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アルゼンチンにおけるラテンアメリカ
社会科学大学院の博士課程

井垣昌 �*;��� -�����

ラテンアメリカ社会科学大学院

アルゼンチン学術支部博士課程

はじめに

ラテンアメリカ社会科学大学院（以下

「DI*"�#」）�は、2883年 ��月に設立 58周年

を迎え、現在ラテンアメリカ �8カ国にて大学

院レベルのカリキュラムを展開している。2886

年 4月、筆者は DI*"�#アルゼンチン学術支

部（在ブエノスアイレス、以下「DI*"�# *�+

�������」）�の博士課程に第 5期生として入学し

た。アルゼンチン中央やや北にある地方都市コ

ルドバでの在住・研究と、ブエノスアイレスで

開講されるゼミの履修とで、両都市間の往復を

繰り返して 2年が過ぎる。この間、日本の大学

院前期博士課程（修士課程）では得られなかっ

た「異文化体験」をすることも少なくなかった。

本稿は、2年間の研究および通学の体験を踏ま

えて、DI*"�# *��������における博士課程の

概要を紹介するものである。

本稿の主な目的は、DI*"�#の設立理念のア

ルゼンチンにおける具体的な実践状況と、アル

ゼンチンにおける博士課程および博士課程在籍

�スペイン語による正式名称は、+��%*��- G������4��0
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の大学院生（以下「院生」）の研究状況について、

日本の大学院関係者および研究者に知っていた

だくことにある。これは、今まで DI*"�#に在

籍した日本人が、筆者の知る範囲では、メキシ

コでは修士課程で 2人、アルゼンチンでは博士

課程で筆者のみであることからも、以上の内容

が日本では十分に知られていないと考えられる

からである。なお、DI*"�#および DI*"�#

*��������に関する詳細および最新の情報は、脚

注に挙げた各々の公式ウェブサイトを参照され

たい。

�9 %0'�2設立の経緯と理念

�753年、$>��"#の勧告により、域内にお

ける社会科学分野における研究の推進を目的と

して設立された。これには、ラテンアメリカの

地域統合を、社会科学諸分野の教育および研究

において内発的に推進すること、即ち先進諸国

に対する政治経済的あるいは認識論的な主体性

の確立が意図されていた。

ミッションには、域内の開発と統合を目指し

て、社会科学分野における研究者育成、域内社

会問題の研究実施、研究成果その他の知識の普

及、社会科学の教育における交流が挙げられて

いる。現在、DI*"�#一般協定加盟 �5カ国の

うち、学術支部の設置は 3カ国に及び、総本部

はコスタリカにある�。

�+G�;�� 公式ウェブサイト #���7��NNNF���,�F��C�
C�������,X4��4���,F�#�� によれば、一般協定加盟 �( カ
国は、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コスタ
リカ、キューバ、エクアドル、グアテマラ、ホンジュラス、
メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ドミニカ共
和国、スリナム（スペイン語の略称によるアルファベッ
ト順、以下同様）。+G�;�� L%���4�*� 公式ウェブサイト
（#���7��NNNF���,�F�-%FC����,���%�����*F#�4）には、ペルーお
よびウルグアイも列記されている。学術支部設置 )カ国は、
アルゼンチン、ブラジル、チリ、コスタリカ、エクアドル、
グアテマラ、メキシコ。他に、プログラム設置 & カ国とし
て、キューバ、エルサルバドル、ドミニカ共和国がある。
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�9 %0'�2 ��������概要

