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2013年度短期受け入れ、日韓学術文化交流研修の成果報告

池内：それでは時間になりましたので，教育研究推進
室のワークショップを開催したいと思います。
　今年の夏の木浦との交流について，阿部先生，安井
先生，梶原先生からご報告いただいて，幾つかの質疑
応答をしたいと思います。
　では，よろしくお願いします。
安井：お願いします。今年の夏の日韓プログラムにつ
いてご報告させていただきます。今日の発表の概要で
す。まず，木浦大学との交流の歴史について簡単に述
べた後，今年度の文科省の短期受け入れ，短期派遣プ
ログラムについてご説明します。その後，今年度申請
して採択された日韓大学生・大学院生交流研修プログ
ラムについて，具体的に実施した内容とその成果をご
報告してから，それとは別で実施した韓国の木浦大学
での研究集会についてもご説明します。最後は，来年
度の実施に向けての展望と課題で締めくくらせていた
だきたいと思います。

韓国木浦大学校との交流の歴史

　そもそも韓国の木浦大学校との交流は，1990年ご
ろから開始しています。特に重要なのは，木浦大学か
らの大学生研修団の受け入れがそのころから始まって
いるということです。名大文学部では，1990年から
2010年の間に，木浦大学の大学生に対する短期受け
入れ研修を実施してきました。実施における予算の出
所は様々で，例えば2009年の予算は文学部プロジェ
クト経費から，2011年と2012年は文科省のショート
ステイ・ショートビジットプログラムに乗る形で確保
しています。また，ショートステイ・ショートビジッ
トプログラムに乗って実施した過去２年に関しては，
受け入れだけでなく，木浦大学への派遣プログラムも
実施いたしました。

文科省による「留学生交流支援制度（短期受

入れ・派遣）」

　今年度から，過去二年の「ショートステイ，ショー
トビジットプログラム」が文科省で廃止されたため，
代わりに「留学生交流支援制度（短期受け入れ，短期
派遣）」に申請して資金の援助を受けました。これは
協定校との受け入れや派遣研修を対象とし，参加者に
その後の留学につなげてもらうことを目的とした支援
制度です。「ショートステイ，ショートビジット」は
３カ月未満のプログラムだったのですが，「短期受け
入れ・派遣」が対象とするのは10日以上１年以内の
プログラムとなったほか，31日以内のプログラムに
ついては，受け入れ前後の準備やフォローアップを目
的とした事前・事後研修を行うことや，単位認定につ
なげることが条件として加わりました。ほかにも，参
加人数が10名以上であるものを優先する，派遣では
日本にいる正規留学生は援助対象外となる，派遣先に
よって助成金額が変わる，など，前年度からの変更点
が色々とありました。

日韓大学生・大学院生学術文化交流研修プロ

グラムの申請　

　上記のような変更については学内説明会が行われ，
その後すぐ，2012年12月19日に文科省より公募があ
りました。しかしながら，学内締め切りが12月25日
と，公募から締め切りまで１週間以内という非常に慌
ただしい状態での申請になってしまい，結局，前年度
までのショートステイ，ショートビジットと似た内容
で申請することとなりました。受け入れは同じ韓国木
浦大学からの15名。期間は前回の３週間から２週間
に変更しましたが，研修内容は，その前に出来上がっ
ていた15～16回シリーズの「日本文化入門」講義と
日本語研修の受講，文化研修旅行，名大の日本人学生
との交流企画を盛り込んだ，昨年度とは大きく変わら
ないものとして申請しました。
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　派遣のほうですが，これも昨年度のショートビジッ
トと同じで木浦大学への派遣。人数は，2011，12年
度が５，６名の派遣でしたので，６名としました。期間
は２週間で，木浦大学の全学の韓国語学文化研修プロ
グラムに参加したあとに，日語日文学科と共同の研究
集会を行うというものにしました。その後，５月中旬
に結果が来たのですが，受け入れだけが採択で，派遣
のほうは残念ながら不採択となってしまいました。こ
れは恐らく10名以上のプログラムが望ましいという
ところをあえて６名としてしまったということや，単
位認定につながるようなプログラムになっていなかっ
たことなどが原因ではないかと考えています。
　採択された受け入れプログラムについては，木浦大
学ですぐに説明会を開き，参加者を募集していただき
ました。当初，14名の応募があったのですが，今回
から加わった「成績係数が2.30以上であること」とい
う条件から，３名が支援対象外になったため，２名が参
加を辞退しました。結果，１名が自費で参加すること
で合計12名が参加し，７月20日から８月11日までプ
ログラムを実施しました。昨年度と同様，「日本文化
入門」では12名の先生方と比較人文学の大学院生に
１講義ずつ担当していただき，合計15回実施しまし
た。昨年度は，こちらから付与した単位は木浦大学で
正式に認定されていなかったのですが，今年度からの
文科省の条件を先方にお伝えしたところ，単位認定の
処置を取っていただけることとなったため，学期末に
は成績表も発行していただくことになっています。ま
た，語学研修に関しては初級と中級に分かれて，計
16回開講しました。４名の日本語講師への謝金は，
文学部マネジメント経費よりご援助いただきました。
また，研修旅行としては，犬山城と明治村への日帰り
バスツアーを実施し，全学に申請した留学生特別交流
支援経費より，バス代や TA謝金を支出しました。そ
れ以外にも８月３，４日の２日間，国際交流サークル
の ACEのメンバーに協力してもらい，日本人学生と
の交流企画も実施しました。木浦大学の学生を徳川美
術館や花火大会に連れて行ってくれるなど，盛りだく
さんのイベントを行ってくれたようです。ACEサー
クルに運営にかかる費用を謝金として支払った予算
も，留学生特別交流支援経費から支出しました。この
研修プログラム全体を支えてくれた TAは，日本文学
の大学院生で木浦大学出身の丁恩恵さんにお願いしま
した。
阿部：この丁恩恵さんが，ほぼ日本文化入門の各授業
に全部張り付いてくれまして，いつものとおりです

