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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）非英語圏ヨーロッパ諸地域に関する人文学研究者養成の国際連携体制構築 

 

（英文）Construction of an International Collaboration System for the Training of Young Researchers Specializing in 
the Humanities in Non-English European Areas 

 

 

【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）  

大学院総合国際学研究科 

 

 

(英文)  

Graduate School of Global Studies 
 

  

【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）  

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 
 

  

  

【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）  

 

 

  

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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(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）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Letters 
 

専攻等名（和文）  

人文社会学部 

 

  

(英文)  
School of Humanities and Social Sciences 
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
The Department of Italian Studies 
 

専攻等名（和文）  

哲学部 

 

  

(英文)  
The Department of Philosophy 
 

機関名 （和文）  

エクス・マルセイユ第一大学               

             

 

（英文） 

 
University of Provence Aix-Marseille 1 
 

機関名 （和文）  

エアランゲン・ニュルンベルク大学                           

 

 

（英文） 

 
University of Erlangen-Nurnberg 
 

機関名 （和文）  

ボローニャ大学                           

 

 

（英文） 

 
University of Bologna 
 

機関名 （和文）  

パリ第 8大学                           

 

 

（英文） 

 
University of Paris VIII - Saint-Denis 
 

機関名 （和文）  

リスボン大学                           

 

 

（英文） 

 
University of Lisbon 
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専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Letters 
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  

Faculty of Philisophy 
 

専攻等名（和文）  

文化政策研究所 

 

  

(英文)  
Institute for Cultural Politics   
 

専攻等名（和文）  

文哲学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Literature and Philosophy 
 

専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Letters 
 

機関名 （和文）  

国立モスクワ大学                           

 

 

（英文） 

 
Lomonosov Moscow State University 
 

機関名 （和文）  

ヒルデスハイム大学 

 

 

（英文） 

 
University of Hildesheim 
 

機関名 （和文）  

ローマ大学 

 

 

（英文） 

 
University of Roma 
 

機関名 （和文）  

パリ第３大学 

 

 

（英文） 

 
University of Paris 3-Villetaneuse 
 

機関名 （和文）  

マドリード自治大学 

 

 

（英文） 

 
Autonomous University of Madrid 
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専攻等名（和文）  

文学部 

 

  

(英文)  
Faculty of Philosophy and Letters 
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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２２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、本学の特徴の一つである多言語の高度な運用能力の養成を最大限に活かし、世界諸地域の

中でも特に非英語圏ヨーロッパ諸地域に焦点を合わせ、文学、言語学、文献学を中心とした人文学を中

心に、文化統合的視点を持った有能な若手研究者を育成することを目的とする。 

即ち、若手研究者は、非英語圏ヨーロッパ諸地域で展開されている人文学の多様な理論を、英語とい

うフィルターを通さずに取り入れ、咀嚼することによってそれらを十二分に活かしつつ、応用研究も含

んだ実証的を推進する。 

上記目的を達成するため、海外パートナー機関と組織的に連携し、事業実施期間全体を通じ、次の目

標を実践する。 

1)人文学における拠点大学との実質的な連携事業の推進 

 非英語圏ヨーロッパ諸地域の研究環境で日本的発想を意識化し、ヨーロッパの「文化」という研究対

象・研究アプローチの特質を明確化する。 

2)海外パートナー機関の研究者との共同博士論文審査と共同学院授与制度の整備 

本学が長年にわたり教育研究交流を推し進めてきた非英語圏ヨーロッパ諸地域の交流協定機関との間

で、「博士論文共同指導に関する協定」を締結し、共同博士論文審査・共同学位授与制度を確立する。 

3)多言語による人文学ワークショップの開催 

 海外パートナー機関との共催により、当該機関と本学大学院生が中心となり、「人文学ワークショッ

プ」を開催するとともに、その成果を「人文学ワークショップ報告集」として刊行する。これにより、

外国語による論文執筆能力及び弁論能力を十二分に備えた若手研究者を養成する。 

 

