
2012年6月15日(金) 
1:20pm – 2:20pm 

第7回  国際学会発表 

今回の座長 

矢野順子さん 
2011年8月～10月 
フランス・英国滞在 

言語社会研究科特別研究員。博士（学術）。東京外国語
大学、上智大学非常勤講師。 
専門はラオス地域研究（近現代史）。仏植民地時代以降、
1975年の社会主義革命までのラオスの国民形成と言語
ナショナリズムについて論じた博士論文は、第9回アジ
ア太平洋研究賞を受賞するなど、高い評価を受けた。 
パリ滞在中は、植民地時代について研究を深めることを
目的に史料収集に専念し、ケンブリッジでは国際学会発
表を通して世界の東南アジア研究者とネットワークを構
築した。 

東キャンパス 
マーキュリータワー
4階 Refresh Room 

会   場 

若手研究者が海外での論文投稿・学会発表について参加者の疑問に答えます。 
海外研究の成果報告について学びたい方、お誘いあわせのうえご参加ください。 

かけ橋サロン 
 
第1部 プロローグ 
海外研究滞在体験談 
 
第2部 研究準備、研究・調査手法、成果報告 

研究準備/文献調査/フィールド調査/海外学会･セミナー報告/海外論文投稿 
 
第3部 エピローグ 
アカデミックキャリア形成 

お申し込み・お問い合わせ 
 
 
 
 
 
 

学務部国際課 
組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

Contact Us 

mailto:int-wp.g@dm.hit-u.ac.jp


2012年5月30日(水) 
3pm - 4pm 

第6回  海外学術雑誌投稿・国際学会発表 

2012年6月15日(金) 
1:20pm – 2:20pm 第7回  国際学会発表 

今回の座長 

小林聡明さん 
2011年4月～2012年3月  
韓国滞在 

社会学研究科特別研究員、およびソウル大学客員研究員。
博士（社会学）。 
専門は東アジア国際関係史、メディア史、朝鮮半島地域
研究。『在日朝鮮人のメディア空間』（単著）、『日米
同盟論』（共著）、「VOA施設移転をめぐる韓米交
渉」（日本マス・コミュニケーション学会優秀論文賞）
など著書、論文多数。ソウルでは史料調査や論文執筆の
ほか、韓国の学会で精力的に活動し、広範な研究者ネッ
トワークを構築した。  

東キャンパス 
マーキュリータワー
4階 Refresh Room 

会   場 

若手研究者が海外での論文投稿・学会発表について参加者の疑問に答えます。 
海外研究の成果報告について学びたい方、お誘いあわせのうえご参加ください。 

かけ橋サロン 
 
第1部 プロローグ 
海外研究滞在体験談 
 
第2部 研究準備、研究・調査手法、成果報告 

研究準備/文献調査/フィールド調査/海外学会･セミナー報告/海外論文投稿 
 
第3部 エピローグ 
アカデミックキャリア形成 

言語社会研究科 矢野順子さん 

お申し込み・お問い合わせ 
 
 
 
 
 
 

学務部国際課 
組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

Contact Us 

mailto:int-wp.g@dm.hit-u.ac.jp


2012年3月27日(火) 
1:30pm－2:30pm 

第5回  フィールド調査（1）～ 量的調査（家計調査） 

2012年5月開催予定 第6回  フィールド調査（2） 

今回の座長 

那須田晃子さん 
2011年10月～12月  
ケニア滞在 

経済学研究科、博士後期課程。 
専門は開発経済学、農業経済学、児童労働研究。 
カンボジア・ザンビア・ケニア農村地域にて、家計内の
労働配分に関わる量的調査・分析を実施している。 
当派遣では、ケニア東部州エンブ農村部において、稲作
の普及条件を解明するためフィールド調査を行った。 

東キャンパス 
マーキュリータワー
4階 Refresh Room 

会   場 

若手研究者が海外でのフィールド調査について参加者の疑問に答えます。 
海外研究の準備、調査手法などを学びたい方、お誘いあわせのうえご参加ください。 

かけ橋サロン 
 
第1部 プロローグ 
海外研究滞在体験談 
 
第2部 研究準備、研究・調査手法、成果報告 

研究準備/文献調査/フィールド調査/海外学会・セミナー報告/海外論文投稿 
 
第3部 エピローグ 
アカデミックキャリア形成 

お申し込み・お問い合わせ 
 
 
 
 
 
 

学務部国際課 
組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

Contact Us 

mailto:int-wp.g@dm.hit-u.ac.jp


2012年2月15日(水) 
1:30pm－2:30pm 

第4回  文献調査（2）～海外での史料（手稿本）調査 

2012年4月開催予定 第5回  フィールド調査（1） 

今回の座長 

小沼和子さん 
2011年7月～9月  
ドイツ滞在 

言語社会研究科、博士後期課程。 
専門はドイツ中世文学・語学。 
中世後期の北ドイツのハンザ都市、ブラウンシュヴァイ
クの社会状況について、中世低地ドイツ語で書かれた手
稿本を手掛かりに研究を進めている。当派遣では、ニー
ダーザクセン州、ヴォルフェンビュッテル市のヘア
ツォーク・アウグスト図書館にて手稿本調査を行った。 

東キャンパス 
マーキュリータワー
3階 Refresh Room 

会   場 

若手研究者が海外での史料調査について参加者の疑問に答えます。 
海外研究の準備、研究手法などを学びたい方、お誘いあわせのうえご参加ください。 

かけ橋サロン 
 
第1部 プロローグ 
海外研究滞在体験談 
 
第2部 研究準備、研究・調査手法、成果報告 

研究準備/文献調査/フィールド調査/海外学会・セミナー報告/海外論文投稿 
 
第3部 エピローグ 
アカデミックキャリア形成 

滞在先で研究者仲間と 

お申し込み・お問い合わせ 
 
 
 
