
                                      【公表】 

事業名 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 

申請大学 

大学名・申請専攻等名 
東京外国語大学・大学院総合国際学研究科 

主担当教員 

所属・職・氏名 
大学院総合国際学研究院・教授・成田節 

  

１．事業の実施状況 

（１）申請時に提出した事業の目的及び将来構想の概要を記入してください。 

【事業の目的】 

 本事業は、多言語の高度な運用能力を最大限に生かし、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。 

 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、事業実施機関全体を通じ、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の推進 

2）人文学の若手研究者リーダーの育成 

3) 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 

4) 多言語による人文学ワークショップの開催 

【将来構想】 

 本学のグランドデザインは、本学の将来構想として、1)世界諸地域の言語・文化・社会に関する高

等教育の拠点 2)世界諸地域の言語・文化・社会に関する学際的かつ先端的な研究拠点を目指すとし

ている。本事業は、「世界諸地域」の中でも特に本学に特徴的な「非英語圏ヨーロッパ諸地域」に焦点

を合わせ、学問分野としては、「文学、言語学、文献学を中心とした人文学」を中心に、若手研究者の

派遣及び受入れ、共同博士学位論文指導、共同学位授与制度等を通じて、本学の将来構想の実現に寄

与するものである。 

 

（２）事業の達成度合について当てはまるものを選択し、その理由を記入してください。 

 （１）の目的に対する、５年分の内２ヵ年分の計画については、 

□目標を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

   □概ね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

1) 上記目標 1 及び目標 3 に関し、平成 21 年度より平成 23 年度の間、当初予定で 8 大学（パリ第 3

大学、エクス・マルセイユ第一大学、ローマ大学、国立モスクワ大学、エアランゲン・ニュルンベ

ルク大学、リスボン大学、ボローニャ大学、マドリード自治大学）との連携を推進することとして

いた。若手研究者の派遣は、当初各年度 5名を予定していたところ、平成 23年 8月時点で延べ 16

名の派遣を実施できた。また、平成 23年 8月末時点で 5大学（エクス・マルセイユ第一大学、ボ

ローニャ大学、ヒルデスハイム大学、パリ第 8大学、ローマ大学）とコチュテル（共同博士学位論

文指導）実施のための協定を締結できた。 

2) 上記目標 1 の推進及び目標 3 の整備の結果、1 名（ヒルデスハイム大学）が共同学位を取得し、1

名（エクス・マルセイユ第一大学）がフランスにおいて学位を取得した。また、本評価対象期間に

おける共同博士論文指導の結果、平成 23年度末に 4名が、平成 24年 6月に 1名が博士論文を提出

できる見込みである。以上により、上記目標 2の若手研究者リーダーの育成を図った、 

3) 上記目標 4の開催に関し、平成 22年 12月 9日-10日の間、ボローニャ大学において、第 1回国際

セミナーを開催し、上記 1により派遣した若手研究者のうち、5名が研究成果をイタリア語、フラ

ンス語、ドイツ語で発表し、優れた研究内容及び高い言語運用能力について評価を得た。 

4) 目標 2に関し、発表論文数は 13件、国際会議での研究発表数は 7件の成果を上げた。 
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（３）若手研究者養成のための組織的な枠組み作りが確立し、実施機関全体として事業実施・支援体

制が整備されているか、また、海外パートナー機関と継続的な連携がとられているか。 

 

①若手研究者養成のための組織的な枠組み作り、及び実施機関全体としての事業実施・支援体制の整

備について 

【学内支援体制の整備】 

1) 本プログラムの円滑かつ効果的な推進を記すため、「国立大学法人東京外国語大学若手研究者イン

ターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）委員会に関する申合せ」を策定し、同申合せ

に基づき、大学院総合国際学研究院と本学役員会の下に設置されている国際学術戦略本部とを中

心に、全学組織として「ITP-EUROPA委員会」を設置した。  

2) 本プログラム受託事業実施経費を有効に活用するため、本学が定める旅費規程とは別に、ITPに対

応した「TUFS-ITP派遣滞在費月額」を規定したほか、「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）派遣研究者の手引き」を策定した。 

3) 若手研究者の派遣先国での危機管理に対応するため、大学が危機管理会社と契約を締結し、大学

が緊急時に迅速に対応できる体制を築いた。 

【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、書類審査と書類審査合格者に対する面接

審査という 2 段階の審査体制を整備した。書類審査は、ITP-EUROPA 委員会において委員全員により

行い、面接審査については、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 20分

間行い、最終総合審査は国際学術戦略本部で行うこととした。 

【月例報告書の提出】 

 派遣若手研究者の派遣先における研究の進捗状況を担当教職員のみならず、ITP-EUROPA委員会及び

国際学術戦略本部として確認し、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

せる体制を整備した。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、国際学

術戦略本部のホームページに全報告書を掲載し、広く広報することとした。 

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

【ITP-EUROPA 研究成果報告会・研究計画報告会の定期的開催】 

 派遣の決定した若手研究者の研究計画を事前に確認し、必要な助言を行うとともに、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 ITP-EUROPA 委員会として確認するた

め、「ITP-EUROPA 研究計画・研究成果報告会」を開催する体制を整備し、年 2回開催している。 

 