＜平成 22年度の事業目標達成状況＞ 

1)人文学における拠点大学との実質的な連携事業の推進 

 ①派遣した若手研究者の受入教員との協議のため、ボローニャ大学（イタリア）へ担当教員 1名を派

遣した。 

②平成 23年度に派遣予定の若手研究者の共同指導に関する協議のため、リスボン大学（ポルトガル）

へ担当教員 2名を、また、ロシア国立人文大学（ロシア）へ担当教員 1名を、それぞれ派遣した。 

 ロシアへ派遣した同担当教員は、同時に、ロシア国立芸術学研究所も訪問し、近い将来での国際連携

体制構築についても協議した。 

③共同学位授与制度の整備に先立ち、海外パートナー機関からの受け入れに関する包括的な協議のた

め、担当教員をトレント大学（イタリア）へ派遣し、包括協定を締結した。 

 以上のとおり、平成 22年度においては、「非英語圏ヨーロッパ諸地域」として新たにポルトガル、

ロシアの研究機関との連携体制構築を推進し、当初の目標を達成した。 

2)海外パートナー機関の研究者との共同博士論文審査と共同学位授与制度の整備 

 ①リスボン大学との「博士論文共同指導（コチュテル）に関する協定」締結するにあたり、同大学と

の包括協定を平成 23年 1月 11日に締結した。本包括協定に基づき、担当教員 2名を同大学に派遣し、

コチュテルの詳細について協議を行った。同コチュテルに基づき、若手研究者（博士後期課程）を 1

名、同大学に 1年間派遣することとなった。 

 ②ロシア国立人文大学との共同博士論文指導体制を確立するため、担当教員 1名を同大学に派遣した。

コチュテルの締結については、共同学位授与の方式について以下のとおり合意した。 

1）日本の若手研究者がロシア語と日本語の両方の論文を書き、双方の大学（国）で定められた専門家

がその評価を行う。 

2）ロシア国立人文大学での審査には、日本の審査員が参加する。 

3）審査は2ヵ国語で行う。 

4）審査の結果を踏まえて、ロシアの学位（名称は「博士候補号」）と日本の学位（博士号）が与えら

れる。ただし、ロシア側の学位は、ヴァーク（高等資格認定委員会）の最終的な認定を受けた後と

なる。 

 ③トレント大学との共同博士論文指導体制を確立するため、担当教員 1名を同大学に派遣した。同大

学とは、コチュテルの前提となる連携体制を構築した。これにより、今後双方向の学生派遣が可能と

なった。 

  以上のとおり、当初の目標を達成した。特に、ロシアの共同学位制度の現状を把握することととも

に、具体的な協議が進んだことは大きな進展である。 
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3)多言語による人文学ワークショップの開催 

