ソウル大学校人類学科教授） 

○発表原稿集 

ソウル大学・神戸大学国際シンポジウム 

「東アジアの共生社会実現に向けた新しい東アジア研究」 
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― 資料目次 ― 

1. カントと環境倫理――自然と人間の共生概念について―― 

李明哲（神戸大学大学院人文学研究科博士後期課程）

2. シェリング自然哲学の「生ける自然」――産出的自然（natura naturans）―― 

八幡さくら（神戸大学大学院人文学研究科博士後期課程）

3. ドイツにおける日本語教育――ハンブルク大学の場合―― 

矢野未来（神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程）

4. 中国人日本語学習者が使用する文末表現に関する一考察 

木曽美耶子（神戸大学大学院人文学研究科博士後期課程）

5. 東アジアにおける科学技術と政治――尼崎におけるアスベスト健康被害と市民運動のケースを通して―― 

大家慎也（神戸大学大学院人文学研究科博士後期課程）

6. 「使行録」にみる朝鮮通信使の対馬観 

上島智史（神戸大学大学院人文学研究科博士後期課程）

7. 韓国における日本研究の展開、現状、課題 

南基正（ソウル大学日本研究所副教授）

8. 韓国における日本経済・経営研究の動向とそのインプリケーション 

林采成（ソウル大学校日本研究所副教授） 

9. Kobe University Ignites Strategic Partnerships with East Asian Universities 

中村千春（神戸大学副学長（国際交流担当））

10. Northeast Asian Relations in the Globalizing World 

木村幹（神戸大学大学院国際協力研究科教授）

11. The Royal Power and the State: A Study on Annexation of Korea 

三村佳充（神戸大学大学院国際協力研究科博士後期課程）

12. The Origins of the Civil Movements in South Korea 

米沢竜也（神戸大学大学院国際協力研究科博士後期課程）

13. South Korean Society Viewed through “Gangnam Style” 

横溝未歩（神戸大学大学院国際協力研究科博士後期課程）

14. Social Change in Korea Reflected in 2012 Presidential Election 

曺娥羅（ソウル大学国際大学院博士課程）

15. A Constrastive Study on Speech Acts Based on Chinese, English and Korean Translations 

of Japanese Novels     楊吟（神戸大学大学院人文学研究科博士後期課程） 

16. On the Relationship between Japanese Americans and African Americans in Nina 

Revoyr's Southland           沖野真理香（神戸大学大学院人文学研究科研究員）

US Policy toward Taiwan and Overseas Chinese in the Early Cold War  

四方俊祐（神戸大学大学院人文学研究科研究員）

18. What Does Translation Do?: Korea, Chinese, English Translations of Natume Soeseki’s 

“Botchan”                 鄭基仁（ソウル大学国語国文学科博士課程） 

 

 
[5] ITP コロキアム（台湾大学）の開催 

 ITP 派遣生・修了生が国際研究の企画・運営能力を養い、国際的な研究交流を深めるために、
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ITP コロキアム「東アジアにおける域外経験と文化接触―言語から探る日本と台湾及び中国大陸の文

化往還」を企画し、平成 24 年 12 月 21 日に国立台湾大学において開催した。当日のプログラムと

発表原稿集の目次は、以下の通りである。 

 
○プログラム 

東アジアにおける域外経験と文化接触―言語から探る日本と台湾及び中国大陸の文化往還 

 

日時: 平成 24 年 12 月 21 日(金) 9:00-12:10  場所: 国立台湾大学 

共催: 国立台湾大学文学院台湾文学研究所, 神戸大学 

9:00-9:10 <開会の挨拶> 

 緒形康 (神戸大学大学院人文学研究科教授) 

 洪淑苓 (台湾大学台湾文学研究所所長) 

  

  <研究発表 第 1 部> 

 司会: 小笠原淳 (神戸大学大学院人文学研究科学術研究員) 

 コメンテーター: 緒形康 (神戸大学大学院人文学研究科教授) 