<�=出版および課程の状況

DI*"�#*��������では、設立された �734年

以降、988点以上の著作が出版されている。現在、

博士課程 �専攻、修士課程 ��専攻、その他多数

の専攻プログラムがある。DI*"�# *��������

のウェブサイトには、所属する学生がユーザー

名とパスワードを入力することで利用できる仮

想キャンパスがあり、課程によっては、授業出

席、議論参加、課題提出などの一部あるいは全

部が、インターネットによって自宅などから出

来るようになっている。仮想キャンパスでは、

任意登録により、学事部や履修科目別に、電子

メールによる新着情報の案内を受けることがで

きる。

なお、DI*"�# *��������博士課程のホーム

ページには、学位論文公開審査会の案内が随時

掲載されるほか、これまで提出された博士論文

リストおよび第 �期生から第 �期生までの現在

進行中の研究主題リストが掲載されている。

<��=校舎の概要

DI*"�# *��������は、アルゼンチン共和国

ブエノスアイレス連邦首都の中心部に近く、タ

ンゴの歌詞にあり書店が建ち並ぶコリエンテス

大通とカジャオ大通との交差点と、最大の学生

数（4万人以上）を擁するブエノスアイレス大

学経済学部との間に位置する。最寄りの地下鉄

駅は、E線およびG線「カジャオ」（同名だが 4

ブロック離れており別々）と G線「医学部前」

の �駅がある。校門はなく、他の一般的な建物

と同様に、アヤクチョ通りとトゥクマン通りの

各々歩道に面した扉が出入り口となっている。

校舎は、アヤクチョ通り側が 2階建て、トゥク

マン通り側が 3階建てになっており、校内は繋

がっている。教室は、防犯対策により、全て施

錠されていて、授業などで利用する時のみ、教

員あるいは学事部の担当者が鍵を開けるように

なっている。これは、各教室に据え付け施錠さ

れているコンピュータおよびプロジェクタの盗

難防止といった理由がある。

地階には、国際関係専攻の図書室と博士課程

の図書室が同居した閉架式の図書室があり、2人

掛け程度の読書机が 4台と、インターネットに

接続できるコンピュータが 9台ある（うち 2台

は図書室担当者専用）。蔵書は、書籍約 �万 2888

冊、雑誌など約 488点、論文・研究報告書など

約 4888点、ゼミが指定するテキストのマスター

コピーも保管されており、DI*"�# *��������

による研究成果などの出版物も随時販売してい

る。開室時間は、月曜日の午後 �時半から 9時

半までと、火曜日から金曜日の午前 �8時から

午後 9時半までだが、国際関係専攻の図書室と、

博士課程の図書室が、同じ場所を共有している

ことになっているため、「2つの図書室」の担当

者や貸出・返却の時間帯は別々の対応となって

いる。従って、午前に借り出した文献を午後に

返却したり、午後に借り出した文献を翌日午前

に返却したりすることは、原則的にはできない

ことになっている。

この他、博士課程の事務室が 6階にあり、奥

には課程主任室と事務職員デスク、手前には 9

人掛け程度の長テーブル �台と、コンピュータ

�台がある。特にゼミ開講日は、図書室のコン

ピュータが満席の時に、ここのコンピュータを

使いに来る院生も少なくない。

�9 %0'�2 ��������博士課程の概要

<�=入学手続き

博士課程の入学申込期間は、毎年 ��月中旬

から �2月中旬までと、翌年 2月上旬から �月

中旬までの 2回に分かれている。入学資格は、
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社会科学分野での修士号を有することで、書類

による � 次審査と、面接による 2 次審査があ

る。提出書類には、必須として、公式ウェブサ

イトにある入学申込用紙、推薦状 2通、学部お

よび修士課程の卒業証明書コピーがあり、他に

著作文献 2点までのコピーが提出できる。入学

申込用紙には、入学の志望理由のほか、研究の

計画・目的・理論的枠組み・方法論・期待され

る成果など、研究計画書の原案ともなる記入欄

がある。書類審査の合格者には、面接の案内が

通知され、面接審査の合格者には、最終合格通

知と併せて学費納入の案内が送付される。他校

との併願もありうるので、最終合格者には、入

学の意思と、始業日までに出頭することができ

るかを問われ、これに対する返信をもって入学

手続きが終了する。

学費は、学籍料と授業料からなる。学籍料は

�年に �回支払い、授業料は �年間、毎年 ��カ

月分、毎月の支払いとなっている。支払方法に

は、国内では現地通貨アルゼンチン・ペソ（以

下、「ペソ」）�建てによる学事部窓口での現金払

い、郵便為替、現金振込があり、国外からは若

干割高に設定されているが米ドル建てによる銀

行振込などがある。また、国内外から利用でき

るインターネットによるクレジットカード払い

もある。筆者を含む第 5期生の場合、学籍料は

毎年 �58ペソ、授業料は �年目と 2年目が毎月

�58ペソ、�年目が同 288ペソとなっているが、

2889年 �月現在ウェブサイトでも受付中の第 3

期博士課程の申込案内によると、学籍料が �88

ペソ、授業料は各々 588ペソと �58ペソになっ

ている。

なお、入学時約 �8人だった第 5期生の国籍

は、アルゼンチンおよび日本の他、ブラジル・

���#��Y +������（#���7��H�����F��#��F��4��%������）に
よれば、��� 年 � 月 �) 日現在、� ペソ約 &' 円。

