平成30年12月
各位

公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構
（アジア太平洋フォーラム・淡路会議事務局）

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

アジア太平洋地域の多様な文化が共生する 新たなアジア太平洋のビジョン を明らかにする
とともに、その実現に向けて広く社会に政策提言を行うことを目的に設立された アジア太平洋
フォーラム・淡路会議，では、 「アジア太平洋研究賞（井植記念賞)」を設け、アジア太平洋地域
に関する優れた人文・社会科学領域の博士論文を顕彰しています。
このたび第18回の受賞候補論文を募集しますので、ぜひご推薦を賜りますようお願いいたし
ます。
記

●対象

日本の大学院で学んだ日本人および留学生で、平成28年3月以降に当該大学院博士課程を修了
し応募時点において学位取得済（平成28年3月以降に単位取得退学し、その後博士の学位を取
得している場合も可)、かつ大学院の指導教員から推薦を受けた者

●１

論文

︑

アジア太平洋地域における「多文化共生社会」の実現に資する人文・社会科学領域の研究を
テーマとする論文であること。

2．

当賞に初めて応募する論文であること。

●

提出期限

平成31年4月19日 （金） 【必着】
●

受賞者及び賞の内容
受賞者数2名程度
賞の内容正賞（表彰状）及び副賞（100万円）

●その他

応募。ご推薦に際しては募集要領をご覧ください。

撫酬薑=言棄杢三食ご二三穂菫嚇噸協｡たヨ
〒651‑0073神戸市中央区脇浜海岸通1‑5‑2
人と防災未来センター東館6F

公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構
（アジア太平洋フォーラム・淡路会議事務局）
TEL:078‑262‑5713

田独X:078‑262‑5122

E‑mail:gakUjutsu@dri.ne.jp

HP:http://Www.hemri21.jp/awaji‑con"

第18回「アジア太平洋研究賞」 （井植記念賞）
一募集要項一
アジア太平洋地域の多様な文化が共生する 新たなアジア太平洋のビジョン を明らかにするとと
もに、その実現に向けて社会に政策提案を行うことを目的に設立された「アジア太平洋フォーラム・淡
路会議」では、 「アジア太平洋研究賞」 （井植記念賞）を設け、アジア太平洋地域に関する優れた人文・
社会科学領域の博士論文を顕彰しています。
第18回受賞候補論文を次のとおり募集しますので、奮ってご応募ください。
■

■

■

主

催

アジア太平洋フォーラム・淡路会議
後援
朝日新聞社大阪本社（予定）
対
象

日本の大学院で学んだ日本人および留学生で、 2016年（平成28年） 3月以降に当該大学院博士
課程を修了し応募時点において学位取得済（2016年（平成28年） 3月以降に単位取得退学し、
その後博士の学位を取得している場合も可） 、かつ大学院の指導教員から推薦を受けた者。
■

論

文

1；アジア太平洋地域における「多文化共生社会」の実現に資する人文・社会科学領域の研究をテー

■

マとする論文であること。
2．当賞に初めて応募する論文であること。
応募書類

1および2の①へ④のすべてを2019年(平成31年）4月19日（金）必着で送付のこと。勝参不可】
1．所定の推薦書（ホームページからダウンロード可）
2．添付書類（日本語または英語表記に限る）

① ③はA4判紙媒体､④は電子媒体にて提出のこと
①博士論文
1部（製本･未製本いずれも可）
②論文要旨
1部（片面1枚）
③②の要約文
1部（300字以内）
④上記① ③のPDFデータを保存したCD‑ROM又はUSBメモリ

上記①〜③それぞれを独立した3つのPDFファイルとし、ファイル名には執筆者名を入
れて日本語または英語で保存のこと。

（例：①博士論文のPDFファイル「淡路太郎博士論文.pdf] )
※応募書類に不足・不備がある場合は、応募を受け付けないこともあります。
■

■

応募書類は返却しません。
論文の選考
研究賞選考委員会において審査・選考を行います。
受賞者数および賞の内容
（1） 受賞者数2名程度

（2）
■

■

■

賞の内容正賞（表彰状）および副賞(100万円）

審査・選考結果の発表
（1） 受賞者の発表は、

2019年7月頃の予定です。
（2） 選考結果については文書で通知します。
（3） 受賞論文の要旨を淡路会議年次報告書に掲載します。
授賞式
2019年8月2日 （金） （淡路夢舞台国際会議場で開催予定）
提出先（お問い合わせ先）
〒651‑0073神戸市中央区脇浜海岸通1−5−2人と防災未来センター東館6F
公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構内
「アジア太平洋フォーラム・淡路会議」事務局
TEL: 078‑262‑5713

ホームページ:http:/yWww.hemIi21jp/awaji‑conD

FAX: 078‑262−5122

E‑mail:"‑jp

Thel8thAsiaPacificResearchPrize(IuePrize)

-ApplicationOutmnF

TheAsiaPacificForum,AwajiConferenceJapan,whichwasinauguratedtodefinea newAsiaPacificvisioIf，of
symbiosisamongthediverseculmresoftheAsiaPacificl巳gionandtocreatepolicyproposalstoachievethis,established
theAsiaPacificReseal℃hPrize(IuePrize)torewardoutstandingdissertationsinthefieldofhumanitiesorsocial
sciencesrelatingtotheAsiaPacificregion.Applicationsfbrthel8thAsiaPacificResea1℃hPrize(IuePrize)areinvited
underthefbllowmgconditions:

●OIganizer
AsiaPacificForum,AwajiConferenceJapan
●Support
TheAsahiShhnbunOsakaHeadOHice(tentative)

●Eligibility
Japaneseorintemationalsmdentswhohaveofficiallyenrolledinapost‑graduatecourseataJapanesegraduate
schoolandhavebeenconfen℃dadoctoratefromsuchinstimtionafterMaI℃h2016.Aletterofrecommendationis

requiredfromtheadvisorofthegraduateschool.
●Dissertation
l.