9:10-9:25  Alvaro David Hernandez Hernadez (神戸大学大学院人文学研究科博士後期課程) 

 “Bases for a Research on Cosplay Culture and Fan Communities in Taiwan” 

9:25-9:40  石廷宇 (台湾大学台湾文学研究所博士生) 

 「戰爭期時殖民地台灣『文化包裝』下的『戰爭』與臺灣知識份子之『戰爭認識』—

以吳新榮、呂赫若、葉榮鐘、林獻堂為例」 

9:40-9:55  コメント&質疑応答 

  

  <研究発表 第 2 部>  

 司会: 緒形康 (神戸大学大学院人文学研究科教授) 

 コメンテーター: 樋口大祐 (神戸大学大学院人文学研究科准教授) 

9:55-10:10 劉于慈 (台湾大学台湾文学研究所博士生) 

  「論日治時期台灣傳統文人書寫中的女性形象及其文化意涵 

―以《詩報》（1930-1944）為觀察場域」 

10:10-10:25 莊怡文 (台湾大学台湾文学研究所博士生) 

  「夢裡剪燭魂歸遲―小泉盜泉《盜泉詩稿》中的愛情世界」 

10:25-10:40 コメント&質疑応答 

  

 <研究発表 第 3 部>  

 司会: 樋口大祐 (神戸大学大学院人文学研究科准教授) 

 コメンテーター: 柯慶明 (台湾大学台湾文学研究所兼任教授) 

10:55-11:10 藤岡達磨 (神戸大学大学院人文学研究科非常勤講師) 

  「消費者為什麼去夜市？―基於對士林夜市問卷調查的分析」 

11:10-11:25 小笠原淳 (神戸大学大学院人文学研究科学術研究員) 

   「淺論戰後台灣文學中的現代主義敘述特徵―《現代文學》與舞鶴作品的敘述脈絡 」

11:25-11:40 コメント&質疑応答 
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11:40-12:00 <全体討論> 

  

12:00-12:10 <閉会の挨拶> 

 柯慶明 (台湾大学台湾文学研究所兼任教授) 

○発表原稿集 

ITP コロキアム「東アジアにおける域外経験と文化接触―言語から探る日本と台湾及び中国大陸

の文化往還」発表原稿集 

 

Bases for a Research on Cosplay Culture and Fan Communities in Taiwan 

Alvaro David Hernandez Hernadez (神戸大学大学院人文学研究科博士後期課程)

戰爭期時殖民地台灣『文化包裝』下的『戰爭』與臺灣知識份子之『戰爭認識』 

―以吳新榮、呂赫若、葉榮鐘、林獻堂為例―       石廷宇 (台湾大学台湾文学研究所博士生) 

論日治時期台灣傳統文人書寫中的女性形象及其文化意涵 

―以《詩報》（1930-1944）為觀察場域―        劉于慈 (台湾大学台湾文学研究所博士生) 

夢裡剪燭魂歸遲―小泉盜泉《盜泉詩稿》中的愛情世界― 

莊怡文 (台湾大学台湾文学研究所博士生)

消費者為什麼去夜市？―基於對士林夜市問卷調查的分析― 

藤岡達磨 (神戸大学大学院人文学研究科非常勤講師)

淺論戰後台灣文學中的現代主義敘述特徵―《現代文學》與舞鶴作品的敘述脈絡― 

小笠原淳 (神戸大学大学院人文学研究科学術研究員)

 
[6]ITP コロキアム（ワシントン大学）の開催 

 国立台湾大学での ITP コロキアムと同様に、ITP 派遣生・修了生が中心となり、ITP コロキアム

「日本とアメリカ合衆国における日本学―日本の言語・文化についての比較研究的視座」を企画し、

平成 25 年 2 月 22 日にワシントン大学において開催した。当日のプログラムと発表原稿集の目次

は、以下の通りである。 

 
○プログラム 

日本とアメリカ合衆国における日本学―日本の言語・文化についての比較研究的視座 

日時: 平成 25 年 2 月 22 日(金) 14:00-18:00  場所: ワシントン大学シアトルキャンパス HUB Room307 

共催: ワシントン大学&神戸大学 

 