が，全て先生方の講義を韓国語で通訳して要点を伝え
てくれるという形で大活躍していただきました。彼女
がどうしてもスケジュール上，都合がつかないときが
あったのですが，そのときもちょうどありがたいこと
に，やはり木浦大学から別の学部ですけれども名大に
留学している大学院生がいて，その人が現地スタッフ
を務めてくれましたので，滞りなく全部できました。
こういうスタッフがいることで例年この研修，特に日
本文化入門という授業が成り立っているわけです。同
時に，ドイツ文学の研究室の留学生が一人，この講座
に参加して，その前も毎年やはり１人２人いたのです
が，そういう学生も併せて履修してくれました。確か
中国の留学生です。この人はハングルの翻訳を聞いて
も日本語は十分分かりますので，大変有益な講義だっ
たと言います。ちょうど昨日も本人が来て，私に伝え
てくれました。こうして，まずは講座の使命を果たす
ことができたといえます。

受け入れプログラムの成果

　ついでにプログラムの最後の修了式のところを私が
担当しましたので，それを少しお話しして，日本文化
入門の成果もお話しさせていただきたいと思います。
８月９日はプログラムの最後の日で，授業のあと，最
後の時間で成果報告会と修了式をそのまま行いまし
た。12名の学生プラス，ドイツ文学の留学生等みん
な来ていただいて，日本語講座のほうの先生方にもお
越しをお願いし，日本語講座の成果の講評をしていた
だき，みんながこの日本文化入門で与えられた課題を
そこで口頭報告するという形で，全員の受講生に，一
人５～10分程度でスピーチをお願いしました。日本
文化入門では最初に私が課題を与えました。ただ先生
方の授業を聞くだけではなくて，それぞれの先生方の
授業を通して，自分が関心のある，そしてこの日本文
化入門のそれぞれの先生の講義で触発されたテーマ，
日本文化に関するさまざま面白いと思う問題に，ぜひ
研修期間中に取り組んで，そしてその成果を報告して
くれと要求したのです。その報告を基にして，今度は
自分の国に持って帰ったあとでレポートに仕上げてく
れと求めました。そのためにどんなレポートを書くか
ということについての報告をしてもらったのです。そ
の口頭報告は全部自力でやってもらうという形でお願
いして，一人一人つたないながら，あるいは中には驚
くほど流ちょうに報告してくれる学生もいて，それぞ
れなりに，例年と同じですが取り組んでくれました。
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この日本文化入門では，担当していただいた先生方
は，それぞれの専門分野から日本の文化のいろいろな
側面を，先生ご自身の研究の実践に基づきつつお話し
いただきました。それを，受講生は大変よく受け止め
てくれまして，本人の関心も大いに開拓されたようで
すけれども，その点も報告してもらいました。それを
受けて私が一人一人に，レポートを書くためのアドバ
イスを，なおどんな観点があるか，あるいはどんなこ
とをさらに調べればいいかということについて，一言
ずつアドバイスをして，そういう質疑でやり取りしな
がら，最後には日本語講師の先生方にその最後のスピ
ーチまで含めて講評をいただくという形で，成果報告
会が無事に終了いたしました。そのまま修了式，セレ
モニーです。ただし，例年だとこういうときに研究科
長が来て修了証を渡すというのが今までの慣例だった
のですが，ここで修了証は単位が取れて，レポートが
ちゃんと提出されて，それを評価して，その上でない
と送れないということで，この段階では修了証が出ま
せんので，そのまま休憩のあとで歓送パーティーへ移
りました。このパーティーについては，従来はそれ以
外にも幾つかの部分で親和会の補助をいただいていた
わけですが，今はそういう補助がもう見込めないの
で，あらかじめ木浦大学と打ち合わせをして，研修経
費のうちから一部を割いて，そういう飲食の費用をお
互いに共有するという形で，それを私が預らせていた
だいて，それを原資にしてパーティーを行いました。
でも，これも極力安く上がるようにしましたので，無
事にそのパーティーも含めて終了しました。
　履修に基づいての修了証の交付は，実は大変遅くな
りました。本当は帰ってから１カ月の９月までにはレ
ポートをいただくということになっていたのですが，
どういう手違いか，木浦大学に我々が行ったときにそ
のことも確認すればよかったのですが，私もあまりの
スケジュールの忙しさに確認を忘れてしまったので，
先方ではレポートを提出することが認識されていなか
ったのです。研修生たちはレポートを書くことはちゃ
んと承知して帰ったのですが，先方の助手がレポート
は要らないと言ったのでしょうけれども，レポートが
期日までに出なかったのです。いつまでたってもレポ
ートが今年は来ないなと言っていたらそういう状況で
した。しかも担当の助手がこちらに国費留学生として
留学に10月から来るということもあって，すっかり
頭から飛んでしまっていたらしいのです。新任の助手
に改めてお願いし直して，研修生たちにレポートをほ
ぼふた月遅れで出してもらい，ようやくこの間，全部