②海外パートナー機関との連携について（海外パートナー機関との間で形成したネットワークが活用

できているか、共同企画や海外パートナー機関からの受入等、双方向の交流についても言及して下さ

い。） 

 本事業の最大の特徴は、共同博士論文審査・共同学位授与制度を確立することであり、平成 23年 8

月末現在、次のとおりパートナー機関とのコチュテルのための協定を締結した。 

・エクス・マルセイユ第一大学（平成 20年） 

・ボローニヤ大学（平成 21年：2件、平成 22年：1件） 

・ヒルデスハイム大学（平成 21年） 

・パリ第 8大学（平成 22年） 

・ローマ大学（平成 23年） 

・リスボン大学（平成 23年合意済み、調印予定） 

 博士学位論文共同指導協定においては、双方の指導教員名、指導機関、博士論文課題名、指導料、

博士学位審査委員会、研究言語、知的財産の取扱い等について合意する内容となっている。協定は海

外パートナー機関との担当教員間の協議を基に大学間で締結しており、緊密な連携が維持されている。

また、担当教員は、本事業経費及び他の経費も活用し、海外パートナー機関に指導のため随時訪問し

ている。 

 平成 22 年 12 月 9 日-10 日には、ボローニャ大学において派遣若手研究者の発表を中心とした国際

セミナーを同大学との共催で開催した。同セミナーには、パリ第 8 大学、ヒルデスハイム大学、ボロ

ーニャ大学の各パートナー大学から、ディスカサントないしコメンテータを招聘した。 

 博士論文共同指導のための双方的交流については、ローマ大学との間で協議を行っているほか、若

手研究者の受け入れについては、二国間協定に基づき実施している。 
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（４）本事業の取り組み成果の国内外への積極的な情報発信に取り組んでいるか。 

 

＜国外＞ 

1) 平成 22 年 12 月に本事業パートナー機関であるボローニャ大学との共催で第 1 回 ITP－EUROPA 国

際セミナーをボローニャ大学に於いて開催した。日、伊、仏、独からの参加者を得た同セミナー

においては、本学 ITP 派遣研究者 5 名が本事業による研究成果を発表した。同セミナーの成果に

ついてはボローニャ大学の協力を得て平成 23年度中に報告書として発行し、パートナー機関のみ

ならず、世界に広がる本学の海外協定校へ送付し、本事業による取り組みについて広報を行う予

定である。 

なお、同セミナーについては、すでにイタリアにおいては学術オンラインマガジンにて詳細な

紹介を含む総評が掲載されており、その旨、本事業 HP にても日本語訳と併せて報じている。参照：

http://ofias.jp/j/itp_eu/events/1-europaonline_magazine.html 

 

2) 上述第 1 回 ITP－EUROPA 国際セミナーに引き続き、平成 24 年 11 月には本事業パートナー機関で

あるヒルデスハイム大学との共催で第 2 回 ITP－EUROPA 国際セミナーを開催し、本事業の成果に

ついて国際社会に情報発信する予定であり、既に同大学との第 1回目の協議を実施した。 

 

3) 本事業による派遣の成果に基づき、平成 23年 4月に米国で 1名、平成 23年 8月にポルトガルで 1

名、合計 2名の派遣研究者が国際会議に於いて本学支援により発表を行った。 

 

4) 本事業を運営する本学国際戦略本部が年 1～2 回発行する “OFIAS NEWSLETTER”に、TUFS-ITP 事

業の実施状況を日・英表記により公表し、海外パートナー機関のみならず、本学の海外協定校等

に送付する体制を整備した。なお、同 NEWSLETTER は、同本部ホームページでも PDF版により閲覧

できる。 

“OFIAS NEWSLETTER No.14”（平成 23年 2月発行） 

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

 

5) ヒルデスハイム大学へ派遣した若手研究者については、ヒルデスハイム大学と本学による博士論

文共同指導により平成 22年 3月に博士号を取得したが、その共同指導については、現地でも注目

を浴び、現地紙（Hildesheimer Allgemeine Zeitung 08 02 2010）に紹介された。 

 

6) ITP 事業の概要を三つ折り版パンフレット（日・英表記）として発行し、海外出張する本学教員が

持参し、本事業の概要を紹介する際に活用している。 

 

＜国内＞ 

1) 派遣若手研究者全員に、毎月定例報告書を派遣先より提出させ、同報告書を本学ホームページで

公表している。これまでにホームページに公開された月例報告は 85件に上る。 

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

 

2) 派遣を開始する研究者については派遣前に研究計画の報告会を開催し研究計画への助言・指導を

行い、派遣を修了した研究者については派遣成果報告会を開催して派遣成果の検証を行っている

が、同時に、この報告会を通して、学内外に対して本事業の広報、成果の公表を行っている。 

http://ofias.jp/j/itp_eu/topics/2011615-20111-1.html 
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２．若手研究者の養成 

（１）海外パートナー機関への派遣者数及び派遣期間について記入して下さい。 
 ・海外パートナー機関との共同企画参加のみの派遣を除く。 

  ・さらに派遣者がいる場合は欄を追加して下さい。 

 

①平成 21 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ヒルデスハイム大学（ドイツ） H21.6.1～H21.11.29 

（174日間） 

※H21.8.31-9.6 

一時帰国 

大学院地域文化

研究科博士後期

課程 3年次 

2 エクス・マルセイユ第１大学 

（フランス） 

H21.7.1～H22.2.28 

（243日間） 

大学院地域文化

研究科博士後期

課程 3年次 

3 ボローニャ大学（イタリア） H21.9.1～H22.3.31 

（212日間） 

大学院地域文化

研究科博士後期

課程 3年次 

4 エアランゲン・ニュルンベルク大

学（ドイツ） 

H21.10.1～H22.3.31 

（182日間） 

大学院地域文化

研究科博士後期

課程 3年次 

5 計 4名   

 