司会: 沖野真理香(神戸大学大学院人文学研究科 PD 研究員) 

14:00-14:10 <開会の挨拶> 

 Justin Jesty (ワシントン大学アジア言語・文学科助教授) 

  

<研究発表 第 1 部> 

14:10-14:30 五十嵐香里 (ワシントン大学アジア言語・文学科博士課程) 

 “Success and Hope for the Salaryman: Japan's Economic Miracle and the Comedy of the 

Crazy Cats and the Drifters” 

14:30-14:50 四方俊祐 (神戸大学大学院人文学研究科 PD 研究員) 

 “A Reappraisal of the Taiwan’s Role in the Cold War in the 1950s” 
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14:50-15:10 楊吟 (神戸大学大学院人文学研究科博士後期課程) 

 “Offer Expressions in Japanese, Chinese, Korean and English” 

15:10-15:40 <コメントおよび質疑応答> 

 山本秀行(神戸大学大学院人文学研究科教授) 

 Justin Jesty (ワシントン大学アジア言語・文学科助教授) 

  

15:40-15:55 <休憩 > 

  

  <研究発表 第 2 部>  

15:55-16:15 Bonnie McClure (ワシントン大学アジア言語・文学科修士課程) 

 “Enlightenment and Nonduality in Saigyō” 

16:15-16:35 Sarah M. Clayton (ワシントン大学アジア言語・文学科博士課程) 

 “Dematerialization in Abe Kōbō’s Hakobune Sakura Maru” 

16:35-16:55 中島恵 (神戸大学大学院人文学研究科博士後期課程) 

“The Importance of Motherhood in The Tale of Genji and Harry Potter: A Comparative Study 

about Gender in Old Japan and Current Western Culture” 

16:55-17:25 <コメントおよび質疑応答> 

 樋口大祐 (神戸大学大学大学院人文学研究科准教授) 

 Edward Mack (ワシントン大学アジア言語・文学科准教授) 

  

17:25-17:45 <全体討論> 

  

17:45-17:55 <閉会の挨拶> 

 奥村弘(神戸大学大学院人文学研究科副研究科長) 

○発表原稿集 

ITP コロキアム「日本とアメリカ合衆国における日本学―日本の言語・文化についての比較研究的視座」 

発表原稿集 

 

Success and Hope for the Salaryman: Japan's Economic Miracle and the Comedy of the Crazy Cats and 

the Drifters                    五十嵐香里（PhD Student at AL&L, UW） 

A Reappraisal of the Taiwan’s Role in the Cold War in the 1950s  

四方 俊祐（人文学研究科研究員）

Offer Expressions in Japanese, Chinese, Korean and English  

楊吟（人文学研究科博士後期課程）

Enlightenment and Nonduality in Saigyō      Bonnie McClure (MA Student at AL&L, UW) 

Dematerialization in Abe Kōbō’s Hakobune Sakura Maru 

Sarah M. Clayton (PhD Student at AL&L, UW)

The Importance of Motherhood in The Tale of Genji and Harry Potter: A Comparative Study about 

Gender in Old Japan and Current Western Culture      中島 恵（人文学研究科博士後期課程） 

 
４．平成２４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] 第 3 期欧米プログラム・第 4 期アジアプログラム派遣者成果報告会の開催 
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第 3 期欧米プログラム・第 4 期アジアプログラム終了者（長期派遣者 3 名、短期派遣者 4 名）の

研修成果を広く内外に報告し討論する場として、第 3 期欧米プログラム・第 4 期アジアプログラム

派遣者成果報告会を平成 24 年７月 31 日に開催した。 
[2] 成果最終報告書（平成 20 年度～平成 24 年度）」の編集 
第 3 期欧米プログラム・第 4 期アジアプログラム派遣者成果報告会の成果報告を含め、これ