チリ・メキシコ・ベネズエラ・ウルグアイ（以

上各 �人）・コロンビア（�人）であったが、入

学 �年以内に、アルゼンチン（数人）・メキシ

コ・ベネズエラ・コロンビア（以上各１人）の

国籍から退学者があった。

<��=課程カリキュラム

DI*"�# *��������の学年暦は、概ね、4月

始業、3月下旬から 9月上旬が冬期休暇、�2月

に授業終了、�月から �月が夏期休暇（�月は

全学閉鎖）となっている。また、博士課程は原

則的に 4年間とされ、�年の延長が認められて

いる。履修内容は、入学から �年間続く「論文

ゼミ」に加え、�年目の必修ゼミ �科目、2年

目の選択ゼミ 2科目があり、担当教員は原則的

に皆、博士号を有している。

既に大学その他で勤務している院生が多いた

め、全ての科目は原則的に夕方 6時から夜 �8時

までの �回 4時間授業となっている。履修しな

かったり落第したりした科目は、翌年以降に履

修することになる。院生の研究テーマに合った

内容にするため、開講科目は年によって異なる

ものがある。筆者は、�年目および 2年目の全

履修科目を修了し、�年目の履修科目は「論文

ゼミ」のみとなる。課題の提出や事務連絡など

は、全て仮想キャンパス上に設けられた各科目

のスペース内で行われ、各科目の概要や使用文

献、履修者全員の出席状況や成績なども掲載さ

れる。また、各科目修了の最低条件は、当該科

目の各課題における成績が及第点であること、

出席率が 98]以上であることとなっている。

社会科学専攻とは言え、学部および修士課程

での専門分野や、博士課程での研究分野などは、

院生によって全く異なっており、例えば第 5期

生の場合、クラスメートの専門とする学術分野

は、教育学、経済学、社会学、心理学、人類学、哲
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文学など、研究対象地域は、アルゼンチン国内