レポートを読ませてもらい成績も付けました。ざっと
簡単にタイトルだけご紹介いたします。「けがれの思
想と店の割りばし」「韓国と日本の賭博の違いとその
理由」「日本のおみこしについて」「韓日の食文化につ
いて」「日韓の野球文化比較」「韓国と日本の似ている
が異なっている礼節」「日本のトイレのエコと節約」
「韓国と日本の都市文化比較」「祝祭文化を中心に」
「日本の文化が日本語に与える影響」「韓国と似ている
が異なる日本の七夕」「音楽と人」「日本の食べ物文
化」というように，韓日の比較文化的なテーマが非常
に多かったです。中でも都市の祝祭文化というのは特
別いい成績でしたが，あとは大体ＡとＢと半々ずつと
いう形で，ちょっと厳し目に付けておきましたが，み
んな及第ということで，こちらの教務にまず報告し
て，ドイツ文学の留学生も含めて成績を出しました。
ということで，修了証は今木浦大学の成績表と共に送
る手はずになっております。以上です。

木浦大学における研究集会の開催

梶原：私は今年初めて参加をさせていただきましたの
で，私のほうから木浦大学の研究集会についての概略
および個人的な感想等々お話しさせていただければと
思います。先ほど安井先生からお話がありましたとお
り，短期派遣のプログラムが不採択となったというこ
とがまずございます。ただ，やはり長年続けてきまし
た木浦との交流，木浦に関しては私の先任である考古
学の渡辺誠先生がお初めになったというご縁もござい
ますし，やはり交流の続行を図りたいということか
ら，名古屋大学の文学研究科の大学院生を木浦大学に
派遣しまして，共同研究集会を開かせてもらいまし
た。人数が，名大からの発表者が３名，比較人文学の
院生の方が１名と日本史学の院生の方が２名という構
成です。それに合わせる形で木浦大学さんの発表者
が，日本語日本文学科の院生が２名，学生が１名とい
う構成で，６名の方による報告および，名大からは阿
部先生，安井先生，東先生，あと国際言文の伊藤先
生，渡辺先生と私梶原の６名が参加をしまして，木浦
大学さん側からの参加教員を含めた質疑応答を行うと
いった形で研究集会を，８月22日に開催いたしまし
た。木浦大学さんの教員には，名大文学研究科の OB

の方がかなりたくさんいらっしゃるようです。文学研
究科への留学生の方が海外の大学でこんなにたくさん
活躍しておられるのかと正直驚きました。そういった
こともありまして，木浦さんとは交流が継続しやすい
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という部分もあろうかと存じます。
　研究集会は発表20分，質疑応答10分ということで
したが，分野によっては学会発表は１人１時間くらい
というところもありますが，それに比べたら，随分短
い時間ではございましたが，そういった短い発表に対
応するという面も含めて学生には勉強になったかなと
も思います。また，比較人文学の院生の方は韓国の留
学歴も長い方ですけれども，日本史の方２人は確か韓
国には初めてと伺っておりましたが？
池内：海外旅行が初めてです。
梶原：海外旅行が初めて，ちょっとびっくりしまし
た。私もそうですが，日本の歴史を専門にしている
と，国際学会での発表というのはほとんど機会がない
という方も多いと思われますが，その発表歴をつくる
ことができることは，非常に重要かと思われます。こ
ういう機会を持てる，業績をきちんと積んでいく機会
をつくることができていることは，博士後期課程の学
生さんにとっても非常に有効なことであろうと思いま
す。
　ただ，費用に関しては，比較人文学の院生さんのほ
うは，文学研究科のフィールドワーカー養成プロジェ
クトの経費で渡航されたということで，日本史の院生
さんの２人は，池内先生が頑張って予算措置をしてい
ただいたというお話で。
池内：探しまくったんです。
梶原：ただ，このような機会は，学生にとっても大事
な機会ですので，何とか予算措置をしつつ，これから
コンスタントにこういう交流の機会を持って，かつ学
生の実績づくりの機会をつくっていけたらと感じまし
た。
　研究集会の雰囲気としては，質疑応答がとても活発
に行われておりまして，日本から来た先生方も木浦の
先生方も結構よくしゃべる先生方が多くて，発表20

分質疑10分ということでしたが，質疑の時間いっぱ
いまで質問が終わらないというような，非常に盛況で
した。個人的にも私がしたコメントと東先生のコメン
トが，全く切り口が違って面白かった傾向があるよう
な記憶があります。教員にとってもたいへん刺激的な
研究集会であったと思います。ただ，少し気になった
点があるとすると，発表内容にすこしレベルのばらつ
きがあるかなと正直感じるところはございました。た
だ，それぞれの発表レベルに応じて質疑等活発に行わ
れましたので，それはそれでよかったのかなと感じて
います。