②平成 22 年度 

 派遣先機関 派遣期間（_日間） 派遣者職名等 

1 ボローニャ大学（イタリア） H22.4.1～H22.8.7 

（123日間） 

※H22.4.7～4.13 

一時帰国 

大学院地域文化

研究科博士後期

課程 3年次 

2 エアランゲン・ニュルンベルク大

学（ドイツ） 

H22.4.1～H22.8.31 

（153日間） 

大学院地域文化

研究科博士後期

課程 3年次 

3 エクス・マルセイユ第１大学 

（フランス） 

H22.5.1～H22.8.10 

（102日間） 

大学院地域文化

研究科博士後期

課程 3年次 

4 パリ第８大学（フランス） H22.7.1～H23.3.31 

（274日間） 

大学院地域文化

研究科博士後期

課程 3年次 

5 ボローニャ大学（イタリア） H22.9.1～H23.3.31 

（203日間） 

※H22.1.6～1.14 

一時帰国 

大学院地域文化

研究科博士後期

課程 3年次 

6 ボローニャ大学（イタリア） H22.9.1～H23.3.31 

（212日間） 

 

大学院地域文化

研究科博士後期

課程 3年次 

7 ボローニャ大学（イタリア） H22.10.1～H23.3.31 

（182日間） 

大学院地域文化

研究科博士後期

課程 3年次 

8 計 7名（前年度継続 2名）   
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（２）派遣若手研究者の募集・選考方法について記入して下さい。 

 

① 選考結果 

     派遣者数  応募者数 

平成 21年度 4 ／ 4 

平成 22年度 7 ／ 8 

平成 23年度 9 ／ 10 

 

② 募集・選考方法 

 

 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、書類審査とともに、本学国際学術戦略本

部の設置する TUFS-ITP 委員会委員が面接審査を行う体制を整備した。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名体制で、各

候補者あたり 20分間面接審査を行うこととした。 

 募集から選考、決定までのプロセス及び選考基準は、次のとおり。 

 

1. 海外派遣若手研究者の募集及び選考を行う根拠規程 

「国立大学法人東京外国語大学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）

委員会に関する申合せ」（平成 19年 10月 23日制定） 

 

2. 募集・選考日程 

1) 7 月～8月：TUFS-ITP 委員会が学内募集要項案を作成 

2) 9 月 ：国際学術戦略本部において、学内募集要項案を審議・承認 

3) 9 月 ：大学院教授会において学内募集要項について報告。ホームページに掲載 

4) 12 月上旬～中旬：申請受け付け（提出書類：願書、学業成績証明書、健康診断書、指導教員推 

薦書、派遣先受入教員との連絡状況を示す文書） 

5) 1 月中旬～下旬：書類審査及び面接 

6) 1 月下旬～2月初旬：TUFS-ITP 委員会及び国際学術戦略本部で審議・決定 

7) 2 月初旬：決定通知 

 

3. 選考基準 

（1）研究テーマが、派遣先の海外パートナー機関の研究領域と合致していること。 

（2）研究計画が明確であり、成果が期待できること。 

（3）指導教員による指導方針が明示されていること。 

（4）現地調査と理論構築のバランスを取り得ること。 

（5）研究を遂行するに足る語学力を有すること。 

（6）多文化での生活への適応能力を有すること。 

註：「国立大学法人東京外国語大学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）

委員会に関する申合せ」第 10条 
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（３）海外パートナー機関との連携促進状況、及び派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚

に資する具体的な活動内容（単位取得、外国語による学術論文作成、口頭研究発表、実験、インター

ンシップ等）とその効果について記入して下さい。（派遣された若手研究者へのアンケート集計結果

などがあれば、その抜粋を資料として添付して下さい。） 
 ・海外パートナー機関の数がさらにある場合は、欄を追加して下さい。 

 

平成 22年度末時点の海外パートナー機関について記入してください。 

①   機関名（国名）：エクス・マルセイユ第一大学（フランス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

同大学との連携状況は順調であり、ヤニック・レッシュ教授による研究指導により日本に先立

ち平成 22年 5月にフランス側で博士号の授与が行われた。また、ヨアン・メナディエ准教授

による研究指導により、平成 24年 3月に学位論文共同審査が行われる予定である。 

パートナー機関からの受入やマッチングファンド等の実績はない。 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

「コレットの作品における旅」をテーマとした若手研究者においては、パートナー機関指導教

員ヤニック・レッシュ教授の直接指導の下、同大学に仏語博士論文を提出し、平成 22年 5月 

に審査に合格し、学位を取得した。 

「フランス語イントネーションの音韻論的構造」をテーマとした研究者においては、博士論文

共同指導の最終年度に同大学へ派遣を行い、現地指導教員ヨアン・メナディエ准教授の指導の

下、仮説の具体的な検証と分析、先行研究の総括作業を行い、博士論文完成に現地で行うこと

が不可欠な作業を完成させることができた。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    2人、延べ派遣日数：    345日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    0人、延べ派遣日数：     0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0人、延べ受入日数：     0日）  

② 機関名（国名）：エアランゲン・ニュルンベルク大学（ドイツ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、

人的・経費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

メヒティルト・ハーバーマン教授による研究指導のための連携が促進された。また、パートナ

ー機関からはペーター・アッカーマン教授を平成 21年 12月に本学主催の国際ワークショップ

に招聘するなど、研究交流を進めている。マッチングファンド等の実績はない。 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