の一部、同国全体、ラテンアメリカ国籍の院生

の出身国、ラテンアメリカ全域などと、共通点

が少ない。また、院生には、ブエノスアイレス

首都圏在住者の他、夜行の長距離バスや、さら

には飛行機でブエノスアイレスに移動して宿泊

する地方や国外の在住者もいて、まとまった人

数のクラスメートが研究あるいは社交のために

授業以外の場で顔を合わせることも少ない。こ

こでは、上述「DI*"�#設立の経緯と理念」の

具体的な表れを示し、日本の大学院との比較が

できるよう、筆者が履修した各科目のカリキュ

ラムについて述べる。なお、入学式における博

士課程主任（当時）の挨拶で、「アルゼンチンに

ありがちな遅刻文化の改善を、本学から実践し

ていきましょう」と言われたにもかかわらず、

残念ながら、院生や教授の遅刻によって始業が

�5分から �8分ほど遅れることが少なくなく、

後述のように、課題提出も期限後になる院生が

珍しくなかった。

�9 『論文セミナー』

このゼミは、原則的に院生 �8人前後ごとに

班を形成して、別々のゼミ担当教員�および教室

に分かれ、3月の冬期休暇を除き、原則的に隔

週で行われる。�年目は研究計画書の策定、2年

目および �年目は半期ごとの研究進捗報告が、

この科目の主題である。

１年目

上述の「入学申込用紙」の記入内容が、研究

計画書の素案あるいは草稿となるが、�年目は、

一般的に研究計画書に盛り込まれる項目を �回

の演習によって積み上げる内容となっている。

演習 �回目は、指導教員、博士論文の想定題、

�後述する短期集中ゼミの教員を含め、筆者の知る範囲
では専任教授はいなかった。

学術分野、先行研究、問題提起、研究目的など

を纏めて、2回から �回の授業に分けて数人ず

つ口頭発表する。指導教員は、学内外を問わず、

博士号を有していることが条件となっている�。

なお、口頭発表する日の �週間前を目処に、仮

想キャンパスに電子ファイルを提出し、全クラ

スメートが提出ファイルを事前に読み、当日の

質問やコメントに備えることになっている。発

表した院生は、クラスメートからの質問やコメ

ント、ゼミ担当教員からの質問やコメントに基

づいて適宜修正し、2回目以降の演習に盛り込

むことになる。

演習 2回目は、前回発表の修正版に加え、想

定される設問内容や参考文献などについて、�

回目と同じ要領で行われる。演習 �回目は、理

論的枠組みや方法論、博士論文提出までの総合

スケジュールなどが追加され、��月末から �2

月にかけて行われる。この期間中に指導教員を

決めることが強く勧められ、ゼミでも何度か言

及される。学内外で見つからない場合には、ゼ

ミ担当教員に相談し、紹介を受けることもあり

得る。これには、社会科学分野において博士号

所持者が少ないという過去の軍事政権による影

響がある�。

最終的な研究計画書は、これら �回の演習と、

クラスメートやゼミ担当教員からの質問および

コメントを踏まえて、2月に提出する。この内

容は、ゼミ担当以外の教員にも目を通され、コ

メントや補足などがある場合には、2年目の 4

月に当該教員との個別面接が設定される。

�筆者の指導教員は、アルゼンチン最北のフフイ州在住
の人類学者で、コルドバから約 � �キロの距離にいるため、
この � 年間で顔を合わせたのは � 回にすぎないが、電子
メールによる交信は毎月平均 � 回以上になる。これは、提
出課題や学会発表などの文書に対するコメントを指導教員
に仰ぐよう大学院が強く勧めていることに加え、双方間で
学会その他に関する事務連絡および私信があることによる。

� ���� 年 ' 月 ' 日、入学式における博士課程主任（当
時）のコメント。
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なお、このゼミでは、研究計画書の作成だけで