来年度のプログラム実施に向けて

安井：ありがとうございます。ご報告いただいたよう
に，派遣プログラムは不採択になったものの，今後の
交流を持続させるため，１日だけですが木浦大学にお
ける交流の機会を持たせていただいたということで
す。
　来年度の課題に移らせていただきます。平成26年
度についても既に同様のプログラムを申請しておりま
す。今回は学内締め切りが11月５日だったのですが，
昨年同様に公募から締め切りまでの期間は大変短いも
のでした。事前に留学生委員会の先生方とご相談させ
ていただいてから申請書を作成しました。今回から少
しまた変更点があります。海外の政府機関や NPOな
どへの派遣も支援対象になったということや，申請区
分が「双方向協定型」と「短期研修・研究型」に分か
れたことなどです。「双方向協定型」は，１セメスター
以上１学年以内の間の受け入れ及び派遣プログラムの
ため対象外となり，「短期研修・研究型」へ申請しま
した。プログラム実施の下限人数が廃止されたり，支
援金額も派遣先に関わらず一律８万円となったため，
昨年度よりも申請しやすくなった印象があります。　
　実際に申請した内容ですが，受け入れについては今
年度大変うまくいった実感がありましたので，そこか
らあまり変更せず，同じような内容のものを申請して
おります。木浦大学での単位の扱いについて先方に確
認したところ，来年度も認定していただけるとのこと
でした。派遣については，木浦大学でどのようなプロ
グラムにすべきか相談したところ，昨年度と同様，木
浦大学全学の韓国言語文化研修と日語日文学科での研
究集会を合わせた２週間ほどのプログラムにしてほし
いということでしたので，そのような形のプログラム
として申請しました。こちら名大文学研究科では，木
浦大学からの研修生に対して，独自で日本文化入門や
日本語研修を開講しているのですが，木浦大学の日語
日文学科では，名大からの研修団のために特別な講座
を開くことまではまだ考えられていないようです。こ
の派遣プログラムは，事前・事後研修と合わせて単位
認定につながるような研修であることが望ましいとの
条件があるため，具体的にどのような内容で実施して
いくかを固めていくことが，今後の課題となります。
　今回も木浦大学への派遣プログラムのみを申請しま
したが，今後は他の地域の他の大学への派遣プログラ
ムも視野に入れていければとも考えております。留学
生委員会では，池内先生から台湾の大学への派遣の可
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能性についてもご提案いただいております。１回の派
遣につき行き先が１カ国という限定はないので，例え
ば行き先を台湾と韓国の両方にしたプログラムにする
ことも可能です。
　財源も今後の課題です。派遣プログラムの参加者を
募集しても，８万円の補助だけでは足りないというこ
とで，なかなか参加者が確保できません。今回６名ぐ
らいのプログラムとして申請するしかなかったのもそ
のためです。短期留学や海外での研究発表のための支
援が，どこかで出るような制度があればとも思いま
す。受け入れプログラムに関しても，マネジメント経
費や留学生支援事業経費を駆使したり，各参加者に配
布される８万円の補助金から２万円ずつ徴収したりな
ど，複数からかき集めて運営している状態ですので，
何とか安定した経費が獲得できればと思っています。
阿部：大体，大事な点は全部安井さんが今お話いただ
いたとおりです。当然これからより一層継続・発展さ
せていくための知恵をお互いに出し合わなければなり
ません。現実には文科省の方針は少しずつ結構細かい
ところでも変わっていきます。それに対応して，しか
も今までやってきたものをうまく生かしながら，さら
に充実させて展開していくことが必要になってくる。
特に来年，もう既に安井さんのご尽力でエントリーを
出させていただいて，それを基にしてこれからいかに
対応していくことができるか，今日皆さんと議論する
課題になっていくと思います。例えば，今まで受け入
れだけだった木浦大学でもこういう形で新しい枠組み
ができて補助が出るという形のものを利用してやるこ
とによって，前から念願だったこちらからの派遣と研
修，これは学部レベルではなくて大学院レベルでの研
究交流をしようと，２年目まではうまくいって予算が
付いたのですが，３年目はそれが付かなくて，だけど
とにかく続けようということで梶原さんにもご参加い
ただいたのです。さらには国際言文のほうでも関心を
持っていただいて，交流はどのようにやるのかという
見学を兼ねて２人の先生に参加していただき，かなり
にぎやかに研究集会を実現できたのはいいのですが，
これからあとに大きな課題が残っています。
　一番の課題は実際に中心になる大学院生の参加がな
かなか見込めない，多くないこと。しかも，それまで
は留学生の補助も出ていたのですが，今年度の場合，
留学生の補助を切られてしまったのです。それも人数
が少なかった大きな要因だと思います。それまでの半
分以下です。実は中国からの留学生などが過去の研修
に多く参加して，それはそれで非常にいい経験でもあ

ったわけです。それができなくなったことも痛い。だ
から，いかにしてこれから院生の派遣へのチャレンジ
を増やしていくのか，いけるのか。そのためには先ほ
どから要求されているような参加への対価として，カ
リキュラムに組み込むこと，それから研修期間だけ勝
手に行ってどうぞというのではなくて，事前事後にち
ゃんとした準備をして，そのあとの成果をペーパーな
どで形にするような工夫も必要になってくるのではな
いかということです。例えば，木浦大学の場合，毎年
この研修のときの２週間に限りませんけれども，そう
いう国際的なシンポジウムなどをやるときは，事前に
みんなから要旨だけではなくてペーパーも提出しても
らって，それを全部日本語の場合は韓国語に直して，
向こうのペーパーも日本語で翻訳したものが同時に添
えられて，バイリンガルの冊子にして全員に配布し
て，それをもう事前に準備してくれます。これはかな
り大変なことだと思いますけれども，それをやってく
れたことが，実はこの集会がにぎやかにいろいろ議論
できた土台になっているわけです。我々もこういうこ
とをやろうとすると，こちら側でもある程度汗をかか
なければいけないのです。それも含めていろいろ準備
する必要があり，それを支える何らかの予算措置，し
かし結局は人間の力というか，それぞれの努力を頂い
て，つくり上げるしかないと思うのです。それはやっ
ていかなければいけないのです。もし，この申請が認
められた場合には，それをより実質化して，しかもち
ゃんと成果の上がるような実践に持っていくための方
策が求められます。留学生委員会でもやれるだけのこ
とはやろうと思いますが，それは当然限度があるの
で，ぜひもう少し大きなレベルでご支援をいただきた
いということです。
安井：こちらからは以上です。