 海外パートナー機関との共同企画として、平成 22年 12月 9日及び 10日の 2日間にわたり、第 1回国

際セミナー「文化的鏡像の諸相 地理－批評学／文学の考察 日本とヨーロッパ」を、ボローニャ大

学（イタリア）で開催した。http://www.tufs.ac.jp/topics/post_133.html。同セミナーでは、ITP

派遣研究者の指導教員による基調講演等と合わせ、ITP により派遣し、また、派遣の終了した次の 5

名の若手研究者が ITP での研究成果を、イタリア語、ドイツ語、フランス語で発表を行った。太田悠

介（パリ第八大学）、秋野有紀（ヒルデスハム大学）、横田さやか（ボローニャ大学）、石田聖子（ボロ

ーニャ大学）、小久保真理江（ボローニャ大学）。各発表者には、ディスカサント及びコメンテータ各

1 名をそれぞれの発表者に付ける形式により開催した。また、最終日には、指導教員等による包括円

卓討論を行い、若手研究者それぞれの発表内容を総括しつつ、若手研究者にシニアとの交流の機会を

提供することができた。 

  なお、本国際セミナーの成果報告書は、平成 23年度に取りまとめる予定である。また、第 2回国際

セミナーは、平成 24年度に海外パートナー機関であるヒルデスハイム大学（ドイツ）において開催す

る予定であり、既に同大学との間で合意がなされている。 

  以上のとおり、第 1 回国際セミナーは、若手研究者による国際的な場での多言語による研究報告の 

今後のモデルとして関係者がその有効性について共通の認識を持つことができた。更に、①海外パー

トナー機関との担当教員間の協議、②若手研究者の派遣、③国際セミナーの開催、という若手研究者

を軸とした国際的連携体制の機能的な連関を構築し、今後の方向性を示すことができ、当初の目標を

達成した。 
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３．平成２２年度 年度事業実施概要 

 