なく、専門分野を異にするクラスメートにも理

解できる平易で簡潔な文を書くことや、的確な

質問やコメントをする能力が問われ、培われる。

２年目・３年目

前期は 2年次生と �年次生との合同ゼミとな

る。第 5 期生（2年次生）である筆者の場合、

第 4期生（�年次生）と合わせて約 �5人の構

成となった。最初の授業では、2年次生に対し

て、前年 �年間かけて作成した研究計画書の訂

正や修正よりも、実際に研究を実施することが

勧められ、全員に対して、年間研究計画の提出

と、前期と後期で �回ずつ研究の進捗報告をす

ることが求められる。仮想キャンパスを通して

の提出や、質問およびコメントの準備も �年目

と同様だが、発表者 �人に対してクラスメート

の中から �人コメント担当者を決めて、2人 �

組で発表することが、�年目と異なる。�回の

授業では、2組から �組の発表者およびコメン

ト担当者が主役となり、ゼミ担当教員は、総合

司会および補足の質問やコメントをすることに

なる。進捗報告書には、2年次生の場合、理論

と実践の両面における研究実績および論文の全

体的な章立て、�年次生の場合、節および項を

含む詳細な章立ておよび最低 �章分の論文草稿

が、各々求められる。

後期は、各年次に分かれてゼミが進行するが、

基本的な形式は前期同様で、2年次生の進捗報

告書には、各章の概要を含む修正版の章立て、

進行中の章の草稿、研究における成果と問題点、

論文脱稿までの全体計画が求められる。

89 短期集中ゼミ

必須ゼミおよび選択ゼミは、いずれも、平日

5日間の連続授業が、約 �カ月の間隔をおいて

2週ある。ゼミの概要は開講 �カ月前までに仮

想キャンパスにて開示される。開示内容は、ゼ

ミの趣旨、�日ごとの内容、使用文献・参考文

献などである。これらの文献は、学内図書室あ

るいは校舎の出入り口から �8メートル程度離

れたコピー業者にて、マスターコピーが保管さ

れ、全文献をコピーすると、*4キングファイ

ル �冊分から �冊分に達する。いずれも、履修

生であるか否かを問わず自由に閲覧・コピーす

ることができるが、論文ゼミや別の短期集中ゼ

ミがある日しかブエノスアイレスに行くことが

ない遠距離通学者にとっては、計画的な文献の

入手・運搬・読み込みが必要となる。開講科目

は年によって異なるものが多いが、以下に筆者

が履修したゼミについて述べる。

１年目

『ラテンアメリカにおける社会科学』�

教授は米国にて歴史学の博士号を取得。�7世

紀後半以降の社会科学諸分野の生い立ちを概観

したあと、28世紀前半以降に出版された域内諸

国の代表的な著作	を通して、域内における社会

科学の対象領域・制度化・知識生産などについ

て考察した。約 �5人が履修登録したが、履修

中に 6人が履修取消した。

ゼミ終了時に出された課題は、ゼミで取り上

げたテーマに沿ったテキストを、ゼミ文献リス

ト内外から 2点取り上げて関係性を論ぜよとい

うものであった。提出まで 2カ月余りの時間が

与えられ、�2人が提出したが、期限 �週間前に

なって 4日延長された。それでも �人が期限後
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に提出している。

『知識の社会的側面』��

教授（当時博士課程主任）はフランスにて社

会学の博士号を取得。科学認識社会学の見地か

ら、社会科学における知識生産について考察す

るもので、ゼミの前半は、クーンの「科学者集

団」、ブルデューの「科学分野」、マートンの「パ

ラダイム」、ノール・セティナの「�����+��������	

�����」といった概念について論じ、後半は、ネッ

トワーク理論、従属論、社会構築論といった視

点から国際社会における知識生産について論じ

た。約 25人が履修登録し、履修中に 2人が履

修取消した。

ゼミ終了時に出された課題は、以上の概念お

よび視点を用いて、各自の研究者としての位置

付けや、「周辺」としてのラテンアメリカにお

ける社会科学分野の知識生産に見られる特徴お

よび社会的効用の問題点を論ぜよというもので

あった。提出まで �カ月弱の時間が与えられた

が、この間に提出した院生は �人で、期限 �8日

前になって �カ月余り延長された。それでも院

生の半数が期限後に提出している。

『グローバル化における社会理論』��

教授はドイツにて社会学の博士号を取得。ゼ

ミの初日に世界システムおよびグローバル化に

ついて概要を俯瞰し、前半は、「社会」・「国家」・

「市場」・「市民社会」といった社会構造的視点

から考察し、後半は、「制度」・「文化」・「財」・

「相互行為」といった概念について論じた。約

25人が履修登録し、全員がゼミを修了した。

ゼミ終了時に出された課題は、ゼミの内容に

沿った自由論題だが、『知識の社会的側面』の課

�
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題に追われていたためか、4カ月弱の期限内に

提出した院生はいなかった。多数の院生からの

期限延長依頼を受けて、期限 �カ月前に、2週

間延長されたが、それでも約 �8人が期限後に

提出している。

２年目

2年目の選択ゼミは、全 �科目から 2科目の

選択であった。各科目のカリキュラムの公示は、

開講 �カ月前となっている。一方、選択ゼミの

履修登録は年度始めとなっているので、科目名

と担当教授名から、各自の研究内容に最適と思

われる 2科目を選ぶか、逆に最も不適と思われ

る �科目を取り止めることになる。

『社会科学における定性調査方法論』��

教授は米国にて社会学の博士号を取得。初日

に、社会科学における調査の目的の類型を概観

した後、前半は、「グランデッド・セオリー」や

「事例研究」といった調査の種類について、後半

は、「参与観察」や「インタビュー」といった調

査の手法について論じた。履修登録 25人中、中

途取消 �人であった。なお、このゼミは、2889

年度以降、論文ゼミ �年目のカリキュラムに統

合される見通しとなっている。

ゼミ終了時には、博士論文に盛り込むことを

想定した方法論の提出が求められた。最終日に

教室で課題について話があった際、院生から、

「これまでのゼミでは、�回目の提出期限が近づ

くと、2回目の延長期限が設けられてきた」とし

て、期限遵守を自ら否定するような発言があっ

たが、非難や否定をする者はいなかった。教授

は、上述の遅刻の常習化とともに、期限後提出

もあわせて黙認しているようで、入学当初の「遅
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博士課程在籍状況