質疑応答

池内：ありがとうございました。今３時45分なので，
あまりたくさん議論はできないのですが，今年の夏の
活動の成果とこれまで積み上げてきた成果の面につい
て，質疑応答なり意見交換をやって，これから先につ
いてどういうことができるかという話をもう一つ議論
できればと思います。だから，大きく分けて２つの点
で議論できればと思いますがいかがでしょうか。今年
の状況についてのご質問が中心になるかと思います
が，何かご質問があれば，どうぞ出していただければ
と思いますが，いかがですか。
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Ｑ：今後の展望のところで派遣については名古屋大学
の院生等を派遣するために，名古屋大学で単位認定を
することが求められます。そうすると授業計画を出し
て，授業として事前に便覧などにも載せるということ
ですね。別の授業の一部として実施するのか，それと
もそれ自体を授業化して独立させていくのか，どうい
う形で単位認定というのが求められているのでしょう
か。
阿部：それは縛りはないんじゃないですかね。
安井：はい。
阿部：我々の場合には，実質的にこの講座で立ち上げ
ている。日本文化入門の場合には，それは新たに立ち
上げてはいますけれども，学部の場合にはそういう融
通の利くところがあるわけです。各専門の講座ではな
くて，共通という枠がありますから，そこで一つ立ち
上げるというのはそれほど難しくなかったので，私も
利用させていただいたのです。こちらの大学院の場合
にはそういう融通の利く枠があるのですか。そうでな
いとそれぞれの講座の中で，例えば比較人文で特別演
習，先端研究とか幾つかそういうのをつくって，そこ
で随時やる，そういうところで利用するという形はあ
りますけど。
Ｑ：あと来年度からは大学院に共通科目が少し，それ
で文化資源学とかいろいろ加わった科目名がありま
す。
Ａ：今でも一応共通の枠はありますよね。それのどこ
かにほうり込むというので遠慮なくできるのではない
かなと思います。
周藤：問題は単位は認定できるかもしれないけど，た
ぶん要求されている単位認定というのはこの間の流れ
を考えた，きちんとしたカリキュラムの中に位置付け
られなければいけないのですよね。安易に認定すると
いうのは，共通で認定してもいけないわけではないけ
れども，そうではなくて，こういう授業を行うことが
大学の教育プログラムの中で，少し強ければこれは不
可欠の要素として位置付けられる。そういう教育プロ
グラムがあれば，それに対して財政支援しましょうと
いう発想です。ですから。
阿部：そういう点でいえば，それこそ今すすめている
グローバル30，そういうものの一環に位置付ければ
良いのです。
周藤：本当は教育プログラムが先にあって，それに伴
ってこのような授業もあるという。だから，実際には
この授業のほうが先に走っているので，根拠付けを与
えるように考えなければいけない。

Ａ：G30は留学生や帰国子女が対象になるので，派遣
の場合には G30の枠ではない，別の枠組みを考える
必要があると思います。それこそ，センターとの関係
でつくっていくとか。
池内：それはだから先生がおっしゃったこととの関連
でいうと，どんなプログラムに応募するにせよ，文科
省から出てくる８万円の中には渡航費用が含まれてい
ないわけです。というか，渡航費用も含めてそれでや
れというわけでとんでもない話です。ですから，渡航
費用，滞在費用を含めて８万円でやるというのはとて
も無理なので，もし何か特色のあるプログラムを丸ご
とつくっていこうと思うと，センター絡みで。センタ
ーが今のところは研究重点でやっているわけだけど，
あそこを大学院生，これはマスターもドクターも含め
てにするか，ドクターだけにするかはまだ分かりませ
んけど，若手研究者の養成とアジアの中の日本文化研
究を連動させて，あそこのセンターの予算を派遣なり
何なりにも使うような格好で工夫をしていくことをや
らないと続かない，あるいは応募する人間がいないと
いう状況があるかなと思います。
Ａ：今年度は卓越のお金が今は付いているのですけれ
ども，付く時期が非常に遅いのです。12月とか11月
から付いています。夏に実施されているということな
ので，派遣の時期を少し遅らせる形でやれば，もし来
年も卓越が付くとすれば，博士後期課程の学生に対し
ては，それをある程度使うことが一応できるかなとは
思います，ぴったり合うと思います。
阿部：それはこの間言っていた旅費で付くのですか。
Ａ：はい，旅費で付きます。旅費と日当など，普通の
私たちが出張するときと同じような形で付きます。そ
の時期が……。卓越自体の予算はもっと早く来るの
に，配分されてきたのがすごく遅かったのです。来年
もどの時期にどうなるか分からないのですが，そちら
の木浦や台湾にうちの院生を派遣する事業の中でお金
を使っていくこともできるのです。
阿部：それは前倒しでどこかで振替えてまず使ってお
き，あとでそれをそちらで支弁することにしたらどう
でしょう。
Ａ：そうですね，その可能性もあるかもしれません。
それは総務の長谷川さんあたりに聞いてみます。
阿部：例えば木浦の場合ですけれども，派遣の場合で
もプログラムをちゃんとやろうとすれば，向こうが設
定しているプログラムが夏に限定しているわけです。
だから，それに合わせてするしかない。テクニカルな
条件が合わないので，それをうまく調整しなければな
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りません。しかも，今，先生の言われたような，「ア
ジアの中の日本文化」研究センターの趣旨に合うよう
なプログラムなので，それはまさにセンターとしての
プログラムに昇格させていただければ，本当にありが
たいと思います。それから，また新しくできるセンタ
ーで活動する若手研究者の場合も，あるいはその候補
者としての院生たちの場合も，そちらから資金が取れ
れば，いろいろなサポートは可能だと思います。
安井：短期受け入れ・派遣プログラムが先行して，そ
れに合わせていただく感じだと，やはりこっち側が勝
手にやっているというようなイメージになってしまう
と思います。やはり，文学研究科に既に存在する制度
やプログラムに，うまくこれが利用できるとスムーズ
かなと。
Ａ：申請書も書きやすいというか。
安井：はい，そうですね。

