
開発に携わる若⼿コミュニティの構築に向けて
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本セッションの流れ
1. セッションの⽬的
2. 若⼿コミュニティの必要性
3. 想定する活動内容
4. コメンテーターによるコメント
5. フロアディスカッション
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1. セッションの⽬的
来年度5⽉に、有志の若⼿(※)で「若⼿部会」(名称は仮)を

国際開発学会の研究部会として申請予定。(かつて「院⽣部会」が存在)
その準備のために、意⾒をお伺いしたいです。

・どのような⽅がどのような思いを持って賛同してくださるか
・どのような課題が存在するか

などをカジュアルなディスカッションを通じて把握したいです。
(アンケートにもご協⼒よろしくお願いします！)

※「若⼿」とありますが、明確な年齢制限などは適⽤しない予定です。
社会⼈、⼤学院⽣、学部⽣など誰でも歓迎です。
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2. 若⼿コミュニティの必要性
(1) アイデアを⽣み出すコミュニティ

① 留学⽣をつなぐ
『⽇本で開発を学ぶ若⼿たち: 国々の同床異夢から異床同夢へ』(汪牧耘)

② 地⽅学⽣をつなぐ
『地⽅⼤学⼤学院⽣の現状』(⽥中志歩)

(2) 活動ノウハウを共有するコミュニティ
③ 学振への応募

『開発研究を魅せる戦略: 学際研究のジレンマ』(宮川慎司)
④ 財団への応募

『⾃助？公助？それとも共助？: 若⼿研究時代を⽣き抜く⽣存戦略』(綿貫⻯史)
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2019年11月16日・日本国際開発学会
サイドイベント・「開発に携わる若手コミュニティの構築に向けて」

日本で開発を学ぶ若手たち
̶̶国々の同床異夢から異床同夢へ̶̶

汪 牧耘（おう・まきうん）

東京大学大学院
新領域創成科学研究科

国際協力学専攻（博士後期課程）
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1．日本国際開発学会（JASID）における学生会員の状況概観

2．若手コミュニティが日本国際開発研究に貢献する可能性

本発表の目的

→ JASIDの会員名簿（2003、2006、2009、2014）から見る

→個人的な経験を踏まえて、留学生の役割を考察する
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JASIDの会員構成
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JASIDの会員構成

（出典：JASID会員名簿より筆者作成）
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JASIDの正会員・学生会員概観

年度 会員 正会員 学生会員
2003年10月 1390 1090 300
2006年11月 1608 1525 83（院生）
2009年11月 1773 1483 290
2014年06月 1728 1547 176
2019年11月 1679 ー ー

外国人数
総数 正会員 学生会員
61 19 49
95 82 13 (院生)
127 55 72
93 61 32
ー ー ー

（出典：JASID会員名簿より筆者作成）

学生会員と外国人の割合は減少
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2003年

日本人 外国人
広島 27 広島 15
名古屋 25 名古屋 12
東大 23 神戸 5
神戸 20 東洋 3早稲田 8 龍谷
横浜国大 7 法政 2
法政 早稲田

1

大阪 6 東北
東洋

5

明治
東北 滋賀
筑波 埼玉
立命館 東京国際

2006年
日本人 外国人
東大 9 神戸 3
名古屋 6 東洋 3
神戸 名古屋 2
法政 4 広島

1
文教

3
筑波

広島 東北
京大 山口
東洋

2

千葉
筑波
東北
東京工業
龍谷
広島市立
熊本学園

2009年
日本人 外国人
東大 35 名古屋 14
神戸 31 神戸 10
名古屋 15 広島 9
京大 11 東洋 8
横浜国大 9 広島修道 5
広島

8
山口 3

法政 早稲田 2
コロンビア 千葉 2
東京工業 7 京大、東京

工業、文教、
熊本学園、
慶應、筑波、
東北、北海
道、東京国
際、中部、
大分、武蔵
野、埼玉、
麗澤

1

早稲田
大阪 5一橋
東洋

4文教
熊本学園

2014年
日本人 外国人
神戸 30 名古屋 8
東大 14 横浜国大 5
横浜国大 9 神戸 4
京大 7 東京工業 3
名古屋 6 東大 2
大阪 5 学芸 2
広島

4
京大

1

法政 大阪
熊本学園 早稲田
早稲田 北海道
東京工業

3
金沢

一橋 中央
明治 宇都宮
ICU

2
お茶大
吉備国際
東北
同志社

表2 JASIDの学生会員と出身校

（出典：JASID会員名簿より筆者作成）

• 学生会員数：安定しない学校・安定する学校
• 学生出身校の多様化
• 首都圏以外の地域における学生の存在
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留学生と日本の国際開発研究
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• 欧米より安いから
• アジアなので近いから
• 学校や政府のプログラムがあるから
• 英語でもいけるし、他の専門の入試は難しいから
• その他：嵐が好き;「国際協力」の聞こえがいい…