までの全成果をまとめた「若手インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）「東ア

ジアの共生社会構築のための多極的教育研究プログラム」成果最終報告書（平成 20 年度～平成

24 年度）」を編集した。 
[3] 多言語による博士論文の公刊 

  「アジアプログラム」及び「欧米プログラム」派遣経験者の博士論文（以下の 2 点）をアジア

派遣国の公用語（中国語）と英語で公刊した。 

1. 小笠原淳《戰後臺灣小說的現代性敘述脈絡――論白先勇的書寫變遷》 

2. Yang, Yin, Contrastive Study of Act Development Expressions in Japanese, Chinese, Korean, 
and English 
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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 
 
[1]ソウル大学校における総括国際シンポジウムの開催 
 平成 25 年 1 月 10・11 日、ソウル大学校にて国際シンポジウム「東アジアの共生社会実現に向け

た新しい東アジア研究」を開催し、とくに 2 日目（11 日）は ITP の活動を総括するシンポジウムと

して行った。この ITP 総括国際シンポジウムでは、ITP 修了生・派遣生 5 名（うち一名は当日欠席）

が派遣を通じて培った研究成果を発表した。 
[2] ITP コロキアム（台湾大学）の開催 
 ITP 派遣生・修了生が国際研究の企画・運営能力を養い、国際的な研究交流を深めるために、

ITP コロキアム「東アジアにおける域外経験と文化接触―言語から探る日本と台湾及び中国大陸の文

化往還」を企画し、平成 24 年 12 月 21 日に国立台湾大学において開催した。 
[3]ITP コロキアム（ワシントン大学）の開催 
 国立台湾大学での ITP コロキアムと同様に、ITP 派遣生・修了生が中心となり、ITP コロキアム

「日本とアメリカ合衆国における日本学―日本の言語・文化についての比較研究的視座」を企画し、

平成 25 年 2 月 22 日にワシントン大学において開催した。 
[4]外部評価における協力 
ＩＴＰの５年間の成果について、外部評価を実施した。 
（平成 25 年 3 月 8 日 15 時～17 時、於神戸大学大学院人文学研究科Ｂ棟１Ｆ小ホール） 
外部委員として、本プログラムの海外パートナー機関であるソウル大学校日本研究所の林采成副所長を

招聘し、本プログラムに関する評価と助言を受けた。 
 
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。） 

・藤岡達磨（人文学研究科博士課程後期課程） 

「台湾夜市の消費者研究の可能性―先行研究の分析フレームの検討から―」ITP 第四期アジア・欧米プロ

グラム成果報告会，神戸大学，2012/7/31 

藤岡達磨,「消費者為什麼去夜市？―基於對士林夜市問卷調查的分析―, ITP コロキアム(台湾)プログラム

「東アジアにおける域外経験と文化接触 言語から探る日本と台湾及び中国大陸の文化往還」， 国立台

湾大学， 2012/12/21 

Tatsuma FUJIOKA, Social contact through consumption: Analysis about consumer’s motivation and 

image of the Night Market, Young Scholars Workshop on Creativity in Cultural and Business 

Practices, The University of Hong Kong, 27-28, March 2013 

 

・楊吟（人文学研究科博士課程後期課程） 

口頭発表 

“A contrastive study on request-action expressions between Japanese and English”, 2012 Asian 

Language and Literature Spring Colloquium, University of Washington,2012.4. 

「命令・助言・許可与え・許可求めなどによる依頼表現―日本語・中国語・韓国語・英語の対照研究

―」、神戸大学文学部国語国文学会研究部会 第 23 回研究発表会 2012.8.  

“A contrastive study on speech acts: focusing on request expressions in Japanese, Chinese, English 

and Korean”, International Symposium “New East Asian Studies toward Creating a Symbiosis 

Society in East Asia”, Seoul National University,2013.1. 