Ｑ：リーディング大学院のホールラウンドはどうなの
ですか。RAみたいな位置付けの人がいますね。そう
いう人にはもしかしたらお金が出せるのかもしれない
ので。研究課題のお金はかなり資源的には限られてい
る。学内でどこか取ってこられるところがあるといい
ですけど。期限の問題，財源の問題なのですね，これ
は。

池内：教育研究推進室として考えることと，それから
留学生委員会として考えることと，両方をかみ合わせ
ながら。例えば，学振の DC1とか DC2などに応募す
るときに，研究業績として書けるようなものを積ませ
てやれるようなプログラム上の工夫をしてやってとい
うことになってきたとき，例えば渡航費は部分的に本
人負担にするとか，できればどこかで全部持ってやっ
たほうがいいのだけど。研究科として大学院生を教育
していくときにどう使うか。彼ら，彼女らにとってメ
リットがあるようにしてやるにはどうするかというと
ころで工夫ができるといいなと思います。
　先ほど阿部先生からご紹介がありましたけど，今年
の８月の研究集会も木浦のほうで予稿集をきちんとつ
くってくださっていますから，あれは形として残るの
でいいなと思っています。ですから，実際にはそんな
大した研究集会ではないけれども，一応国際研究集会
での口頭発表をしましたという格好で，使っていいよ
と大学院生には言ってあるのです。
Ａ：全然違いますから。
梶原：そういった意味で，TAの実質化という点など

についても議論が出て来ていますけれども，院生への
補助というのが，たとえば今回のような国際学会での
発表に関する渡航経費など，目的を明確化した補助の
出し方をしていくという方向は必要なのではという気
がしています。
阿部：日本研究の場合でも，同じ領域で海外での国際
研究集会あるいはワークショップとか，いろいろな名
前が付くのですが，とにかく外へ出掛けていって，先
方の日本研究者と共同で，そしてもちろんその中にい
ろいろな分野の人に加わってもらって行う。それぞれ
の大学単位でやったり，各研究グループの大きな目標
になっているのです。それをとにかくどう実現させる
かということで，もちろんそこに参加した若い院生た
ち，PDたちの実績になりますし，全体としても大き
な成果をうたえます。さらに次の成果や，研究費獲得
につながっていくということで，ほとんどラッシュと
いうか競争みたいになっています。またそれを受け入
れてくれるような海外の日本研究のセンター的な機関
では次々と要請を受け過ぎて，実はパンク状態という
ところもあるぐらいです。私もそういう目的でいろい
ろなところにお願いして企画を実施させていただいて
います。現実にそういう激しい競争状態です。その中
で例えば名古屋大学の文学研究科としてのある程度公
的な支援なり名目だけにしても，それがあるかないか
では先方の受け入れの熱意がまったく違いますので，
その点ではこれからそういう方向をつくっていただき
たい。そこに留学生委員会として，ちゃんとかかわる
ことで貢献はできると思います。
Ａ：今，梶原先生もおっしゃられたのですが，例えば
TAの扱いは TAはばらまき状態になっていて，１人当
たり数万，２～３万という感じしか，はっきり言って
もらえないのです。TAの数をもっと減らして，僕の
講義の授業には TAは付けなくて，演習や実習ぐらい
だけにするとか。日本文化にかかわる授業も TAを付
ける形にして，その TAの謝金がもう少し増えれば，
その人も渡航費用ぐらいは TAの謝金の中で出せるか
もしれないと思います。10万円とか15万円ぐらいの
範囲でもらえるのであれば，いける可能性も出てきま
すから。TAや RAへの金の使い方の一つの可能性と
して。
梶原：TAの謝金を有意義に使ってくれるかという部
分はあるので，やはり先ほど申し上げたように，目的
化した形になっていれば。研究集会に行きたいやつは
申請しろと。申請が通ったら連れていってやるぞとい
う形で，コンペのような形でやるほうがいいのかなと
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今思っています。
Ｑ：TAと RAのあれは謝金としてしか使ってはいけ
ないとか，派遣費用として使えるかどうか。
池内：そこの詰めはしたいところですが，例えば今年
文学研究科の RA6名のうち２人は日本文化研究セン
ターのほうに付けていただきました。木浦の研究集会
に日本史から連れて行った２人のうち１人は，そのセ
ンターの RAなのです。あと日本文化学のセンター
RAも連れて行きたかったけれども，彼女は病気をし
て体調がなかなかという状況だったので，日本史の
RAの彼だけ連れて行ったのです。だから，彼の渡航
費用と滞在費用はセンターの費用から出してもらった
のです。ついでに向こうに行っている間に RAをやっ
たことにできないかという話をしたら，それは駄目だ
と経理に怒られたのです。だから，逆にそこら辺を工
夫して，つまり向こうへ行っている間も RAとしてセ
ンターの業務をやっているというように読み替えが可
能であれば，アジアセンターなり，今度の新しいセン
ターなりに RAを張り付けにすることにして，その人
たちは海外でのいろいろな研究業績を積んでもらえる
ようなことをしてもらえるようにできないかなと思う
のです。
阿部：その駄目というのは，理由は何ですか。
池内：重複するから，今回の場合は。渡航費用と日当
をセンターから出して，かつ RAというのは駄目だ
と。
Ａ：それは無理でしょうね。
阿部：だけど，RAの本来の業務として成り立ちます
ね。
Ａ：その間の RAの謝金は払えないということです
ね，それは当然そうだと思います。