「なんで日本で開発を勉強するのか？日本人
だって、欧米で学んでいるのでしょ？」

ーーある外国人先生の質問

「〇〇先生、日本で開発を学ぶ意義はなんだと思う？？？」

出典:http://illust-kuma.com/syokku/

開発の知識体系の欧米化
（Escobar,1995,Encountering Development.）

日本語学校のバイト経験から：
• 消極的
• 日本で開
発を学ぶ
理由には
ならない

日本で開発を学ぶ積極的な理由はないのか？

日本で開発を学ぶ私の躊躇
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• 多分野の視点・方法を動員し、様々な開発現象を考え直す力を鍛える。
• 「ゼミ」で先生を至近距離から学べる。
• 「アジアの開発知」を創り出すためのリソースは豊富である。

コミュニティ創りによる知的連携の可能性
私が学んでからわかった、学ぶ理由：

同床異夢：教育機関の整備とともに、開発を学ぶ若手が集まらなくてすむ。
→各専攻・研究室の勉学/教育経験は、個人レベルにとどまる。
異床同夢：それぞれの研究分野や国・地域にいる若手が、日本で開発研究
を取り組む視点を切磋琢磨し、同じ知的ネットワークを共有する。

13

日本で開発を学ぶ方法・素材・意義を言語化し、
独自の国際開発研究の知識体系を構築する。

出典:http://illust-kuma.com/syokku/



ご清聴ありがとうございました。
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地⽅⼤学⼤学院⽣の現状
広島⼤学⼤学院博⼠課程後期 国際協⼒研究科 ⽥中志歩
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学⼠：静岡⽂化芸術⼤学（浜松市 駅から徒歩15分）

修⼠：⾹川⼤学⼤学院（⾼松市 駅から徒歩15分）

博⼠：広島⼤学⼤学院（東広島市 駅からバスで20分）
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地⽅⼤学院（広島⼤学）に進学した理由

●師事したい教授が在籍している⼤学だから
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地⽅国⽴⼤学院⽣の抱える問題
●学会や研究会等に⾏くために交通費・宿泊費がかかる。

●⼤都市・⼤都市近郊の⼤学程定期的な研究会等の開催がなされていない。

●⼤学内の院⽣（特に博⼠後期課程）の⼈数が少なく、研究の相談相⼿等
が指導教官のみになってしまう。

●ロールモデルを⾒つけることが難しい。

●研究・⽣活双⽅の⾯で、孤独な環境に置かれやすい。

●地⽅⼤学院の中でも⽴地などによっては更に厳しい状況に置かれている
院⽣もいる。（⼤学から公共交通機関までのアクセスが悪い等）
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👉⼤学の資本だけでは限界を感じる実態がある。特に博⼠課程
【地⽅⼤学院で他⼤学の院⽣・若⼿との連携なく研究活動を続けるために必要であると感じたもの】

●指導教員からの安定した指導を受けられる環境
●博⼠課程の院⽣が多数在籍しており教員以外の相談相⼿がいる
●経済的な安⼼感

現実は・・・ 指導教員は多忙、院⽣の⼈数は極めて少ない

👉他⼤学院間の院⽣との連携が必要
●SKYPEによる研究会開催
●院⽣間ネットワークの形成

地⽅⼤学⼤学院⽣の現状を改善するために
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＊本発表は発表者⽥中志歩個⼈の意⾒であり広島⼤学⼤学院⽣全体の意⾒ではありません。

ご清聴ありがとうございました！
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開発研究を魅せる戦略: 学際研究のジレンマ

東京⼤学⼤学院 総合⽂化研究科
国際社会科学専攻 博⼠課程

宮川慎司
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開発を研究することの難しさ
開発経済学

開発政治学

開発⼈類学

開発社会学 etc

開発の学際性

同じ「開発」でも前提となる基盤(ディシプリン)が共有されない可能性
⾃分の研究のウリが、想像通りに伝わらない可能性

ディシプリン系の研究とは異なり、「売り⽅」の的確な助⾔を得ることが難しい
ともに開発に取り組む仲間の重要性
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事例：学振の申請

出典：平成32年度(2020年度)採⽤分
特別研究員-DC1 書⾯審査セット

たとえば、⽂化⼈類学に申請する場合
は、地理学や地域研究、観光学、ジェ
ンダー関連の審査員を意識する必要が
ある。

学振：研究者による審査を通過すると、
2年または3年間、⽣活費と研究費が得られる制度。

ただし、申請者の専⾨と審査員の専⾨ドンピシャであることは
少なく、隣接分野の研究者が審査にあたることが多い
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学際研究のジレンマ

「開発研究」に与えられた複数の申請領域(選択肢)

「魅⼒ある研究」と感じてもらうために、どの研究者に届けたいか、
を考えることが必要
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開発研究の申請先の多さ