1) 事業運営体制 

平成 22 年度においては、平成 21 年度に整備した事業運営体制基づき、以下のとおり機能的に運営し

た。 

①プログラム運営体制 

本プログラムは、東京外国語大学総合国際学研究科を統括組織とし、全学の国際戦略を掌理する国際

学術戦略本部のもとに設置した若手研究者派遣事業を推進する ITP-EUROPA 委員会が運営した。

ITP-EUROPA 委員会委員長を大学院総合国際学研究院教授が務め、副学長（研究等担当）、国際学術戦

略本部長、各部局及び事務局からの委員 12 名からなる全学組織である。同委員会は、事業方針の策定、事

業計画の立案、派遣若手研究者の審査等にあたった。また、派遣若手研究者の指導教員とともに、

ITP-EUROPA 事業委員会を組織し、派遣若手研究者の指導等を行った。 

②派遣若手研究者の審査体制 

学内の公募により応募した若手研究者の審査については、ITP-EUROPA 委員会委員が書類審査とと

もに、面接審査を行った。書類審査は、ITP-EUROPA 委員会が行い、書類審査を合格した候補者に

ついて、ITP-EUROPA 委員会委員長及び委員の 2人体制で、各候補者あたり各 20分間面接審査を行

った。 

③派遣候補者の決定方針 

ITP-EUROPA委員会は、本事業による派遣候補者の決定方針を次のとおり定めている。 

・研究テーマが派遣先の研究領域と合致していること。 

・研究計画が明確であり、成果が期待できること。 

・指導教員による指導方針が明示されていること。 

・理論と実践のバランスをとりうること。 

・研究を遂行するに足る語学力を有すること。 

・他文化での生活への適応能力を有すること。 

④月例報告書の提出 

派遣若手研究者の派遣先での研究進捗状況を担当教職員のみならず、本事業を運営する本学国際学術

戦略本部及び同本部のもとに設置された ITP-EUROPA 委員会が確認し、必要な助言を行うため、派

遣若手研究者全員に月例報告書を提出させた。月例報告書は、ITP-EUROPA 委員会委員長及び担当

教員が確認のうえ、本学国際学術戦略本部のホームページに随時掲載し、広く広報した。

http://ofias.jp/j/itp_eu/events/ 

⑤研究成果報告会・研究計画報告会の定期的開催 

派遣の終了した若手研究者の研究成果を担当教職員、国際学術戦略本部及び TUFS-ITP-EUROPA 委員会

として確認するとともに、派遣の決定した若手研究者の研究計画を確認し、必要な助言を予め与える

ため、「TUFS-ITP-EUROPA 研究成果報告会・研究計画報告会」を 3 回（4 月 9 日、8 月 20 日、9 月 16

日）開催した。 

http://ofias.jp/j/itp_eu/index.html 

⑥広報体制 

ⅰ) 本学における本事業に関する広報 

本事業を運営する本学国際学術戦略本部が発行する”OFIAS NEWSLETTER”に、TUFS-ITP-EUROPA 事業

の実施状況を日・英表記により公表し（OFIAS NEWSLETTER No.14 February 2011）、海外パートナー機

関のみならず、本学の海外協定機関等に送付した。なお、同 NEWSLETTERは、同本部ホームページでも

PDF版により公開している。 

http://ofias.jp/j/Newsletter_14_6fn.pdf 

ⅱ)海外における本事業に関する広報 

  海外パートナー機関であるボローニャ大学（イタリア）において、平成 22年 12月 9日及び 10日の 2

日間にわたり、第 1回国際セミナー「文化的鏡像の諸相 地理－批評学／文学の考察 日本とヨーロッ

パ」を開催し、本プログラムにより派遣した若手研究者 5 名が研究成果を発表し、本事業に関する国際

的な広報に努めた。なお、第 2回国際セミナーについては、既に海外パートナー機関であるヒルデスハ

イム大学（ドイツ）との間で日程等の概要について合意した。 

 

2)若手研究者の海外派遣 

①海外パートナー機関：ボローニャ大学（イタリア）へ、大学院博士後期課程学生 3名を以下のとおり
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派遣した。 

 派遣若手研究者：石田聖子（専攻：現代イタリア文学、派遣期間：平成 21 年 9 月 1 日～平成 22 年 8

月７日（平成 21年度より継続）／平成 22年 9月 1日～平成 23年 8月 31日） 

 海外パートナー機関における共同研究者：ジャコモ・マンゾリ教授 

 研究テーマ：20世紀イタリア文化表象における笑いに関する考察 

 派遣若手研究者：横田さやか（専攻：イタリア現代芸術、派遣期間：平成 22年 9月 1日～平成 23 年

8月 31日） 

 海外パートナー機関における共同研究者：エレーナ・チェルヴェッラーティ教授 

 研究テーマ：未来派の舞踏 

 派遣若手研究者：小久保真理江（専攻：イタリア文学・比較文学、派遣期間：平成 22年 10月 1 日～

平成 23年 9月 30日） 

 海外パートナー機関における共同研究者：ニヴァ・ロレンツィーニ教授 

 研究テーマ：チェーザレ・パヴェーゼの作品におけるアメリカ文学・映画の影響 

②海外パートナー機関：エアランゲン大学（ドイツ）へ、大学院博士後期課程学生 1名を以下のとおり

派遣した。 

 派遣若手研究者：モハンマド、ファトヒー（専攻：ドイツ言語学、対照言語学、派遣期間：平成 21

年 10月 1日～平成 22年 8月 31日（平成 21年度より継続）） 

 海外パートナー機関における共同研究者：メヒティルト・ハーバーマン教授 

 研究テーマ：日本語とドイツ語における動詞型名詞修飾表現の対照研究 

③海外パートナー機関：エクス・マルセイユ第一大学（フランス）へ、大学院博士後期課程学生 1 名を

以下のとおり派遣した。 

 派遣若手研究者：中田俊介（専攻：言語学、派遣期間：平成 22年 5月 1日～8月 10日） 

 海外パートナー機関における共同研究者：ヨアン・メナディエ教授 

 研究テーマ：フランス語イントネーションの音韻論的構造 

④海外パートナー機関：パリ第 8大学（フランス）へ、大学院博士後期課程学生 1 名を以下のとおり派

遣した。 

 派遣若手研究者：太田悠介（専攻：哲学、派遣期間：平成 22年 7月 1日～平成 23年 6月 30日） 

 海外パートナー機関における共同研究者：アラン・ブロッサ教授 

 研究テーマ：エティエンヌ・バリバールの思想における市民権と暴力の概念の研究 

 