入学年度 ���� 年 ���� 年 ���� 年 ���� 年 ���� 年 ���� 年

第 �期生 第 � 期生 第 �期生 第 � 期生 第 �期生 第 �期生

入学者数 �� �� �	 �	 �� �


男女比 ��H�� ��H�� ��H�� 
H
 ��H�� ��H��

年齢構成

　 �� 歳未満 �� �� �� �� �
 ��

　 �� 歳以上 �� 歳未満 �	 	 
 � 	 ��

　 �� 歳以上 �� � � � � �

国籍構成

　アルゼンチン �� �� �� �� �� ��

　その他 � � � � � 	

+G�;�� ��C������ 活動報告書 ���� 年度版および +G�;�� ��C������ 広報部資料より、筆者作成。

刻文化の改善」に向けた挨拶が、残念ながら空

虚に感じられた。

『グローバル知識社会』��

教授はフランス国立開発究所の社会経済学者。

国際化する知識社会における越境的な人の移動

を、頭脳流出・頭脳流入・頭脳還流といった観

点から捉え、国家のあり方や、国家への帰属意

識について、グローバルおよびローカルの両視

点から考察した。課題はゼミ期間内に完了する

形式で、ゼミ指定のテキストのレジュメ発表に

加え、後半には、ゼミの内容に沿った自由論題

による研究ノートの提出および発表によるプレ

ゼンテーションの内容と表現力の評価会が行わ

れた。履修登録 3人中、中途取消 �人であった。

�9 院生の実情

<�=院生の構成

2883年 �2月 29日付け博士課程事務室によ

る情報によると、2882年の博士課程開講から

現在に至るまでの入学者数は合計�32人となっ

��原語名：G� ,����-�- 4%�-��* -�* ������4�����7 4���*0
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ている。また、2886年からは博士号取得者を輩

出している。院生のうち奨学生は、アルゼンチ

ン教育省によるもの �2人、DI*"�# *��������

によるもの �人（含む外国籍 �人）となってい

る。院生の内、外国籍は、ブラジルやメキシコ

を含むラテンアメリカ 6カ国（計 �3人）のほ

か、フランス（�人）、オランダ（�人）、日本

（�人）となっていおり、コロンビア（3人）が

最大数を占めている��。

アルゼンチン国籍の場合、他校の大学院生と

同様に、大学などで教職に就いている院生が多

い。アルゼンチンの大学における教職ポストは、

講座の専任教授を頂点に、3ランクに階層化し

たピラミッド型で、学部新卒および在籍中の学

生がアシスタントとして務める最下層の 2ラン

クは無償となっている。演習を課したり評価し

たりする演習担当アシスタント��は上位 4ラン

ク目に位置するが、これ以上のランクを占める

教員でも、他州の大学や大学院まで長距離通勤

することがある。

�� ���� 年 ' 月 ' 日、入学式における博士課程主任（当
時）のコメントによると、ギリシア国籍の院生も入学して
いる。

��スペイン語略称：:=2 :�/� -� 2����E� =�?������。
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<��=学生文化