“Offer expressions in Japanese, Chinese, Korean and English”, The International Training Program 

(ITP) Colloquium “Japanese Studies in Japan and the US: Comparative Perspectives on Japanese 
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Language and Culture”, University of Washington,2013.2. 

論文 

「申し出表現の形式－日本語・中国語・英語・韓国語の対照研究」『国文論叢』46, pp. 48-64, 神戸大学文

学部国語国文学会 2013.3. 

  

・住田哲郎（東呉大学校専任講師） 

住田哲郎・進藤健裕・菱川涼子・薮本勝治（2012）「人文科学系学術論文における論述構造の分

析」『国文学研究ノート』50, pp.28(1)-15(14). 神戸大学「研究ノート」の会. 
 
・四方俊祐（人文学研究科研究員） 

 “ 僑資工廠在自由中国” and Taiwan Economy in the 1950s「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）東アジアの共生社会構築のための多極的教育研究プログラム成果最終

報告書」平成 25 年 3 月 29 日 249-254 頁 

“US Policy toward Taiwan and Overseas Chinese in the Early Cold War”「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）東アジアの共生社会構築のための多極的教育研究プロ

グラム成果最終報告書」平成 25 年 3 月 29 日 297-302 頁 

連氏へのインタビュー 「神阪京華僑口述記録」第 6 号（平成 24 年 3 月）213-215 頁 

 
長澤裕子（国際協力研究科研究員） 

「日本の朝鮮残余主権と日韓分離-信託統治案および対日講和条約の朝鮮放棄条項を中心に 1945～

1952」韓国語（審査有り），『アジア研究』第 150 号、ソウル：高麗大学校亜細亜問題研究所. pp. 

55-85,2012.12. 

 
伊賀司（国際協力研究科学術推進研究員） 

「マレーシアとシンガポールにおける政治変動―ニュー・メディアと新世代の台頭に注目して」拓殖

大学海外事情研究所『海外事情』60 巻第 4 号、2012 年、74-92 頁 

「2008 年総選挙後のマレーシアにおけるメディアと政治―ナジブ政権のメディアをめぐる言説と統

制」神戸大学国際協力研究科『国際協力論集』第 20 巻 1 号、2012 年、93-108 頁 

 

 

三村佳充（国際協力研究科博士課程後期課程） 

「近代韓国における国家形成と外国人顧問官」日韓次世代学術フォーラム国際学術大会（2012 年 6 月 30

日、於一橋大学） 

 

Hernandez, Alvaro （人文学研究科博士課程後期課程） 

 「試論墨西哥動畫迷身份的形成」、王向華・谷川建司・邱愷欣『泛亞洲動漫研究』山東人民出版社、2012

年、250-275  

「アニメ・ファンダムにおける「コミュニティー」の概念―大阪や神戸の周辺とメキシコシティーのアニ

メ・ファンに基づいた研究」神戸大学大学院人文学研究科『海港都市研究』7：2012 年 95-97 

「メキシコの日本アニメファンダム－神話と儀礼によるファンコミュニティの形成」谷川 建司・須藤 遙

子・秋 菊姫・王 向華『コンテンツ化する東アジア: 大衆文化/メディア/アイデンティティ』青弓社、2012

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２４年度実施報告書 

（平成２４年度） 

19 

４－４．今後の課題・問題点 

事業の終了を受け、本事業を、研究科及び全学においていかに継続発展するかという課題がある。

この点については、平成 25 年度以後、以下のような取組みに、本プログラムで構築した多極的教育

研究システムを反映させる予定である。 
１） グローバル人材育成事業においてアジア・プログラム、欧米プログラムを継続実施すること。

２） 博士論文の現地語及び英語による公刊を、「神戸大学人文学研究叢書」として、人文学研究科

内で、まず継続実施すること。 
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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 