「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」をテーマに、同大学メヒティル

ト・ハーバーマン教授の指導の下、博士論文執筆に必要な文献収集や授業の聴講による理論構

築の強化を行った。派遣期間中には本学指導教員が現地を訪れ、研究の進捗確認、共同指導方

針の確認を行った。派遣期間中の成果を研究ノートとしてまとめ、学術誌に投稿した。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    2人、延べ派遣日数：    335日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    1人、延べ派遣日数：     5日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0人、延べ受入日数：     0日）  
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③  機関名（国名）：ボローニャ大学（イタリア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、

人的・経費的支援状況についても言及して下さい。） 

文哲学部ジャコモ・マンゾリ教授及びニヴァ・ロレンツィーニ教授、芸術学部エレーナ・チェ

ルヴェッラーティ教授による研究指導のための連携が推進された。 

同大学からはレーモ・チェゼラーニ教授を平成 21年 12月に本学主催の国際ワークショップに

招聘するなど、研究交流を進めている。 

また、平成 22年 12月には同大学において本学との共催で ITP国際セミナーを開催した。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

「20 世紀イタリア文化表象における笑いに関する考察」をテーマとした研究者については、

現地でしか入手できない資料の収集、イタリア国内で開催された関係イベントへの参加またジ

ャコモ・マンゾリ教授の直接指導により、博士論文の大部分の執筆を終えることができた。 

「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」をテーマとした研究者

については、広範な知識を必要とするテーマであるため、論文の執筆と並行して文献の精読・

先行研究の総括を中心にレーモ・チェゼラーニ教授の指導の下研究を進めた。平成 23 年 4 月

には米国で行われる国際学会で本研究の成果を発表した。 

「未来派の舞踊」をテーマとした研究者については、エレーナ・チェルヴェッラーティ教授の

指導の下、同大学で開催されるシンポジウム、講義、研究者交流を通じて博士論文の土台とな

る論文 3本を完成させた。 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    5人、延べ派遣日数：    932日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    6人、延べ派遣日数：    52日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0人、延べ受入日数：     0日）  
④  機関名（国名）：パリ第 8大学（フランス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、

人的・経費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

共同博士論文指導の協議を行い、平成 22年 3月にコチュテル実施のための協定を締結した。 

これにより、アラン・ブロッサ教授による研究指導のための連携が推進された。 

パートナー機関からの受入はないが、平成 23 年 8 月にポルトガルで開催された国際会議には

同教授の同行のもと、本学派遣研究者が発表を行った。マッチングファンド等の実績はない。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

「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」をテーマにアラン・

ブロッサ教授の指導の下、同大学の授業に出席する傍ら、文献の精読、学会・講演会への出席、

研究者交流を精力的に行い、博士論文の土台となる小論文発表、翻訳の出版、研究発表等を行

った。本研究の成果は平成 23年 8月にポルトガルで開催された国際学会にて発表した。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    1人、延べ派遣日数：    274日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    1人、延べ派遣日数：     4日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0人、延べ受入日数：     0日）  
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⑤  機関名（国名）：リスボン大学（ポルトガル） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、

人的・経費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

平成 23 年 3月に本学教員 2名を派遣し協議を行った結果、平成 23年 9月から 12ヶ月間の研

究者派遣に合意した。エスペランサ・カルデイラ助教授による研究指導のための連携を進めて

いる。 

パートナー機関からの研究者受入やマッチングファンド等の実績はない。 

 

 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

該当無し。 

 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    0人、延べ派遣日数：     0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    2人、延べ派遣日数：     6日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0人、延べ受入日数：     0日）  
⑥ 機関名（国名）：国立モスクワ大学（ロシア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

同大学とは 2009 年 3 月の国際学術交流協定締結以来、同協定を基盤とした連携を推進してい

る。 

本事業による研究者派遣実績は未だ無いが、学生交流協定に基づく学生の双方向交流を毎年平

均 3名ずつ行っている。パートナー機関からの研究者受入やマッチングファンド等の実績はな

い。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

該当無し。 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    0人、延べ派遣日数：     0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    0人、延べ派遣日数：     0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0人、延べ受入日数：     0日）  
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⑦ 機関名（国名）：ヒルデスハイム大学（ドイツ） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、人的・経

費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

同大学との連携状況は順調であり、ヴォルフガング・シュナイダー教授の協力による連携を推

進している。平成 22 年 1月には同教授が本学を訪れ ITP 派遣研究者の学位論文共同審査を実

施、3月には本事業派遣研究者に両大学の共同指導による博士号が授与された。また、平成 24

年 11 月には同大学との共催で第 2 回 ITP-EUROPA 国際セミナーを開催することが決まってお

り、今後本学教員を派遣しての実務協議を開始する。マッチングファンド等の実績はない。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

「自治体政策の課題としての「文化的生存配慮」-1970年以降のフランクフルト・アム・マイ

ン市のミュージアム政策を例にした研究-」をテーマにヴォルフガング・シュナイダー教授及

び本学指導教員の共同指導の下、ドイツ語及び日本語による博士論文の最終仕上げを行った。 

平成 22 年 1月には両大学による論文の共同審査が行われ、同 3 月には博士号が授与されたほ

か、平成 22年 4月からは日本学術振興会の特別研究員（ＰＤ）に採用された。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    1人、延べ派遣日数：    174日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    1人、延べ派遣日数：    10日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    1人、延べ受入日数：     8日）  