3)海外パートナー機関との共同博士論文審査と共同学位授与制度の整備 

①リスボン大学との「博士論文共同指導（コチュテル）に関する協定」締結するにあたり、同大学との

包括協定を平成 23年 1 月 11日に締結した。本包括協定に基づき、担当教員 2名を同大学に派遣し、

コチュテルの詳細について協議を行った。同コチュテルに基づき、若手研究者（博士後期課程）を 1

名、同大学に 1年間派遣することとなった。 

②ロシア国立人文大学との共同博士論文指導体制を確立するため、担当教員 1 名を同大学に派遣した。

コチュテルの締結については、共同学位授与の方式について以下のとおり合意した。 

1）日本の若手研究者がロシア語と日本語の両方の論文を書き、双方の大学（国）で定められた専門家

がその評価を行う。 

2）ロシア国立人文大学での審査には、日本の審査員が参加する。 

3）審査は2ヵ国語で行う。 

4）審査の結果を踏まえて、ロシアの学位（名称は「博士候補号」）と日本の学位（博士号）が与えら

れる。ただし、ロシア側の学位は、ヴァーク（高等資格認定委員会）の最終的な認定を受けた後と

なる。 

③トレント大学との共同博士論文指導体制を確立するため、担当教員 1 名を同大学に派遣した。同大学

とは、コチュテルの前提となる連携体制を構築した。これにより、今後双方向の学生派遣が可能とな

った。 
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４．平成２２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本事業は、東京外国語大学が長年にわたり相互に研究者及び学生の交流を推進してきた非英語圏ヨー