ソウル大学校 
H23.10.29～

H24.7.29 
国際協力研究科博士後期課程 

ソウル大学校 H24.10.1～
H25.3.29 

国際協力研究科博士後期課程 

国立台湾大学 H24.10.1～
H25.3.28 

人文学研究科博士後期課程 

ワシントン大学 
H23.11.12～

H24.7.1 
人文学研究科博士後期課程 

ワシントン大学 
H24.10.6～
H25.3.29 

人文学研究科博士後期課程 

ワシントン大学 
H24.11.12～

H25.3.26 
国際協力研究科博士後期課程 

ソウル大学校 
H24.12.1～
H25.2.28 

国際協力研究科博士後期課程 

ワシントン大学 H25.1.14～3.28 人文学研究科研究員 

 

 

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 

 
ソウル大学 

 

 
H24.11.6.～7 

 

 
神戸大学大学院人文学研究科教授 

 

ソウル大学 H24.11.6.～7 神戸大学留学生センター教授 
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国立台湾大学 H24.12.20～22 神戸大学大学院人文学研究科教授 

国立台湾大学 H24.12.20～22 神戸大学大学院人文学研究科准教授 

ソウル大学 H24.12.18 神戸大学大学院人文学研究科教授 

ソウル大学 H24.12.18 神戸大学留学生センター教授 

ワシントン大学 H25.2.21～24 神戸大学大学院人文学研究科教授 

ワシントン大学 H25.2.21～24 神戸大学大学院人文学研究科准教授 

ヤゲウォ大学 H25.3.17～21 神戸大学大学院人文学研究科教授 

 

 

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 

 
人文学研究科 
 

 
H25.2.1 ～ 2.3 
 

 
国立台湾大学・教授 
 

 
人文学研究科 

 
H25.3.6 ～3.9 

 

 
ソウル大学校・准教授 
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８．共同企画実施状況 

企画名 
ITP General International Symposium “ New East Studies toward 
Creating a Symbiosis Society in East Asia  

開催期間 平成 25 年 1 月 10 日 ～ 平成 25 年 1 月 12 日（ 3 日間） 

開催地 Seoul National Nuiversity,Korea 

日
本
側
責
任

者 氏名 中村 千春 

所属機関・職

名 
神戸大学副学長・理事（国際交流担当） 

（※

日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開
催
責
任
者 

氏名（英文） Jeong Jong-Ho 

所属機関・職

名（英文） 
Chief of International Cooperation Office, Seoul National University 

概要及び成果 
【概要】 
（共同企画の目的） 
ＩＴＰプログラムを終了するに当たり、「東アジアの共生社会実現に向けた新しい東アジア研究」をテ

ーマに、ソウル大学校日本研究所・国際大学院と共催で、若手東アジア研究者や教員の対話集集会を挙

行し、東アジアに関する新しい教育や研究に関する有識者の提言に耳を傾け、東アジア国際政治経済の

動向やグローバル社会の文化問題を討論する目的で開催された。 
（本会経費により参加した参加者の役割や貢献） 
・鄭鐘昊（ソウル大学校国際協力本部長）、中村千春（神戸大学副学長）による、東アジアの国際交流の

今後の展望と、その中での神戸大学とソウル大学校との果たすべき役割に関する基調講演がなされた。

・朴喆煕（ソウル大学校日本研究所所長）、木村幹（神戸大学大学院国際協力研究科教授、本プログラム

推進委員）による東アジアの国際関係を分析する基調学術講演がなされた。 
・国際シンポジウムの第１部会では、松並潤（神戸大学大学院国際協力研究科教授、本プログラム推進