⑧ 機関名（国名）：ローマ大学（イタリア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、

人的・経費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

同大学とは 2004 年 4 月の国際学術交流協定締結以来、同協定を基盤とした連携を推進してい

る。 

本事業による研究者派遣実績は未だ無いが、学生交流協定に基づく学生の双方向交流を毎年平

均 3 名ずつ行っている。共同博士論文指導の協議を行い、平成 23 年 6月にコチュテル実施の

ための協定を締結した。 

また、平成 21年 12月には同大学からマティルデ・マストランジェロ教授を本学主催の国際

ワークショップに招聘するなど、シニア研究間交流も進めている。マッチングファンド等の実

績はない。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

平成 23年 10月より 1年間、大学院博士後期課程学生 1名を上記共同博士論文指導のため、本

事業とは別経費により派遣予定である。比較文学の分野において、研究テーマ「声を書くこと：

日本およびイタリアの近代小説における語りの方法に関する比較研究」に関する指導を受ける

予定である。 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    0人、延べ派遣日数：     0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    0人、延べ派遣日数：     0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0人、延べ受入日数：     0日）  
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⑨ 機関名（国名）：パリ第 3大学（フランス） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、

人的・経費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

同大学とは 1978 年 6 月の国際学術交流協定締結以来、同協定を基盤とした連携を推進してい

る。 

本事業による研究者派遣実績は未だ無いが、学生交流協定に基づく学生の派遣を毎年平均 3

名、また平均 1 名の受入を行っている。パートナー機関からの研究者受入やマッチングファン

ド等の実績はない。 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

該当無し。 

 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    0人、延べ派遣日数：     0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    0人、延べ派遣日数：     0日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0人、延べ受入日数：     0日）  

⑩ 機関名（国名）：マドリード自治大学（スペイン） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、

人的・経費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

同大学とは 2004年 11月の国際学術交流協定締結以来、同協定を基盤とした連携を推進してい

る。 

本事業による研究者派遣実績は未だ無いが、学生交流協定に基づく学生の双方向交流を毎年平

均 3名ずつ行っている。パートナー機関からの研究者受入やマッチングファンド等の実績はな

い 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

該当無し。 

 

 

 

 

 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    0人、延べ派遣日数：     0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    0人、延べ派遣日数：     0日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0人、延べ受入日数：     0日）  
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⑪ 機関名（国名）：ロシア国立人文大学（ロシア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、

人的・経費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

平成 22 年 9 月に本学教員をパートナー機関に派遣し協議を行った結果、平成 23 年 9 月から

12 ヶ月間の研究者派遣について合意。オレグ・レクマーノフ教授による研究指導のための連

携を進めている。パートナー機関からの研究者受入やマッチングファンド等の実績はない。 

 

 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

大学院博士後期課程学生 1名を本 ITP事業により派遣する。平成 23年 9月 1日からの 1 年間、

文学の領域において、研究テーマ「B.ピリニャーク創作のモダニズム」について、オレグ・レ

クマーノフ教授の指導を受ける予定である。 

 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    0人、延べ派遣日数：     0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    1人、延べ派遣日数：     6日）  
研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0人、延べ受入日数：     0日）  

⑫ 機関名（国名）：トレント大学（イタリア） 

○パートナー機関との連携促進状況（パートナー機関からの受入やマッチングファンド等、

人的・経費的支援状況についても言及して下さい。） 

 

同大学には平成 23 年 3 月に本学教員を派遣し、学術交流協定の締結を行い、共同博士論文指

導体制の構築に向けて、連携を開始したところである。パートナー機関からの研究者受入やマ

ッチングファンド等の実績はない。 

○派遣先パートナー機関での若手研究者の海外研鑚に資する具体的活動内容とその効果 

 

 

該当無し 

若手研究者の派遣実績（延べ派遣人数：    0人、延べ派遣日数：     0日） 

担当教職員の派遣実績（延べ派遣人数：    1人、延べ派遣日数：     6日）  

研 究 者 の 受 入 実 績（延べ受入人数：    0人、延べ受入日数：     0日）  
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○申請当初より海外パートナー機関の見直しが行われた場合はその理由を記入してください。 

 

本事業「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」による若手研

究者養成は、非英語圏ヨーロッパ諸地域に焦点を合わせ、文学、言語学、文献学を中心として人文学

に関する有能な若手研究者育成を目的としている。 

 この目的を達成するための目標の一つとして、海外パートナー機関と組織的に連携し、共同博士論

文審査と共同学位授与制度の整備を掲げている。 

 

＜ヒルデスハイム大学＞ 

 本事業申請後に本学担当教員がヒルデスハイム大学と協議を進めたところ、本事業の目的に添った

研究者の派遣について合意。本学大学院総合国際学研究科との間で「共同学位授与制度」の整備・実

施ついて合意したため。 

 

＜パリ第 8大学＞ 

本事業開始後に本学担当教員がパリ第 8 大学と協議を進めたところ、本事業の目的に添った研究者

の派遣について合意し、また、本学大学院総合国際学研究科との間で「博士論文共同指導（コチュテ

ル）に関する協定」の締結による連携体制構築を進めていくことで合意がなされたため、平成 22年 3

月にコチュテル実施のための協定を締結した。 

 

＜ロシア国立人文大学＞ 

＜トレント大学＞ 

平成 22 年度に担当教員をロシア国立人文大学及びトレント大学にそれぞれ派遣し、協議を行った結

果、共同博士論文指導体制の確立に向けて一定の合意を得ることができ、平成 23年度以降に本学若手

研究者を派遣する目途が立ったため。 

 

以上のとおり、パートナー機関を追加することにより、国際的視野に富む有能な研究者養成の機会

拡大を図り、また、共同博士論文審査及び共同学位授与制度の整備に寄与することができる。また、

パートナー機関側から本学への若手研究者の派遣も期待ができ、将来にわたる持続的な研究交流の発

展が見込まれる。 
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３．共同企画の実施状況 

共同企画の実施状況について記入して下さい。 

 