Thedissertationshoulddetailresearchmthehumanitiesorsocialsciencesthatcontributestotherealizationofa

"multiculturalsymbioticsociety''intheAsiaPacificregion.
2.Dissertationssubmttedinpreviousyearsarenotacceptable.
●ApplicationDocuments(non‑remmable)
Alldocumentsl・and2.1 to2.41istedbelowmustarrivebyFridayApri119,2019:Submittinginpersonisnot
acceptable.
1. PrescribedLetterofRecommendation(downloadablefiPomthewebsiteshownbelow)
2. Supplementarydocuments(eitherinJapaneseorEnglish)
Documents2.1.to2.3.mustbesubmittedmanA4sized‑papercopyand2.4.manelectronicmedium:
2.1.Copyofthedissertation(eithermsheetsorbound)
2.2.Outlmeofthedissertation(onepage;smgle‑sidedpdnting)
2.3.Sunnnaryoftheoutline(120‑wordsummaryoftheoutlineofthedissertationmentionedabove)
2.4.RecordmgmediumsuchasaCD‑ROMorUSBHashdrivecontaimngPDFdata2.1． to2．3shownabove.
EachdocumentmustbesavedasanindividualPDFfileundertheapplicant'ssumame, e.9． 6CSMITH
dissertation.pdf'

*Notethattheapplicationmaynotbeacceptedifanyoftheapplicationdocumentsaremissingorincomplete.
●SelectionofPrizewinnens

TheselectioncommitteeoftheAsia.PacificResearchPrizewillreviewthediSsertaationstoselectprizewinners.
●NumberofPrizewinnersandPrizeDetails

l.Numberofprizewinners:Approximatelytwo
2.Detailsofprize:Prizecertificateandprizemoney(Onemillionyen)
●AnnouncementandNotificationoftheResults

l. ThenameoftheprizewinnerswillbeannouncedinJuly2019(tentative).
2. Theresultoftheselectionwillbenotifiedinwritm9.
3. TheoutlineofthepdzewinningdissertationswillbepublishedinourannualreportoftheAwajiConference.
●AwardsCeremony
TbbeheldonFridayAugust2,2019attheAwajiYumebutailntemationalConferenceCenter@
<AddressfbrSubmissionofApplicationsandContactDetails>
SecretariatoftheAsiaPacificForum,AwajiConferenceJapan

Address:EastBldg.6El‑5‑2,Wakinohamakaigan‑dori,Chuo‑ku,Kobe,Hyogo,Japan651‑0073
TEL:+81‑(0)78‑262‑5713

FAX:+81‑(0)78‑262‑5122

Website: htm：www,hemr121 1pawall‑confenRlismdex･html

E‑mail: 画akuutsu

drl.､e,11

第17回アジア太平洋研究賞(井植記念實)授實式の概要::アジア太平洋フオーラ…
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錨17回アジア太取隊研究賞〔井砺肥念賞）授賞式

鮠鱗胞部嵩酋鴎勲劃噸

概要

■賞の紐雲と授賞式までの流れ

「アジア太平洋研究賞（痴直記念賞）」は、日本の大学で学んだ日本人及び留学生が執篭したアジア太平洋地域に関す

■■

る人文・社会科学領域の優れた博士論文を顕彰するため、2001年に創設されました。

今年は、2015年3月以降に大学院博士課程を修了し（同時期に単位取得退学し、その後博士学位を取得した場合も含

I￨

む） 、大学院の指導教員の推罵を受けた論文を対象に募集を行いました。

全国の大学院から応募のあった論文について、選考委員会における厳正な審査の結果、金南咲季氏の「多文化接触領域
ｈ一
における共生に関する社会学的考察一外国人学校をめぐる社会的実践の変容を焦点に一」 、谷口美代子氏の「「自由主稜
的・平和棡築論(LiberalPeacebuilding) 」再考〜フィリピン・ミンダナオにおける紛争・暴力・平和の事例から〜」
が佳作に選ばれました。

■授賞式の概要

淡路会謹開催に併せて、2018年8月3日に行われた授賞式では、井植敏淡路会繼代表理事から賞の授与が行われ、金圃

咲季（きんなんさき）因と貧旦美代子（たにぐちみよこ）因に賞状と記念品が贈呈されました。続いて、片山裕
選考委員長から選考理由が説明されたあと、受賞者のスピーチがありました。
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△寿晶
△ベージのドップヘ

滞膳令瞳の擬要

願紫慨要

・淡路会僅とは

。国際シンポジウム

｡股立趣恵圏
・役員名踊

／フォーラム
。瀕彰事鷺

淡路会旧声明

淡路会俎報告■

関連情報リンク

お問い合わせ

トッフヘージ

（ご愚見・お問い合せ先）

アジア太平洋フォーラム・淡践今麟

〒65ﾕｰ0073神戸市中央区脇浜海岸通1‑5‑2人と防災未来センター東龍6階
公益財団法人ひょうご屡災肥念21世紀研究機櫛研究戦路センター内
TEI:078‑262‑5713/Fax:078‑262‑5122/E‑Mail:壺師I(X罰固3ri.F.jp

第17回アジア太平洋研究賞（井植記念賞）授賞式の様子
アジア太平洋フォーラム･淡路会議ホームページより
HP

http://vww.hemri21.jp/awaji‑conf7

http://Www.hemri21.jp/awaji‑confyPrmect/commendation/17th/awards/index.html
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