年齢層・専門分野・職業層などが広いことも

あってか、言語表現や身体表現の他、教室にお

けるコミュニケーションにおいても、縦型より

も横型の人間関係が強く感じられる。言語表現

の一例には、教授に対しても (
� ���A�を用い

る院生が多く、ゼミ開講時に ����を用いてい

た院生も (
�を用いるようになることが挙げら

れる。なお、筆者の体験では、ブエノスアイレ

スおよびコルドバなど、他大学の学部生や院生

と教員との会話でも同様である。また、身体表

現の一例には、出会った時と別れる時の挨拶と

して、男女を問わず相手の右頬に軽くキスをし

あう慣習が定着してきており、これが DI*"�#

*��������の教授と学生との間でも珍しくない

ことが挙げられる。

ゼミでは、熱心な質疑応答や議論が繰り広が

るだけでなく、ウィットの効いた冗談で盛り上

がることもある。このように打ち解けた雰囲気

の教室では、アルゼンチンで一般的な飲料であ

るマテ茶が、院生らと教授との間で回し飲みさ

れ、誰かが持参した菓子などが、同様に回って

くることもある。さらに、外部の喫茶店に注文

した出前のコーヒーが、授業中に教授や院生に

届くことも珍しくない。

<���=遠距離在住者の通学状況

第 5期生には、筆者を含め、夜行バスおよび

飛行機を利用している長距離通学者がいる。筆

者は、所要 7時間の夜行バスと、所要 �5時間

の夜行列車を利用している��。ブエノスアイレ

スで常用している宿は、�8人部屋、4人部屋、2

人部屋と、男女共用トイレ・共用炊事場がある

格安ホステルで、校舎まで 4ブロックの立地に

��ブエノスアイレスは、コルドバから約 )�� キロの距離
にある。

ある。2886年には 5]の割増料金でクレジット

カード払いができたが、2883年には現金払いの

みとなっている。通常、論文ゼミに出席する場

合は �泊、短期集中ゼミに出席する場合は 5泊

している。バスも列車も朝 3時台に着くので、

��時にベッドが空くまでは、薄暗い照明しかな

い受付ロビーでテキストを読んだり、24時間利

用できる国立国会図書館に行ったりしている。

日中は、他の図書館での文献収集をしたり、学

外の研究者と会ったりして、午後 6時のゼミ始

業までの時間を過ごし、翌日はコルドバ行き復

路の夜行バス出発まで、同様に過ごしている。

また、滞在日数を延長して、ブエノスアイレス

市内で行われた国際フォーラムや、同市近郊で

行われた学会に発表者として参加したこともあ

る。コルドバおよびブエノスアイレスでの日程

などによっては、宿泊費と滞在時間を削減する

ために、ゼミ出席の当日の朝にブエノスアイレ

スに到着し、ゼミ終了と同時、あるいは教授の

了承を得た上で、終了 �5分ほど前に早退して、

夜行バスで日帰りすることもある。ブエノスア

イレス郊外までの中距離バスや、長距離夜行バ

スを利用している通学者には、このように教授

の了承を得て早退する者もいる。

なお、チリ国籍の同期生は、サンチャゴ在住

で、飛行機で通学しており、エセイサ国際空港

からブエノスアイレス市内への交通の便が良い

立地にある別の格安ホステルを利用している。

また、地方在住の同期生の中には、飛行機と長

距離バスとを併用する者や、親類や友人の家に

泊めてもらう者もいる。

おわりに

先進諸国と比べると、図書室その他の研究環

境に恵まれているとは言えず、また、ブエノスア

イレス大学と比べると国内外での知名度および



アルゼンチンにおけるラテンアメリカ社会科学大学院の博士課程 ��

学費の点で魅力に劣るかも知れない��。しかし、

社会科学分野における知識生産における国際社

会でのラテンアメリカの位置付けや社会的役割

までを視野に入れた各ゼミの内容、国際的に活躍

し博士号を有する教授陣などからは、DI*"�#

設立当初の精神が感じられる。また、同じく先

進諸国と比べ、研究面で痛感する情報格差や、研

究に集中できない経済格差など、アルゼンチン

一般の高等教育機関における問題は、DI*"�#

*��������にも共通している。就労しながらの

社会人入学や、授業への遅刻、期限後の課題提

出などには、このような構造的な要因が無関係

ではないと考えられる。そして、こうした多く

の困難に日々直面しながらも、問題意識と批判

精神を持って研究の道を歩もうとする院生を思

う時、僅かながら DI*"�#の理念、院生の志、

国際社会における「比較劣位」での辛苦を分か

ち合う機会に感謝し、社会科学の各分野および

ラテンアメリカ内外における、院生の今後の活

躍を願わずにいられない。 □■

�� ���( 年 � 月 �( 日、ブエノスアイレス大学教員は、筆
者に次のような内容のコメントをしている。「同学博士課
程の質の高さは国際的に定評があるが、教職員によるスト
ライキなどが少なくないために、何年かかるのか見通しが
つかない。+G�;�� ��C������ は、私立大学なので学費は
高いが、博士号取得に見通しがつかないということはない。
計画性を重視するのであれば +G�;�� ��C������ は勧める
に値する。」