ロッパ諸地域の交流協定機関との密接なネットワークを基軸とし、国際的な舞台で活躍することので

きる若手研究者の養成を組織的に目指している。本学大学院総合国際学研究科（平成 21年度に大学院

地域文化研究科を改組）は、既にエクス・マルセイユ第一大学言語学科との間で、「博士論文共同指導

（コチュテル）に関する協定」締結の実績を持ち、大学院改組後にあっては、本事業を通じ更に同制

度の整備を図っていくこととした。平成 22 年度においては、平成 21 年度に本事業の実施主体である

大学院総合国際学研究科が、本学の全学的組織である国際学術戦略本部のもとに設置した

ITP-EUROPA 委員会が、若手研究者の公募、派遣候補者審査方針、審査等の制度設計等を行った。

審査方法としては、同委員会が書類審査を行うとともに、書類審査を合格した者について、同委員会

委員長と委員の 2名体制で面接審査を行う 2 段階の審査方法を定着させた。面接審査においては、博

士論文共同指導の実現の可能性を中心に、現在の研究の進捗状況と今後の具体的研究計画について具

体的に把握するよう努めた。また、派遣前、派遣後には、学内発表会を開催し、派遣前の指導と派遣

後の成果の確認及び今後の研究の発展に向けての指導を行った。 

②海外パートナー機関との若手研究者養成のための組織的取組として、ボローニャ大学へ 3名、エクス・

マルセイユ第一大学へ 1名、パリ第 8 大学へ 1名、エアランゲン大学へ 1 名、それぞれ大学院博士後

期課程学生を派遣した。このうち、ボローニャ大学については個別の博士論文共同指導のためのコチ

ュテルを新規に 1 名について締結し、既に締結している 2 名と合わせ、3 名の博士論文共同指導を行

った。また、エクス・マルセイユ第一大学及びパリ第 8 大学（フランス）については、既に締結して

いるコチュテルに基づき博士論文共同指導を行った。 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

①海外パートナー機関であるボローニャ大学（イタリア）との間で組織的に進めている博士論文共同指

導については、共同指導する若手研究者ごとに個別にコチュテルを締結しており、平成 22年度におい

ては、新たに 1 名（大学院博士後期課程：横田さやか）について、平成 22年 10月 1 から 2年間のコ

チュテルの締結を行った。 

②海外パートナー機関であるリスボン大学との組織的連携の取組としては、「博士論文共同指導（コチュ

テル）に関する協定」締結するにあたり、予め包括協定を平成 23 年 1月 11 日に締結した。同コチュ

テルに基づき、若手研究者（博士後期課程）1名を、平成 23年度 9月より 1年間、同大学に派遣する

ことについて合意した。 

 ③海外パートナー機関との共同企画として、平成 22年 12月 9日及び 10日の 2日間にわたり、第 1回国

際セミナー「文化的鏡像の諸相 地理－批評学／文学の考察 日本とヨーロッパ」を、ボローニャ大

学（イタリア）で開催した。http://www.tufs.ac.jp/topics/post_133.html。同セミナーでは、ITP

派遣研究者の指導教員による基調講演等と合わせ、ITP により派遣し、また、派遣の終了した 5 名の

若手研究者が ITPでの研究成果を、イタリア語、ドイツ語、フランス語で発表を行った。第 1 回国際

セミナーは、若手研究者による国際的な場での多言語による研究報告の今後のモデルとして関係者が

その有効性について共通の認識を持つことができた。更に、①海外パートナー機関との担当教員間の

協議、②若手研究者の派遣、③国際セミナーの開催、という若手研究者を軸とした国際的連携体制の

機能的な連関を構築し、今後の方向性を示すことができた。 

 

４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

1）学会等での研究成果発表 

①横田さやか：“Il corpo danzante e il corpo volante da Maria Taglioni a Giannina Censi” （踊る身体と飛ぶ身

体－マリー・タリオーニからジャンニーナ・チェンシへ－） 
学会名：第 1回 ITP-EUROPA国際セミナー「文化的鏡像の諸相 地理－批評学／文学の考察 日本とヨ

ーロッパ」 
開催場所：ボローニャ大学（イタリア） 

開催期間：平成 22年 12月 9日～10日 

②小久保真理江：“La luce, l’omba, il silenzio : Cesare Pavese e il cinema” （光・影・静寂：チ

ェーザレ・パヴェーゼと映画） 
学会名：第 1回 ITP-EUROPA国際セミナー「文化的鏡像の諸相 地理－批評学／文学の考察 日本とヨ

ーロッパ」 
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開催場所：ボローニャ大学（イタリア） 

開催期間：平成 22年 12月 9日～10日 

③小久保真理江：“Between Literature and Cinema, Between Italy and the United States:Representations of Class 
in Cesare Pavese’s Work”  
学会名：The 42nd Convention of the Northeast Modern Language Association 
開催場所：New Brunswick, New Jersey（アメリカ） 

開催期間：平成 23年 4月 7日～10日 

④石田聖子：“Da Perelà a Totò ― Sulle forme del comico nella cultura italiana del Novecento” 
（ペレラからトトへ―20世紀イタリア文化における笑いの諸相） 
学会名：第 1回 ITP-EUROPA国際セミナー「文化的鏡像の諸相 地理－批評学／文学の考察 日本とヨ

ーロッパ」 
開催場所：ボローニャ大学（イタリア） 

開催期間：平成 22年 12月 9日～10日 

⑤太田悠介：“Écrire pour les masses : réflexion sur le parcours intellectuel d’un penseur marxiste Étienne 
Balibar” （大衆のために書く―マルクス主義思想家エティエンヌ・バリバールの知的道程に関する考

察） 
学会名：第 1回 ITP-EUROPA国際セミナー「文化的鏡像の諸相 地理－批評学／文学の考察 日本とヨ

ーロッパ」 
開催場所：ボローニャ大学（イタリア） 

開催期間：平成 22年 12月 9日～10日 

⑥太田悠介：“Peut-on démocratiser la frontière ? Une question philosophiquement ouverte”  
学会名：Borders, Displacement and Creation. Questioning the Contemporary 
開催場所：ポルト大学（ポルトガル） 

開催期間：平成 23年 8月 29日～9月 4日 

 

2）論文 

①横田さやか：“La danza aerea”, Danza e ricerca, Dipartimento di Musica e Spettacolo -Alma Master Studiorum- 
Università di Bologna, 2011 年夏頃予定 

②太田悠介：“Écrire pour les masses : réflexion sur la violence de masses chez Étienne Balibar”, Culture allo 
specchio. Studi di geocritica e letteratura tra il Giappone e l'Europa, Casa Editrice Emil di Odoya srl, 2011 年 12
月予定 

③モハンマド、ファトヒー：“Zur Konkurrenz von attributiven Infinitivkonstruktionen und Dass-Sätzen”, DER 
KEIM 第 33 号, 東京外国語大学大学院ドイツ語文学研究会編, 2010 年 

