2020-2021

ハーバード・イェンチン研究所客員研究員（教員）プログラム
募集要項
国際センター

立教大学とハーバード・イェンチン研究所（以下 HYI）の提携により、立教大学の教員
を対象に、以下の通り客員研究員プログラムの募集をおこないますので、学部・研究科に
てご周知をお願いいたします。
１．応募概要
Visiting Scholars Program
（１） 対象：
本学の専任教員（任期付教員を除く）
。本学で 3 年以上専任教員としての経験がある者
（2017 年 8 月 1 日以前に採用）
。ただし過去 5 年以内（2015 年以降）にアジア以外の研究
機関で博士号を取得した者、また過去に HYI の Visiting Scholar Fellowship に採用され
た者は対象外。年齢不問。ただし若手研究者が優先される。
（２） 研究分野：
人文・社会科学で文化に力点を置いたもの。なお、アジア地域を対象とし、比較研究を
とりいれたものが歓迎される。

Anthropology/Archaeology/Area and International Studies/Art and Architectural
History/History（including economic and legal history）
/Linguistics/Literature/Media and Film Studies/Philosophy/Politics/Study of
Religion/Sociology/Women, Gender and Sexuality Studies
＊なお研究分野が Economics/Education/Geography/Law/Psychology/Public
Administration の場合、申請可能な分野かどうか不明な場合は、事前に国際センター
に問い合わせること。
（３）派遣期間：2020 年 8 月から 10 ヶ月
（４）支給経費・条件：
• Round trip economy class airfare
• A stipend of US $6,200.00 per month (for 2020-21) for 10 months residence
• Health Insurance up to the amount of $4,500
• Funding (up to $2,500) for hiring a research Assistant or an editor, and for
participation in two academic conferences in North America
※滞在中少なくとも 1 回、公的な学会・研究会で英語による研究発表を行わなければなら
ない。
2. 本学からの推薦枠
最大 4 名（ただし推薦者全員が必ず採用されるわけではない。）
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3．応募方法
提出書類を期日までに提出すること。なお、
（＊）のついている書類は、国際センターホ
ームページから所定の用紙をダウンロードし、作成すること。
URL

https://spirit.rikkyo.ac.jp/international/SitePages/yenching.aspx

◆提出書類
① Visiting Scholars Program 2019-2020 Internal Review Application Form（＊）
② Research Plan （Application Form 内の注意事項を確認すること）
③ A CV(curriculum Vitae) （Application Form 内の注意事項を確認すること）
④ 英文推薦状 3 名分（以下 【推薦状に関する注意事項】を確認すること）
⑤ チェックリスト（＊）
【推薦状に関する注意事項】
（１） 3 名のうち 1 名は志願者の指導教官、もしくは志願者の学術研究に最も精通してい
る者に依頼すること。
（２） 推薦状は作成者から国際センターに直接提出すること（郵送、E-mail 可）
。
ただし、郵送（送信）完了日を必ず確認し、申請者が国際センターに報告すること。
（３）推薦状の期限は以下５．と同じ。
（４）推薦状の宛先（頭語）を国際センターにしないこと。
頭語：To whom it may concern,
HYI 住所：Harvard-Yenching Institute
2 Divinity Avenue, Cambridge, MA 02138 U.S.A
（参考）HELPFUL INFORMATION FOR FELLOWSHIP APPLICANTS
https://harvard-yenching.org/helpful-information-fellowship-applicants
4．締切日・提出先<<時間厳守>>
締切日： 2019 年 7 月 18 日（木）17:00
提出先： 国際センター （池袋）マキムホール 1 階

（新座）7 号館 2 階

※データ提出（必須）
書類提出と同時に上記 4.提出書類の①②③を E-mail で提出すること。また、④の推
薦状も以下の時間までに送信するよう作成者に必ず伝えること。
件名：
「ハーバード・イェンチン研究所応募書類（氏名）」
送信先：kokuse@rikkyo.ac.jp
送信期限：2019 年 7 月 18 日（木）24：00（日本時間）
5．選考方法
学内の選考委員会による書類選考により HYI への推薦者を決定する。
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6．結果通知（学内選考）
応募者には 8 月末までに学内選考結果（推薦結果）を通知する。
推薦者となった場合、オンラインシステムを利用し、推薦者が各自 HYI に書類を提
出する（9 月末締め切り）
。提出方法については別途通知する。
HYI での書類選考後、最終候補者（推薦者の約半数程度）に対し、HYI 関係者によ
る英語での面接が日本国内で行われる。最終結果通知は 2020 年 2 月下旬の予定。
7.その他
出願に関する質問事項等については、ハーバード・イェンチン研究所の担当プログ
ラム・オフィサーに回答を求めることができるので、連絡方法等について「8.」の
国際センターまで問い合わせること。
8.書類提出・問合せ先
国際センター （池袋）マキムホール 1 階

（新座）7 号館 2 階

担当：藤枝
E-mail : kokuse@rikkyo.ac.jp／内線：2807

ハーバード・イェンチン研究所
（HYI: Harvard-Yenching Institute)は、アルコア・アルミニューム社（Alcoa Aluminum Co.）の
創立者であり発明家でもあった、チャールズ M.ホール氏（Charles M. Hall）の遺産を基金として、
1928 年に財団法人として設立され、アジア地域における人文・社会科学分野の研究奨励推進を通
して、文化理解向上に貢献することを目的としている。
"Dialogue among Civilizations"をテーマに、アジア各国から研究者が集い、お互いのネットワー
キングを通じて、活発な研究交流が行われている。ハーバード大学のキャンパス内に位置し、大学
の付属研究機関として各種研究助成プログラムを提供・運営しているが、法的にも財政的にも大学
からは独立した研究機関であり、理事会の下で、所長（director）と事務局長（Executive Director）
が研究所の管理運営を行っている。

https://www.harvard-yenching.org/
（2019.5）
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