① 共同企画名 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） 

開催場所 ボローニャ(イタリア) 開催期間 平成 22年 12月 9日・10日 

海外パートナ

ー機関 

ボローニャ大学（イタリア） 

内容（若手研

究者による発

表 等 に つ い

て） 

海外パートナー機関であるボローニャ大学との共同企画として第1回ITP国際

セミナーを開催した。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 による研究の成果をそれぞれイタリア語、ドイツ語、フランス語で発表を

行った。 

② 共同企画名 第 2回 ITP-EUROPA国際セミナー 

開催場所 ヒルデスハイム（ド

イツ） 

開催期間 平成 24年 11月（詳細調整中） 

海外パートナ

ー機関 

ヒルデスハイム大学（ドイツ） 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

海外パートナー機関であるヒルデスハイム大学との共同企画として第 2回 ITP

国際セミナーを平成 24年 11月に開催することを決定済み。ITP派遣研究者を

中心とした若手研究者に国際的なの発表の機会を提供することにより、研究者

究者養成を図る。 

③ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 

④ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 

 

⑤ 共同企画名  

開催場所  開催期間  

海外パートナ

ー機関 

 

内容（若手研

究者の発表等

について） 
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４．学術面の成果及び成果の発表状況 

派遣若手研究者による研究成果発表について記入して下さい。 

 
①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載すること。査読中・投稿中のものは除く。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

著者名 秋野有紀 

題 名 
「「万人に文化を」とミュージアム政策―フランクフルト・アム・

マイン市における 1970年代初頭の政策を例に」 
掲載誌名 DER KEIM 

発行所 
東京外国語大学大学院 

ドイツ語学文学研究会 
巻号 31 頁 83～105 発行年 2010年 査読 有 

2 

著者名 秋野有紀 

題 名 

「Museumspädagogik als Beitrag zur 

Konzeption Kultur für alle 

Kulturpolitik für Kulturelle Bildung in 

Frankfurt am Main seit 1970 

掲載誌名 

Kulturelle Bildung braucht 

Kulturpolitik 

Hilmar Hoffmanns Kultur für 

alle reloaded 

発行所 
ヒルデスハイム大学出

版 
巻号 23 頁 133～144 発行年 2010年 査読 無 

3 

著者名 秋野有紀 

題 名 

「文化政策的な視点からのクルトゥーア・フェアミットルンクへの

一考察 

―ドイツは芸術文化政策の公共性をいかに理論化しているのか」 

掲載誌名 DER KEIM 

発行所 
東京外国語大学大学院 

ドイツ語学文学研究会 
巻号 34 頁 1～27 発行年 2011年 査読 有 

4 

著者名 秋野有紀 

題 名 「ドイツにおける文化セクターと地域社会の協働」 掲載誌名 住宅 

発行所 （社）日本住宅協会 巻号 59／7 頁 31～40 発行年 2010年 査読 無 

5 

5 石田聖子 

題 名 
アルド・パラッツェスキ 笑いの詩学 ―未来派宣言「反苦悩」と

『ペレラの法典』を中心に 
掲載誌名 言語・地域文化研究 

発行所 東京外国語大学 巻号 15 号 頁 63～80 発行年 2009 年 査読 有 

6 

著者名 Satoko Ishida 

題 名 La poetica del ridere (e della “pancina”) 掲載誌名 Giappone e Italia: le arti de  
dialogo 

発行所 
I libri di Emil, Tokyo 
University of Foreign 
Studies Press 

巻号  頁 61～68 発行年 2010 年 査読 無 

7 

著者名 石田聖子 

題 名 
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＞ 
掲載誌名 笑いと創造（第六集） 

発行所 勉誠出版 巻号  頁 103～126 発行年 2010 年 査読 無 

8 

著者名 Mohamed Fathy 

題 名 
"Zur Konkurrenz von zu-Infinitivkonstruktionen und 

dass-Sätzen"（研究ノート） 
掲載誌名 DER KEIM  

発行所 

東京外国語大学大学院

ドイツ語学文学研究会

編 

巻号 33 号 頁 pp.151～162 発行年 2010年 査読 有 

9 

著者名 中田俊介 

題 名 
新刊紹介 Martin, P. (2009), Intonation du français, Armand 
Colin. 

掲載誌名 フランス語学研究 

発行所 日本フランス語学会 巻号 45 頁 75～76 発行年  2011年 査読 有 

10 

著者名 太田 悠介 

題 名 
「「大衆の恐怖」の擁護のために――エティエンヌ・バリバールの

政治哲学におけるスピノザの契機」 
掲載誌名 『言語・地域文化研究』 

発行所 
東京外国語大学院地域

文化研究科 
巻号 16 頁 233～255 発行年 2010年 査読 有 
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11 

著者名 太田 悠介 

題 名 
（翻訳）『北京のアダム・スミス――21世紀の諸系譜』（中山智香

子監訳、担当箇所は第 6 章） 
掲載誌名  

発行所 作品社 巻号  頁 212～244 発行年 2011年 査読 無 

12 

著者名 太田 悠介 

題 名 
（翻訳）『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、担当箇所は第 1 章および第 7 章） 
掲載誌名  

発行所 以文社 巻号  頁 
9～15、151～

180 
発行年 2011年 査読 無 

 

 

 
②国際会議における発表 

・発表者名（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、発表

時期を記載すること。共同発表者がいる場合は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付すこと。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載すること 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