委員）が司会を担当し、第２部会では、林采成（ソウル大学校日本研究所）が司会を担当し、総括コメ

ントでは、緒形康（神戸大学大学院人文学研究科教授、本プログラム推進委員）が司会を、油井清光（神

戸大学大学院人文学研究科教授、本プログラム推進委員）、権粛仁（ソウル大学校人類学科教授）がコメ

ントを行った。ＩＴＰの多極的教育研究システムが推進してきた海外パートナー機関と共同で行う院生

指導を、国際シンポジウムの中で効果的に実現することができた。 
【成果】 
・ＩＴＰ修了生５名が、成果の発表を英語で行い、ソウル大学校国際大学院の報告者とともに英語で討

論を行い、シンポ参加者から高い評価を得た。 
・ソウル大学・神戸大学国際シンポジウム「東アジアの共生社会実現に向けた新しい東アジア研究」と

いうシンポジウム報告書を、ソウル大学校の経費と編集により公刊した。 
・ソウル大学校日本研究所と神戸大学大学院人文学研究科が、今後、ソウル大学校加工の定期学術雑誌

『日本研究』の共同編集等の場面で、教育研究面での交流を行うことを確認した。 

 

企画名 第 3期欧米プログラム・第 4期アジアプログラム派遣者成果報告会 

開催期間 平成 24 年 7 月 31 日 ～ 平成  年  月  日（ 1 日間） 

開催地 神戸大学大学院人文学研究科 A 棟一階小会議室 

日本側

責任者 氏名 釜谷 武志 
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所属機関・職名 神戸大学大学院人文学研究科・教授 

概要及成果 

【概要】 

（共同企画の目的） 

第３期欧米プログラム・第４期アジアプログラム終了者（長期派遣者 3名、短期派遣者４名）の研修成

果を広く内外に報告し討論する目的で、平成 24年７月 31日に開催された。 

（本会経費により参加した参加者の役割や貢献） 

・長澤裕子（神戸大学大学院国際協力研究科研究員） は、メンターとしてソウル大学校に短期派遣され

たが、神戸大学とは離れた遠隔地に居住しているため、本報告会に参加する往復旅費を支給したが、ソ

ウル大学校でのメンターの役割を含め、自身の短期研修の学術成果につき有意義な報告を行った。 

・菱川秀行（神戸大学大学院人文学研究科教授）、小川啓一（神戸大学大学院国際協力研究科教授） 

鈴木義和（神戸大学大学院人文学研究科教授）が、それぞれ派遣者の日本側指導教員として、各報告に

対してコメントを行い、スカイプを通じて、海外パートナー機関の指導教員のコメントも得ながら、参

加した推進委員会メンバーも含めて、活発な討議が繰り広げられた。 

【成果】 

成果は「東アジアの共生社会構築のための多極的教育研究プログラム――成果最終報告書（平成 20年

度～平成 24 年度）」（平成 25 年 3 月、神戸大学大学院人文学研究科・国際協力研究科）の、「平成 24 年

度 第５期アジアプログラム」「同 第４期欧米プログラム」の各章にまとめられた。 

 その「総括コメント」に記したように、2009 年度は人文学研究科・国際協力研究科からそれぞれ大学

院生 5 名・ポスドク 1 名を派遣し、台湾、韓国、アメリカの研究者、大学院生との知的交流の中で、幾

つかの学会発表や学術論文を執筆し、あわせて、その中国語・韓国語・英語運用能力を大きく高めたこ

とが成果として挙げられる。 

 