④石田聖子：「笑う＜わたし＞ ――チェーザレ・ザヴァッティーニの初期文学作品における＜わたし＞」

『笑いと創造』勉誠出版 2010 年 
 
3）翻訳 

①太田悠介：ジョルジョ・アガンベン、アラン・バディウ、ダニエル・ベンサイード、ウェンディ・ブ

ラウン、ジャン＝リュック・ナンシー、ジャック・ランシエール、クリスティン・ロス、スラヴォイ・

ジジェク『民主主義は、いま？――不可能な問いへの 8 つの思想的介入』（共訳）、以文社、2011 年 2

月 

②太田悠介：ジョヴァンニ・アリギ『北京のアダム・スミス――21世紀の諸系譜』（共訳）、作品社、2011

年 4月 

③太田悠介：ジェラール・ノワリエル『フランスというるつぼ』（共訳）、法政大学出版局、2012年予定 

 

４－４．今後の課題・問題点 

1) 平成 22 年度第 1 回国際セミナーの成果報告集「文化的鏡像の諸相 地理－批評学／文学の考察 

日本とヨーロッパ」の成果報告集の編纂と刊行を行う。 

2) 平成 24 年 11 月に海外パートナー機関との共同企画としてヒルデスハイム大学（ドイツ）で開催

予定をしている第 2 回国際セミナーの協議を行う。なお、若手研究者の成果発表の際の使用言語

としては、ドイツ語，イタリア語，フランス語，ポルトガル語，ロシア語を予定しており、具体

的な発表方法の検討を行う。 

3) 海外パートナー機関であるリスボン大学、及びロシア国立人文大学との博士論文共同指導のため

のコチュテルの締結を目指す。 
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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 

ボローニャ大学 

2009年 9月 1日

～2010年 8月 7

日（335日間） 

※2010年 4月 7

日～4月 13日は

一時帰国 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

エアランゲン大学 

2009 年 10 月 1

日～2010年 8月

31日（335日間） 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

エクス・マルセイユ

第一大学 

2010年 5月 1日

～2010年8月10

日（102日間） 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

パリ第８大学 

2010年 7月 1日

～2011年6月30

日（365日間） 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

ボローニャ大学 

2010年 9月 1日

～2011年8月31

日（356日間） 

※2011年 1月 6

日～1月 14日は

一時帰国 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

ボローニャ大学 

2010年 9月 1日

～2011年8月31

日（365日間） 

東京外国語大学・大学院地域文化研究

科・博士後期課程 

ボローニャ大学 

2010 年 10 月 1

日～2011年 9月

30日（365日間） 

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．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 

ボローニャ大学 

2010 年 7 月 22

日～2010年 7月

30日（9日間） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究院・教授 

ロシア国立人文大学 

2010 年 9 月 13

日～2010年 9月

18日（6日間） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究院・教授 

ボローニャ大学 

2010 年 12 月 7

日～2010 年 12

月 14日（9日間） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究院・教授 

ボローニャ大学 

 

 

 

パリ第８大学 

2010 年 12 月 8

日～2010 年 12

月 11日（4日間） 

 

2010 年 12月 12

日～2010 年 12

月 15日（4日間） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究院・教授 

リスボン大学 

 

 

 

トレント大学 

2011 年 3 月 13

日～2011年 3月

15日（3日間） 

 

2011 年 3 月 16

日～2011年 3月

21日（6日間） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究院・教授 

リスボン大学 

2011 年 3 月 13

日～2011年 3月

15日（3日間） 

東京外国語大学・大学院総合国際学研

究院・教授 
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７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 

第 1 回 ITP-EUROPA 国際セミナー「文化的鏡像の諸相 地理－批評学／文学

の考察 日本とヨーロッパ」 

開 催 期 間 平成 22年 12月 9日 ～ 平成 22年 12月 10日（2日間） 

開 催 地 ボローニャ大学（イタリア・ボローニャ） 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 成田 節 

