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-文化科学研究科の入学者状況

研 究 科

文化科学

-国際日本研究専攻の国別在学生 (平成27年4月1日現在)

日本 中毘 韓関 台湾 インド 合計

l年次 4 。 。 。 。 4 

2年次 3 。 。 。 4 

3年次 6 2 l 1 。 10 

合計 13 2 18 

.冨際日本研究専攻修了者の進路

秋 田 大 学 東 京 工 業 大 学 京 都 大 学 奈良女子大学広島大学高知女子大学宮崎公立大学

ものっくり大学。大妻女子大学中部大学京都女子大学京都精華大学京都文教大学種智

院大学 問志社女子大学東北師範大学。白鳳女子短期大学 国際日本文化研究セン安一 国立
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九州大学基幹教育院講師

アントン・ルイス・カピストラノ・セピリア (2015年3月学位制号)

国際日本研究専攻の博士課程在修了し、自然霊まかな臼文研のキャンパスを去ってから、!f!3ヶ月が経った。改めて、

総研大生として過ごした日々を振り返ってみると)私がここまで来られたのは、殴際日本研究専攻の大きな特徴であ

る主に二つの婆素のおかげだと思う。

一つは世界トップレベルの研究者たちと日々接する機会があったこと。指導教員はもちろん、他の専攻担当教員か

らも指導を受ける機会があり、世界トップレベルの研究活動とデイスカッションを常に自の当たりにすることができ

た。また、講義ーゼミのみならず、毎週のように行われる全国規模或いは国際規模の共同研究会に参加することによ

り受ける刺激が自分の研究を高めるきっカヰ7にもなった。

もう一つは研究環境に大変恵まれていたこと。図書館を通じて最新¢情報から古くて珍しい資料等に簡単にアクセ

ス出来た。また、学生への支援により、研究出張にも数多く行くことができた。そこでは、まだ大学院生主という立場

ながらも、本当に世界トップクラスの研究者に近い生活を経験できた。

東京、北海道、オーストラリアに渡って学会lこ参加し、様々な研究者と

交流もした。それだけではなく、実際にどうやって国際会議の計商を組

み立て、運営するか、それを体験する機会が多かったことも貴重な経験

だった。

以上のこつの要素、「見るJと「参加する」は研究者としての充実した

「徒弟期間jを可能にしたと思う。その時の自分( 介の大学院生)と研究

環境から求められるもの(トップレベ!lの研究者と一緒に研究する)との

ギャッブも痛感したが、将来研究者を目指すには、とてもいい刺激とイ

ンスピレーションに溢れていたと思う。 学位記授与式
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• Admissions to the School of Cultural and Social Studies 

Admissions in FY 2015 
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• Number of 51υdenls in Ihe Oep口rtmenlof J口pロnese5ludies， by Nロtio明ality (As of A凹 11，2015)

1st yr. 

2nd yr 

3rd yr 

Totol 

japan I China I Koreo I 石川n I India 

4 0 0 0 o  

i3  0o  0 1  

;6  2 1 1 o 
13 2 1 1 1 

Tolol 

4 

4 

10 

18 

.Oepαrtment of Japanese Studies Gradu口tesPlaces of Employment 
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Akita University Kyoto Women's University National Museum ofJapanese History 

Tokyo Institute ofTechnology Kyoto Seika University Japan SocIety for Promotion ofScience 

Kyoto University Kyoto Bunkyo University Chulalongkorn Unive四 Ity

Nara Women's University Shuchiin University Padjadaran University 

Hiroshima University Doshisha Women 's College of Iris Co.， Ltd 

Kochi Women's University Liberal AJts East China Normal University 

Lectυrer， Faculty of A巾 andScien日， Kyushu University 

SEVILLA， Anton Luis Capistrano CDegree awarded Morch 2015) 

1t has barely been three months since 1 graduated from Sokendai and left the lush， icol?-}c campus atぬeNichibunken. 

Looking back at my time in Nich日bunken，I凶t吐出hinηm山1

T引'h国e自釦rS針t1路st吐h国eexpos山 eo叩n田eget隠sun吋de町rt也hegu山ida叩nceof 。叩ne'、sme目叩ntorand other perma叩n田e叩n叫tandv吋is司it臼ing:6白ac叩u凶It貯y，As

a stt印ud由e回n叫11，1 was able to observe and be c叩o叩n回stantlyexposed to the highest level of academic research and discourse， 
from the events for the students， as well as the many national and in担rnational日 searchsyrnposia held several iIrnes 

a week at Nichibunker】Thisconstantly challenged me to level司 upmy own research to the level that 1 saw around me. 

Second is the opportunity not only to observe but to participate in that 1'esearch lifestyle. From the excellent ac-

cess to docurnents through the library and the funding available fo1' research materials and trips， 1 was able to experi-
ミ誌

ence the liたstyleof a top-Ievel 1'esearcher， even as a student. 1 was able to travel to cor氏問即時 fromTokyo to Hok-

kaido to Aust悶 lia，and have constant acce田 tothe materials' 1 needed fo1' 

research. 1 was also able to experience the clerical and managerial aspects 

of putting together a confe1'ence-an experience that 田町esme well no肌

Observation and hands-on experience are the two elements of a genu-

me問 searchapprenticesh伊 Whilethe gap between one's present existence 

(being a student) and the demands ofthe environment (top“level schola四)

can be daunting， it can also be a source ofpositive pressure and inspiration 

for the白tureschol紅

Conferral ofDegree， 2015 