 
 
 

学務部国際課 
組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

Contact Us 

mailto:int-wp.g@dm.hit-u.ac.jp


お申し込み・お問い合わせ 
 
 
 
 
 
 

学務部国際課 
組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

Contact Us 

次回の座長 小沼和子さん 
 2011年7月～9月 ドイツ滞在 

 言語社会研究科、博士後期課程。 

2012年1月30日(月) 
1:30pm－2:30pm 

第3回  文献調査（１）～海外での史料（公文書等）調査 

2012年2月15日(水) 
1:30pm-2:30pm 第4回  文献調査（２）～海外での史料（手稿本）調査 

今回の座長 

伊佐由貴さん 
2011年7月～9月  
ハワイ滞在 

社会学研究科、博士後期課程。 
専門は日系移民、沖縄系移民、アメリカ史。 
アメリカ合衆国における日本人移民、特にハワイを対象
とし、合衆国内におけるハワイの特殊な状況と共に、日
米両国の徴兵制における日本人移民について研究してい
る。当派遣では、ハワイでの史料調査およびインタ
ビュー調査を実施した。 

法学研究科、博士後期課程。 
日本学術振興会特別研究員DC2。 
専門は東アジア国際関係史、日本外交史。 
現在は、沖縄返還を東アジア国際関係の文脈から検討し
ている。当派遣では、カルフォルニア州、テキサス州、
ワシントンDCにて文書を収集し、研究者・アーキビス
トらと意見交換を行った。 

野添文彬さん 
2011年8月～10月  
ワシントンDC他滞在 

東キャンパス 
マーキュリータワー
3階 Refresh Room 

会   場 

若手研究者が海外での史料調査について参加者の疑問に答えます。 
海外研究の準備、研究手法などを学びたい方、お誘いあわせのうえご参加ください。 

mailto:int-wp.g@dm.hit-u.ac.jp


今回の座長 

小谷英生さん 
2011年5月～7月  

ドイツ滞在 

社会学研究科、博士後期課程。 
専門は倫理学、哲学、社会思想史。 
カントの政治哲学理論と同時代の思想史的背景
を掘り下げることで、カント哲学の意義を追及
している。当派遣では、世界的なカント研究者
の下で研究する機会を得、哲学研究に重要なテ
キスト読解・分析力を高めることに成功した。 

第2部 
研究準備、研究・調査手法、成果報告 

東キャンパス 
国際研究館 

1階 交流ラウンジ 

会   場 

第2部 研究準備、研究・調査手法、成果報告 
研究準備/文献調査/フィールド調査/海外学会・セミナー報告/海外論文投稿 

海外研究滞在を中心に、若手研究者の 

研究生活について語り合うかけ橋サロン  
世界各国で研究滞在を経験した若手研究者が、自身の経験をもとに 

参加者の疑問に答えます。海外研究・当プログラムに関心のある人 

海外研究の準備、研究手法などを学びたい人、どうぞお集まりください。 

お申し込み・お問い合わせ 
 
 
 
 
 
 

学務部国際課 
組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

次回の座長 伊佐由貴さん 野添文彬さん 
 2011年7月～9月 米国滞在 2011年8月～10月 米国滞在  

 社会学研究科、博士後期課程。 法学研究科、博士後期課程。 

2011年12月21日(水) 
1:30pm－2:30pm 

第2回  研究準備 ～受入先との交渉と研究生活環境の整備～ 

海外の一流研究
者へ受け入れを
要請するには？ 

現地で講義や
ゼミに参加す

るには? 研究生活の立ち
上げをスムーズ
に進めるには？ 

宿舎の手配は？ 

どのような 
準備が必要？ 

受入身分は？ 

Contact Us 

2012年1月30日(月) 
1:30pm-2:30pm 第3回  文献調査 

mailto:int-wp.g@dm.hit-u.ac.jp


組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

2011年11月16日(水) 
3pm－4pm 

第1回  海外研究滞在体験談 

東キャンパス 
国際研究館 

1階 交流ラウンジ 

会   場 

かけ橋サロン 
 
第1部 プロローグ 
海外研究滞在体験談 
 
第2部 研究・調査手法・スキル 
文献調査/フィールド調査/海外学会・セミナー報告/海外論文投稿 
 
第3部 エピローグ 
アカデミックキャリア形成 

今回の座長 

源邦彦さん 
2011年7月～8月  
アメリカ滞在 

言語社会研究科、博士後期課程。 

専門は言語政策、言語教育。 

現在は、アメリカ合衆国オークランドで

採択された「エボニクス決議（アフリカ

系アメリカ人英語はアフリカに起源を持

つ異なる言語であるという内容）」につ

いて研究している。 

当事業では、アラ 

メダ、ロサンゼル 

ス、ラスベガスに 

て関係者へのイン 

タビューを実施した。 

海外研究滞在から拡がるアカデミック・ライフを語り合うかけ橋サロン  
世界各国で研究滞在を経験した本学若手研究者が持ち回りで座長を務めます。 
ベテランも、若葉マークも、まだまだこれからの皆さんも、どうぞお立ち寄りください。 

アラメダ大学のCook部長と 

渡米中の留守 
を預かる愛猫 

2011年12月21日(水) 
1:30pm－2:30pm 

第2回  海外研究滞在体験談 

次回の座長 小谷英生さん 
 2011年5月～7月 ドイツ滞在 

 社会学研究科、博士後期課程。 

Contact Us 

第1部 
プロローグ 

導入    体験談 

第1部のキーワード 

mailto:int-wp.g@dm.hit-u.ac.jp

