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＜外国人研究者からの報告/Foreign Researcher Report＞
①研究課題

/

Theme of Research

The theme of the research is revisting the re-harmonization of changes in livestock mobility, land use and sedentarization of the Hamer in
Southwest Ethiopia. Building on my previous achievements, I have used my time as JASSO follow up research fellow as a n opportunity to
prepare towards the write up of a future research proposa on such a theme through accessing academic resources at Kyoto University and
including conducting consultative meetings between Japanese and other scholars. I have made contacts with scholars both at the Center for
African Area Studies and at the Center for Southeast Asian Studies (Graduate School of Asian and African Area Stduies) and on jointly shared
research areas of concern accordingly.

②研究概要

/

Outline of Research

My stay made it possible to hold initial consultations with Japanese and non-Japanese scholars at the Graduate School of Asian and
African Area Studies of Kyoto University and colleagues at the Arid Land Research Center of Tottori University. Holding a series of
meetings, telephone conversations and email exchanges with scholars to promote the building of partnership between units at Kyoto
University and Addis Ababa University on the reserach theme mentioned above. Specifically, the planned future research will address
issues of land, livestock and society in pastoral and agro-pastoral areas in Africa and Southeast Asia.

③研究成果

/

Results of Research

I have conducted fruitful discussions that led to an initial introduction of college and graduate level personnel at Kyoto and Addis Ababa
University. This is my contribution to the greater part of the MoU signing initiative that is ongoing between delegates of two Universities. I
facilitated meetings that will result in the provision of opportunities in the areas of staff, student exchange and joint research. My request for
resource materials support to the Asian Unit at the Center for African and Oriental Studies was accepted and I got some important books and
journals and managed to subscribe for more resources. I used the time here to review literatures and edit journal articles which will be send to
the African Studies Monographs for publication consideration.

④今後の計画

/

Further Research Plan

I would like to continue to work on joint research themes on land use and resource management in Africa and Southeast Asia with
colleagues from both Kyoto and Addis Ababa Universities. I am particularly interested in the land use dynamics, perception of landscape
change, causes and impacts of the changes and coping strategies of pastoral and agro-pastoral communities inhabiting the dry lands of
Africa and Southeast Asia. I have also an interest in policy reforms in economic, social and political affairs and on the ever growing
cooperation between Africa and countries in Asia. I would also like to contribute the academic exchange and collaborative joint research
with Japanese scholars through my ex-supervisors advice and assistance.

＜受入研究者からの報告/Research Advisor Report＞
①研究課題

/

Theme of Research

「エチオピア西南部オモ渓谷下流における牧畜民の変容と開発動態研究の再検討」をテーマに、東アフリカ地域における農牧民の生業
変容について長年の研究蓄積がある京都大学において、博士論文終了後の成果をもとに共同討議をおこなう。このことは、当人のみな
らず受入先の研究にも相互啓発の意義がある。短期研究の期間を利用して、元指導教員との国際共著論文の投稿を完成させ、共同研究
の計画をたてる。ことは、この機会を利用して、外国人研究者の所属するアジスアベバ大学アフリカ東洋研究センターと、受入研究者
がセンター長をつとめる京都大学アフリカ地域研究資料センターとの間で学術交流協定を結ぶ予定である。

②研究概要

/

Outline of Research

博士学位論文の成果をもとに2016年３月に上梓した単著の内容を継承・発展させるために、今回の滞在期間を利用して集中的な共同討
議を繰り返しおこなった。また、博論執筆後の２年間に著された関連分野の著作・論文の探索とレビューをおこなわせた。また、京都
大学におけるアフリカ地域研究の実績および研究手法を、外国人研究者が所属するアフリカ東洋研究センターの修士教育課程のシラバ
スに組み込むための討議と情報提供をおこなった。エチオピア研究および牧畜・開発研究をおこなう研究者との情報交換の場を設定し
て、最新の研究成果にアクセスできる環境を整備した。

③研究成果

/

Results of Research

滞在期間中に、単著論文、共著論文をそれぞれ１本完成させ、共著論文については京都大学アフリカ地域研究資料センターが発行する
欧文学術誌African Study Monographs誌に投稿して審査をうけているところである。また、京都大学東南アジア地域研究研究所および
アジアアフリカ地域研究研究科アフリカ専攻の図書室と連携し、資料出版物の相互交換のとりきめをむすんだ。また、外国人研究者が
勤務するアフリカ東洋研究センターと、東南アジア地域研究研究所とのあいだでアジア研究に関する学生・研究者交流について交渉を
すすめた。具体的な取り決めは、2017年９月に締結が予定されている京都大学・アジスアベバ大学学術交流協定のもとで交わされるこ
とになっている。この協定の調印準備過程で外国人研究者は大きな役割を果たした。

④今後の計画

/

Further Research Plan

今後は、これまで以上に緊密に連絡を取り、新たに結ばれる大学間レベルの交流協定のもとで、教育研究交流をすすめていく所存であ
る。地域研究分野において外国人研究者の後進となる留学生の受け入れを促進し、今回の滞在中に討議した共同研究のテーマ（牧畜社
会における土地利用と資源管理）について、具体的な実施計画とそれにもとづく研究助成の申請をおこなうなど交流の深化につとめて
いきたい。2018年に予定されている研究科20周年記念同窓会のシンポジウムに短期招聘し、交流の成果を報告してもらう予定である。

写真貼り付け

受け入れ研究者と交流協定の打ち合わせ/Discussion on the
MOU