1 

発表者名 秋野 有紀 

題 名 
「Die Politik der kulturellen Bildung in Frankfurt am Main  

seit 1970」 
口頭 審査 無 

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」 

場所 ボローニャ大学（イタリア） 2010年 12月 

2 

発表者名 石田 聖子 

題 名 
Da Perelà a Totò –Sulle forme del comico nella cultura italiana del 

Novecento 口頭 審査 無 

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」 
場所 ボローニャ大学（イタリア） 2010 年 12 月 

3 

発表者名 太田 悠介 

題 名 
« Écrire pour les masses : réflexion sur le parcours intellectuel d’un penseur 

marxiste Étienne Balibar » 口頭 審査 無 

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」 

場所 ボローニャ大学（イタリア） 2010 年 12 月 

4 

発表者名 太田 悠介 

題 名 
« À la recherche du politique : le passage des classes aux masses chez Louis 

Althusser et Étienne Balibar » 口頭 審査 有 

学会名 
Borders, Displacement and Creation. 

Questioning the Contemporary 場所 Porto University（ポルトガル）  2011 年 8月 

5 

発表者名 横田 さやか 

題 名 

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・

チェンシへー」) 

口頭 審査 無 

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」 

場所 ボローニャ大学（イタリア） 2010年 12月 

6 

発表者名 小久保 真理江 

題 名 
La luce, l’ombra, il silenzio: Cesare Pavese e il cinema 
（光・影・静寂：チェーザレ・パヴェーゼと映画） 

口頭 審査 無 

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」 

場所 ボローニャ大学（イタリア）  2010年 12 月 

7 

発表者名 小久保 真理江 

題 名 

Between Literature & Cinema, Italy & the United States: 
Representations of Class in Pavese’s Work 
（映画と文学、イタリアとアメリカの間：パヴェーゼの作品における

階級の表象） 

口頭 審査 有 

学会名 
The 42nd Convention of the Northeast 

Modern Language Association 場所 

ニュージャージー州ニューブラ

ンズウィック市（ハイアットホテ

ル） 

 2011 年 4月 

 

 
15



５．今後の展望 

（１）当初目的を達成するための今後の事業実施計画（概要）について、これまでの実施状況を踏

まえて、改善点・改善方法について触れながら記入してください。また、事業実施期間終了後の展

望について記入して下さい。 

 

1.博士論文共同指導・共同学位授与のための協定及び協定に基づくコチュテルの実施については、本

事業開始後、海外パートナー機関 5大学との間で 7件の実績を上げている。既に博士共同学位を 1

名が取得し、1名が海外パートナー機関から博士学位を取得した。改善点としては、非英語圏の海

外パートナー機関によっては、アジア圏との大学間の共同学位審査の前例がないことから、海外パ

ートナー機関の実務担当者レベルでの統制が取れていない場合がある。今後は、こうした前例も踏

まえ、担当教員間での連携により、海外パートナー機関内での円滑な協力体制について要請してい

く必要がある。 

 

2．今後の事業実施計画として、平成 22 年 12 月 9 日-10 日にボローニャ大学との共同企画として開

催した第 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」の

成果報告集を平成 23 年度内にイタリア語、ドイツ語、フランス語によりイタリアで出版する予定

である。 

 

3.本若手研究者インターナショル・トレーニング・プログラムは、若手研究者に対し、「より高度の

学術論文作成能力及び外国語による研究発表能力などを獲得」させることを目指している。本事業

では、平成 24年 11月に、若手研究者による第 2回国際セミナーをヒルデスハイム大学との共同企

画として開催する予定をしている。第 1回国際セミナーの実績をもとに、海外のより多くの若手研

究者及びシニア研究者との研究交流の場となるよう協議を進めていく。第 1回国際セミナーでは、

若手研究者の発表した研究成果に対し、海外パートナー機関のシニア研究者がコメンテータとして

参加することにより、若手研究者の研究について評価することとした。第 2回国際セミナーにおい

ても若手研究者の国際的視野の獲得という観点から、こうした方法を踏襲し、国際的な評価を得る

機会としたい。 

  なお、第 1回国際セミナーでは、発表を行った若手研究者は 5名であったが、第 2回国際セミナ

ーにおいては、より多くの若手研究者に国際的な場での研究成果の発表の機会を与えられるよう

15名程度の参加を予定している。 

 

4．本事業終了後については、博士論文共同指導・共同学位授与のための体制は整備されるが、派遣

学生の財政的支援の有無が課題となる。本体制整備後は、博士論文共同指導の要望は増加していく

ものと推測する。ただし、学内のみの支援では限度があり、外国政府奨学金等の活用を促進してい

く必要がある。また、国際的視野に富む我が国の人文学研究者養成という観点から、政府レベルに

おいて後継事業について検討願いたい。  

 

5．海外パートナー機関との共同企画による国際セミナーについては、若手研究者にとって国際的な

評価を得るうえで極めて貴重な経験となる。本事業終了後においても、構築した海外パートナー機

関との連携体制のもと、大学内の基金等、財政的な支援等を得ることにより、継続できるよう検討

する予定である。 
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（２）年度別計画について記入して下さい。（年度別の具体的な事業実施計画について記入してくださ

い。） 

 

①平成 23年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

ボローニャ大学・文学部         博士後期課程学生（5人）       849 日 

パリ第８大学・哲学部          博士後期課程学生（2人）       274 日 

リスボン大学・文学部          博士後期課程学生（1人）       213 日 

ロシア国立人文大学・人文学・歴史研究所 博士後期課程学生（1人）       213 日 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み） 

 

 