所属機関・職名 東京外国語大学大学院総合国際学研究院・教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Stefano Colangelo 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 

Professor, 

University of Bologna 
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概要及び成果 

【概要】 

1．目 的：本事業により博士論文共同指導を行い、博士の共同学位取得に向けて派遣している若手研究

者及び博士号取得者と、非英語圏ヨーロッパ地域における海外パートナー機関に所属する一線級の

人文学研究者が一堂に会することで、①若手研究者の研究到達水準の確認と研究意欲の向上を図る

こと ②研究成果を国際社会に公表する機会を確保し、成果の検証を行うこと。 

2．意 義：①我が国の優れた人文学研究の成果を非英語圏地域に向け発信することができる。②外国語

による論文執筆能力及び弁論能力を十二分に備えた若手研究者を育成する機会を提供することがで

きる。③日本的発想による新しい人文学研究と同領域の共同学位及び博士論文共同指導に向けた成

果と今後の可能性を検証することができる。 

3．研究発表者： 

①横田さやか：“Il corpo danzante e il corpo volante da Maria Taglioni a Giannina Censi” （踊

る身体と飛ぶ身体－マリー・タリオーニからジャンニーナ・チェンシへ－） 

②小久保真理江：“La luce, l’omba, il silenzio : Cesare Pavese e il cinema” （光・影・静寂：

チェーザレ・パヴェーゼと映画） 

③石田聖子：“Da Perelà a Totò ― Sulle forme del comico nella cultura italiana del Novecento” 

（ペレラからトトへ―20世紀イタリア文化における笑いの諸相） 

④太田悠介：“Écrire pour les masses : réflexion sur le parcours intellectuel d’un penseur 

marxiste Étienne Balibar” （大衆のために書く―マルクス主義思想家エティエンヌ・バリバール

の知的道程に関する考察） 

 なお、上記 4 名以外に、平成 21 年度本事業によりドイツ・ヒルデスハイム大学に派遣し既に博士号

（共同学位）を取得した秋野有紀がドイツ語による研究成果報告を行った。 

4．担当教職員の役割 

 ・成田 節（日本側責任者）：総括 

 ・和田忠彦（担当教員）：基調演説「侵食する記憶―イタリアを書くこと訳すこと」 

・和田忠彦（担当教員）：ディスカサント 

・和田忠彦（担当教員）：総括円卓討論 

・西谷 修（担当教員）：ディスカサント 

・山口裕之（担当教員）：ディスカサント 

 ・佐久間敬喜（担当職員）：事務総括 

 

5．成果 

1)研究成果報告を行う若手研究者にそれぞれディスカサント及びコメンテータを付け、本学指導教員と

海外パートナー機関の指導教員とが日欧の両視点から意見を述べ、今後の研究の進展に活かす機会と

なった。 

2)国際的な環境で、若手研究者がそれぞれ研究に使用しているイタリア語、ドイツ語、フランス語で研

究成果を発表することにより、研究者としての国際的な通用性を確認する機会となった。 

3)基調演説、総括円卓討論は、日欧の指導教員が担当し、最新の研究成果と意見交換を行い、若手研究

者がシニアと交流する機会を提供することができた。 

4)第 1回国際セミナーは、若手研究者による国際的な場での多言語による研究報告の今後のモデルとし

て関係者がその有効性について共通の認識を持つことができた。更に、①海外パートナー機関との担

当教員間の協議、②若手研究者の派遣、③国際セミナーの開催、という若手研究者を軸とした国際的

連携体制の機能的な連関を構築し、今後の方向性を示すことができた。 

 

6．関連資料 

・第 1 回 ITP-EUROPA 国際セミナー「文化的鏡像の諸相 地理－批評学／文学の考察 日本とヨーロッ

パ」パンフレット 

・同プログラム（日本語版） 

・OFIAS-NEWSLETTER No.14 (February 2011) 

 
 

 

 