出典：独⽴⾏政法⼈⽇本学術振興会 平成30年
『研究者養成事業「審査区分表」』
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発表者の例
バックグラウンド：⽂化⼈類学(学⼠)、国際関係(政治経済)(修⼠)

研究テーマ ：フィリピンのスラム地域における「盗電」

申請先の候補
1. 経済学、政治学(ディシプリンとしての近さ)
2. ⽂化⼈類学(研究⼿法としての近さ)
3. 地域研究(研究対象としての近さ)
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⾃分の研究をどう売るか？
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申請書類に、申請先に合ったテイストを取り⼊れる必要

例) 地域研究
(＋)「現地理解に資する」、「現地語を⽤いて参与観察」、「地域固有の論理を解明する」
(−)「経済発展」、「市場主義を推進する」、「政策提⾔を⾏う」

(これは、あくまで発表者個⼈のイメージです)

読み⼿を考えて、味付けを変える必要があるという事情は、
開発研究のような学際的研究に特有のもの

⇒コミュニティを充実させ、「売り⽅」のノウハウを共有する重要性



⼀緒に若⼿の活動を盛り上げましょう！
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綿貫⻯史

名古屋⼤学⼤学院国際開発研究科
博⼠後期課程1年
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⾃宅 下宿
⾷費 17,180 29,550
住居費 4,100 48,050
交通費 8,260 3,720
趣味・娯楽費 12,560 12,470
書籍費 2,780 2,350
勉学費 1,190 1,140
⽇常費 4,880 6,320
社会・健康保険 1,830 1,080
通信費 3,380 4,830
その他 6,000 4,220
⽀出合計 62,160 113,730
1年間合計 745,920 1,364,760

表１ 修⼠課程学⽣の⽣活費/⽉

⽀出項⽬ ⾦額（円）
往復航空券 90,000

⾷費 15,000
住居費（家賃） 13,000

通信費 1,000
交通費 15,000

調査⼈件費 41,600
その他 9,000
合計 184,600

（円） 表2 ⼀回の調査にかかる費⽤概算（1ヶ⽉）

⼤学院⽣に必要な⽀出

（出所：全国⼤学⽣活協同組合連合会 HP）

※調査地はバングラデシュを想定
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実際には書籍費は
もっとかかる！



博⼠課程学⽣の財源

財源名
特別研究員（DC）

博⼠課程教育リーディングプログラム
運営費交付⾦
国費留学⽣

⺠間団体等の奨学⾦・研究助成⾦
科学研究費助成事業

⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦
（出所：⽂部科学省 2018 学⽣に対する経済的⽀援の全体像）31



若⼿向け研究助成を実施している主な⺠間財団
研究助成名 応募期間 ⾦額

村⽥学術振興財団 研究助成 3⽉〜4⽉頃 50万円〜200万円

松尾⾦蔵記念奨学基⾦ 4⽉頃 年額100万円

松下幸之助記念志財団
研究助成 4⽉〜5⽉頃 上限50万円

損保ジャパン⽇本興亜環境財
団学術研究助成 6⽉頃 上限30万円

笹川科学研究助成 9⽉〜10⽉頃 上限100万円

本庄国際奨学財団 奨学⾦ 9⽉~10⽉頃 ⽉額20万円程度

サントリー若⼿研究者のため
のチャレンジ研究助成 10⽉〜11⽉頃 上限100万円

FACID奨学⾦プログラム 12⽉〜1⽉頃 ⼊学⾦・授業料負担＋⽉額5万円

（出所：発表者作成）32



研究助成申請時に困ったこと

・どんな研究助成があるか知らない
・⾃分の研究テーマに合う研究助成が他
にあったのに⾒逃してた！！

・指導教官は⼤変忙しいので、申請書の添削
は結局⾃分でやる

・⽀出計画をどう作成していいか分からない
・サポートしてくれる⼈が周りにいない。。
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若⼿研究時代を⽣き抜くためにお⾦は必要です

お⾦を調達するには情報が必要です

情報収集はみんなで共有し合えば効率的です

助け合いながら若⼿研究時代を⽣き抜いていきませんか？
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3. 想定する活動内容
(1) 現時点での活動内容アイデア
・参加者の「頭の中」を⾒る

参加者がアイデアをまとめる研究ノートをプレゼンしあう。
・フィールドワーク研究会

フィールドワークの⽅法に関する情報共有を⾏う。
・⾼校⽣に対する国際開発教育実習

国際開発と⾼校⽣を橋渡しする。
・「若⼿⼈材会社」

学会のお⼿伝い業務など、先⽣の労働需要と学⽣の労働供給をマッ
チングさせる場の提供。
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3. 想定する活動内容
(2) 基本的な活動⼿段

・ 定期的な研究会(Skype/対⾯)、懇親会
・ 学会に部会でセッションを出し、あるテーマの下で発表

(例. 海外⼤学院と⽇本の⼤学院の開発教育の相違、など)
・ SNSグループ等を通じた交流プラットフォームの構築
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