（計画の目的及び概要） 

1)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 

  共同博士論文審査・共同学位授与制度を確立するための詳細協議を行うため、リスボン大学（ポ

ルトガル）及びロシア国立人文大学（ロシア）に担当教員を各 1名派遣する。また、若手研究者の

派遣先へ若手研究者指導のため、担当教員をボローニャ大学へ 1名を 2回、パリ第 8大学に 1名を

派遣する。 

  このうち、リスボン大学及びモスクワ国立人文大学との間では、現在「博士論文共同指導に関す

る協定」（コチュテル）の締結についてこれまで行ってきた協議に基づき、今年度締結をし、同協

定に基づき大学院博士課程学生を各 1名、計 2名を派遣する予定である。 

 

2)共同博士論文指導実施のための若手研究者海外派遣 

平成 22 年度からの継続派遣として、ボローニャ大学（イタリア）へ 3 名を、パリ第 8 大学へ 1

名をそれぞれ派遣する。また、平成 23年度新規派遣として、ボローニャ大学（イタリア）へ 2名、

パリ第 8大学へ 1名、リスボン大学へ 1名、ロシア国立人文大学へ 1名を派遣する。継続及び新規

を併せ、計 9名を派遣する。 

 

3)多言語による人文学ワークショップ成果報告集の刊行 

  ボローニャ大学との共催により、平成 22年度に、本事業による派遣若手研究者を中心とした「人

文学ワークショップ」をボローニャ大学で開催した。平成 23 年度においては、同ワークショップ

の成果報告集として、「人文学ワークショップ報告集」（仮称）を、イタリア語、ドイツ語、フラン

ス語により出版する。同報告集を刊行することにより、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。 

 

4)派遣予定者及び派遣終了者の報告会の開催 

平成 22年度に海外パートナー機関に派遣された若手研究者の研究成果報告会及び平成 23年度に

派遣予定の若手研究者の研究計画報告会を大学院総合国際学研究院及び国際学術戦略本部の共催

により年 2 回開催する。これにより、派遣予定者については、研究計画への助言・指導を、派遣修

了者については、成果の検証を行う。 

 

5)月例報告書の提出 

  派遣する若手研究者は、派遣する全期間にわたり月例報告書を提出し、担当教員による研究経過

の確認を行う。また、同報告書は、本学の ITP ホームページで公開する。 

 

6)共同企画の実施協議 

  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・ヒルデスハイム市）

との共催により、平成 22 年度に続く第 2 回目の国際セミナーとして、多言語による人文学ワーク

ショップの開催を予定している。第 2回国際セミナーの開催事前協議のため、担当教員 2名、事務

担当者 1名をドイツに派遣する。本学側の担当教員は、成田節教授であり、ヒルデスハイム大学側
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の担当教員は、同大学文化政策研究所長のヴォルフガング・シュナイダー教授である。両担当教員

の間で、開催の大筋については既に合意がなされている。 

②平成 24年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

ボローニャ大学・文学部         博士後期課程学生（1人）       360日 

ローマ大学・文学部           博士後期課程学生（1人）       360日 

エアランゲン大学・文学部        博士後期課程学生（1人）       360日 

マドリード自治大学・文学部       博士後期課程学生（1人）       360日 

リスボン大学・文学部          博士後期課程学生（1人）       360日 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み） 

第 2回 ITP-EUROPA国際セミナー    平成 24年 11月  ヒルデスハイム大学  30人 

 

（計画の目的及び概要） 

1)平成 23年度に選考された若手研究者計 5名を海外パートナー機関 5カ国 5機関へ派遣する。 

2)派遣予定者の指導教員等は、派遣後速やかにパートナー機関へ出向き、指導方針の確認等の打合せ

を行う。 

3)前年度までの協議に基づき、パートナー機関のうち、共同学位論文指導・共同学位授与協定が未締

結となっている機関との連携体制を整備する。 

4)前年度までの協議に基づき、パートナー機関のいずれかを通じてエラスムス・ムンドゥス・コンソ

ーシアムに加入する。 

5)10 月に平成 25 年度派遣予定者の公募を実施し、TUFS-ITP 委員会において選考を行う。TUFS-ITP

委員会は、指導教員等とともに TUFS-ITP 事業委員会を組織し、派遣、研究指導、研究集会等の事

業計画を策定する。 

6)国際シンポジウムをヒルデスハイム大学で開催する。 

 

③平成 25年度 

（海外派遣計画） 

派遣先（機関名・部局名等）      派遣予定者の身分（人数）      派遣期間（日単位） 

エアランゲン大学・文学部         博士後期課程学生（1人）       360日 

リスボン大学・文学部           博士後期課程学生（1人）       360日 

マドリード自治大学・文学部        博士後期課程学生（1人）       360日 

エクス・マルセイユ第１大学・文学部    博士後期課程学生（1人）       360日 

パリ第３大学・文学部           博士後期課程学生（1人）       360日 

 

（海外パートナー機関との共同企画） 

企画名               開催時期     開催場所（国名）   参加者数（見込み） 

 

（計画の目的及び概要） 

1)平成 24年度に選考された若手研究者計 5名を海外パートナー機関 5カ国 5機関へ派遣する。 

2)派遣予定者の指導教員等は、派遣後速やかにパートナー機関へ出向き、指導方針の確認等の打合せ

を行う。 

3)前年度までに確立されたパートナー機関との共同学位論文指導および共同学位授与制度を整備・点

検する。 

4)前年度までの協議に基づき、パートナー機関のいずれかを通じてエラスムス・ムンドゥス・コンソ

ーシアムに加入する。 

5)前年度に開催した国際シンポジウムの成果である「人文学ワークショップ報告集」(仮称)を刊行す

る。 
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