Ｑ：センターの仕事で行くという格好ではいけるので
はないですか。
Ａ：それはセンターのお金を使って出張したり，向こ
うの日当とか出ると思います。
Ｂ：我々が普通に給料もらった上で，出張先で，とい
う話になる。
Ａ：それに加えて RAへの謝金は，その間，支払うこ
とはできないのです。向こうに行っている間の日当は
センターのお金で出ているので，RAの費用とは別と
いうことです。
池内：だから，その区分をきちんとやればいいという
こと。
Ａ：そうです，そうです。

阿部：今でも単位を履修する話とは合わないですね。
池内：合わないですね。
Ａ：RAの業務とはちょっと。TAの旅費は出せない
かもしれない。
阿部：それは分けた方がいいかもしれません。
池内：だから，ドクターの院生にとっては単位という
と最初のやつだけです，８単位だけです。あとは要ら
ないですから。
Ａ：また単位を取るために行くということだと，お金
は出せない。
池内：出せない。
Ａ：教育の一環として，その人も授業を受けに行くと
いうことだと。
Ｑ：去年まではマスターの方が多かったのですか。
阿部：そうです。とくに留学生は。
Ａ：マスターの留学生にお金を出すのは非常に難しい
かもしれません。マスターの人は基本的に学部の授業
しか，TAとかできないので。

阿部：まだ模索しているところですが，ぜひ木浦だけ
じゃなくて，複線化して，例えば高麗大学ともこうい
う研修や研究集会ができるようになって欲しい。それ
で留学生委員会から行ける先生から，例えば台湾への
掛け持ちですか，別々に行くとなると，また行ったり
来たりにお金が掛かるから，例えば木浦へ，韓国に行
った際に，台湾も三角で行けると良いですね。そんな
スケジュールが組めるのか分かりませんけれども，そ
ういうことでも何でもうまく工夫して，複数の交流が
できるようになればいいなと思います。実験でもある
いは臨時でもいいから，できればぜひ実現したいと思
います。それに付いていくほうも大変ですけど。
池内：今度２月に台湾大学の人文社会高等研究の中の
日本研究部門と研究交流集会を持つけれども，その折
に向こうの正式名称は頭の中にないのですが，向こう
の日本研究センターと，ここのアジアセンターと協定
書を交わすことに一応しているのです。向こうのセン
ターからすると，まだ海外のセンターと結んでいない
そうです。大学としては，一応，名大と台大ともちろ
ん既に包括的な協定を結んでいるのです。センター間
で結んでいないので，今度結びましょうという話にな
っています。それで何らかの格好で年に一遍でも二遍
でも交流できるといいですねという話を今している最
中です。それから，木浦には木浦で，この間ずっとお
世話になっているアジア文化研究所があります。あそ
こと何の協定も結んでいないので，協定を結んでしま
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って，それで何かやると名大の文学研究科の立場から
すると，アジアセンターを軸にしてなんとか名目は立
つかなと。
阿部：ええ。名大がハブになって両方につなぐという
のは理想的ですね。
池内：名目は立つかなと思います。たぶん，単位認定
という話とお金の話は両立しないねという，そこは難
しいな。
Ａ：そうですね。
Ｂ：単位認定はよくよく考えると，木浦と交流するこ
とで，一体どういうメリットがあるのかということに
ひっついてしまうわけです。木浦との協定を強化して
いかなければ，文学研究科の研究が進んでいかないと
か。
Ｑ：難しいですけど，日本文化入門の受講生はほかで
もいいという可能性はあるのですか。
安井：はい，あります。
Ａ：単位を取ろうとする学生には旅費が支給できない
という問題は，なかなか，これはクリアするのに非常
に難しいです。校費を使ってはできないし。
阿部：そこはむずかしい。
Ａ：文科省の枠の中でしか難しいのかもしれません。
阿部：それはそういう派遣も組み込んだ教育プログラ
ムに予算を充てていくしかない。
Ｑ：研究科内でインターンシップやフィールドワーク
で単位が出るようなものはないのですか。
Ａ：フィールドワークに行っているのは，授業がある
ことが建前なのです。授業があって，その中でのフィ
ールドワークだから，フィールドワークを行った成果
に対して，それが授業に反映されて単位になる。これ
もオーソドックスな方法は，最初から授業閲覧の方に
これを組み込んだ形での授業を掛けておいて，そうし
たら予算のことはあるけれども，それを言うと難しい
のです。
Ａ：ちょっと事務と相談してみる必要はあるかなと思
います。本当に駄目，難しいのか，もしかしたら何か
やり方があるのかもしれないので。
池内：国際開発などをやっている海外研修とは，あれ
は自費参加なのですかね。
Ａ：ほとんど自費参加でというのはよく聞く話です
ね，こういうの。
Ａ：そうですね。逆にみんな，この単位を取ろうと思
った人に，平等にお金を出しているとすごいことにな
ると思います。参加者がものすごく増えた場合，上限
を決めるとか。一度，総務と経理とで話をしてみない