企画名 ITP コロキアム（台湾大学） 

開催期間 平成 24 年 12 月 21 日 ～ 平成  年  月  日（ 1 日間） 

開催地 国立台湾大学 

日
本
側
責
任

者 氏名 緒形 康 

所属機関・職名 神戸大学大学院人文学研究科・教授 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的） 

ＩＴＰ研修生が海外学術集会を企画運営することで、自らの研究能力のみならず国際的な学術ネットワ

ーク作りを通じた研究組織の能力を涵養する目的で、ＩＴＰ研修修了者 2 名が、国立台湾大学文学院台

湾文学研究所の 3 名の若手研究者・3 名の研究所教授と共同で組織したコロキウムを平成 24 年 12 月 21

日に開催した。 

（本会経費により参加した参加者の役割や貢献） 

・小笠原淳（ＩＴＰ研修修了者）、藤岡達磨（同）が、コロキウムを組織した。 

・アルバロ・フェルナンデス（ＩＴＰアジアプログラム長期派遣者）が、学術報告を行った。 

・緒形康（神戸大学人文学研究科教授）が開会挨拶において本コロキウムの趣旨説明を行い、樋口大祐

（同准教授）が、「研究発表第 3部」の司会やコメントを務めた。 

・ＩＴＰパートナー機関の国立台湾大学からは、石廷宇（台湾文学研究所博士課程）、劉于慈（同）、荘

怡文（同）が、学術報告を行った。 
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・ＩＴＰパートナー機関の国立台湾大学からは、洪淑芩（台湾文学研究所所長）が開会挨拶を行い、柯

慶明（同研究所教授、ＩＴＰ研修生・小笠原淳の指導教員）が、報告コメント、閉会の挨拶を行った。

【成果】 

成果は「東アジアの共生社会構築のための多極的教育研究プログラム――成果最終報告書（平成 20年

度～平成 24年度）」（平成 25年 3月、神戸大学大学院人文学研究科・国際協力研究科）の、「ＩＴＰコロ

キウム（台湾大学）・東アジアにおける域外経験と文化接触――言語から探る日本と台湾及び中国大陸の

分科往還」にまとめられた。ＩＴＰ研修修了生と現長期研修生が協力して国際コロキウムを海外パート

ナー機関の若手研究者と組織した意義深い会議となった。 

  
 

企画名 ＩＴＰコロキウム（ワシントン大学） 

開催期間 平成 25 年 2 月 22 日 ～ 平成  年  月  日（ 1 日間） 

開催地 ワシントン大学シアトルキャンパス HUB Room307 

日
本
側
責
任

者 氏名 山本 秀行 

所属機関・職名 神戸大学大学院人文学研究科・教授 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的） 

ＩＴＰ研修生が海外学術集会を企画運営することで、自らの研究能力のみならず国際的な学術ネットワ

ーク作りを通じた研究組織の能力を涵養する目的で、ＩＴＰ研修修了者 1 名が、現長期研修者 2 名、神

戸大学学術研究員 1 名と協力しながら、ワシントン大学アジア言語・文学科博士課程・ＰＤ研究員の 3

名の若手研究者・2名の研究所スタッフと共同で組織したコロキウムを平成 25年 2月 22日に開催した。

（本会経費により参加した参加者の役割や貢献） 

・四方俊祐（ＩＴＰ研修修了者）が、コロキウムを組織した。 

・中島恵（ＩＴＰアジアプログラム長期派遣者）、楊吟（同）が、学術報告を行った。 

・山本秀行（神戸大学人文学研究科教授）、樋口大祐（同准教授）がコメンテーターを務めた。 

・ＩＴＰパートナー機関のワシントン大学からは、五十嵐香里（アジア言語・文学科博士課程）、Bonnie 

McClure（同）、Sarah M. Clayton（同）が、学術報告を行った。 

・ＩＴＰパートナー機関のワシントン大学からは、Justin Jesty（アジア言語・文学科助教授）が開会

挨拶を行い、Edward Mack（同教授、ＩＴＰ研修生・中島恵の指導教員）が、報告コメント、閉会を行っ

た。 

【成果】 

成果は「東アジアの共生社会構築のための多極的教育研究プログラム――成果最終報告書（平成 20年

度～平成 24年度）」（平成 25年 3月、神戸大学大学院人文学研究科・国際協力研究科）の、「ＩＴＰコロ

キウム（ワシントン大学）・日本とアメリカ合衆国における日本学――日本の言語・文化についての比較

研究的視座」にまとめられた。ＩＴＰ研修修了生と現長期研修生が協力して国際コロキウムを海外パー

トナー機関の若手研究者と組織した意義深い会議となった。 

  
 