と，どういうところが問題になっているのかというの
が分からないので。お金がないというところが一番問
題なのです。使えるかどうかというところも少し確認
をしてみるといいですね。
阿部：今，先生がおっしゃったように，TAで働いて
もらって，そのお金で行ってもらうのが一番よい。
Ａ：学生も謝金をもらったら，酒を飲みに行っちゃう
かもしれないです。
安井：「履修科目の一部となっているものや，事前・
事後研修との一体化など，明確な効果が見込めるもの
であること」が申請の要件となっていることを考える
と，なんとか既存の科目の一部にできればいいのです
が。
Ａ：こっちでの授業もあって，これもあって，全部を
一体化して，それに対してお金をつける。
安井：行き先が木浦のみである必要はないということ
を考えると，個人個人いろいろな場所に行って研究を
行うプログラムとして申請をするということも可能か
もしれません。
Ａ：そうしておいて実際は木浦に行くとか。
梶原：結果として木浦だと。
Ａ：それはありだと思います。
梶原：受け入れのほうの授業に TAを付けて，そして
そこで何人かの院生を雇って，その人たちには受け入
れのプログラムの中で木浦の学生さんと交流しなが
ら，自分たちもそのお金を使っていくような流れはい
かがでしょうか。
Ａ：来てもらう研修生へのその授業は，名大の学生も
受け入れるわけですね。
Ａ：そして，そうじゃない授業だと，名大の単位にな
らない授業だと TA付けられない。
池内：今年のやつはオーケーだったでしょう。
安井：はい。
池内：日本人の学生の受講オーケーだった。
Ａ：受講教科であれば，問題ないでしょう。それがも
っと大きな授業の枠を考えて，その中に受け入れも位
置付けると。
梶原：受け入れだけを一つの枠として考えさせるので
すね。
阿部：受け入れだけね。
梶原：かえってもっと大きな枠と考えて。
Ａ：その中でTAを付けて学生を雇って動かしていく。
阿部：その場合にはもっと複線的に，かなり幾つかの
プログラムを用意しておかないといけません。一つだ
けでは対応しきれない。
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Ａ：TAの配分の仕方を根本的に変えるということに
なります。単なる講義とかはもう先生が自分で TAを
雇ってもらうか，研究室のお金か何かでということに
しないと難しいです。
阿部：そうですね。私も既に共通教育の TAを使って
いましたけれども，TAはもう講義では付かないので
すよね。
Ａ：そうです。
阿部：だから，もう自前で付けるしかないのです。
池内：そうすると，今ちょうど次年度の授業計画を出
している最中ですけれども，間に合いません？難しい
かな。
Ａ：教務には悪いけれど，少し遅れて出してもいいの
ではないでしょうか。追加で教授会で。
池内：追加という手もありますから。
阿部：日本文化入門もそうやって出させていただきま
した。
Ａ：便覧には間に合わないと。
池内：追加で授業を立てて，そこに TAを付けて，梶
原さんの案でいえば，その TAは木浦の派遣候補生に
なっていくということですね。
Ａ：学部の授業でないといけない。
池内：木浦から来る学生向けのですから，学部の学生
でいいと思います，受講生は。そんなに高度な話をす
ると分からないから，逆に。
Ａ：マスターの人を TAに付ける場合には，学部の授
業で。
池内：そうですね。
阿部：それは複数付けられるのですか，一つの授業
で。
Ａ：複数必要だという理由を今は書けばいいでしょ
う。
阿部：その場合，スケジュールをずらさないといけな
いですね。ちゃんと交替してもらわないといけないわ
けだから。
池内：来週の執行部会で，どうぞ議論をしてくださ
い。そういう提案はそうだけど，覚えているか，覚え
ていないか分からないから。
Ａ：月曜日がそうでしたね。
池内：来週の月曜日がそうですから，そういう授業を
設けて，そこに TAを集中的に配置しますよと。
Ａ：TAの配分について。
池内：今はこうやって盛り上がっているけど。
Ａ：忘れてしまいます。
Ｂ：これはこれとして，TAのことは，ばらまきはや

めたほうがいいですね。
池内：やめたほうがいいです。お小遣い配ってもしょ
うがない。
Ａ：もっと数を５分の１くらいに減らしてもいいでし
ょう。
池内：そうしたら，どうしましょうか。ほかに何か，
別の関連からでも結構ですが。
Ｂ：今話したのはさっきの池内先生のセンター間の協
定の話の補足ですが，この辺も実は千葉大の協定，運
営的な交流をしていきましょうという覚書を交わして
あって，名目上そういうのはやっています。だから，
名目上使うことがあれば，それも思い出してやってく
ださいということです。向こうはセンターで，今年向
こうからの学生も来たいというのが１人いるのです。
短い間なので直接ではなくても，正式な制度でやって
いるのです。個人的に来てしばらく２カ月ぐらい滞在
するということですが，一応そのセンターから来てい
るのです。センターみたいなものがある大学はゲット
したいというところも，それなりにたぶんあるのでし
ょう。
池内：そこら辺は今後考えていきたいなと思います。
また別の話になってしまうと，さんばらけになってし
まいますが，島根県立大学に北東アジア研究センター
というのがあって，そこが中国のいろいろなセンター
と協定をたくさん結んでいますが，国内のセンターと
はほとんど結んでいないそうです。だから，そことう
ちのアジアセンターと提携を結ぶことで，中国の東北
師範大やいろいろなところと，また関係がつなぎ始め
られたらいいなと今思っていますので，あれこれ手を
広げながら，そんなことをしたいなと思います。
梶原：交流ということでしたら，以前たしか，東洋史
におられた江村先生が主導されて，陝西師範大学さん
のほうに，文学研究科の先生方がずいぶん大挙してお
伺いした中に入れていただいたことがあるのですが。
池内：それは知らない。
Ａ：いつごろの話ですか。
池内：いつごろの話ですか。
梶原：いつでしたかね。５年も経ってないと思いま
す。
Ａ：そうです。
Ｂ：現場だって，大学単位になると，相手の格のこと
で上から見られるので。
池内：だから，そこは少し考えて，中国でいうと東北
師範大とか上海の復旦大学とは結んでもいいかなと思
うので，やるなら。
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　ということで，大体４時半近くになってきましたの
で，今日はこの辺りにしようかなと思います。どうも

ありがとうございました。


