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 次世代人文社会学育成プログラムでは，平成 24 年度夏派遣の推奨プログラムのひとつとして，カナダ・

ヴィクトリア大学の人文情報学夏季講座（Digital Humanities Summer Institute）への派遣生を募集します。ヴ

ィクトリア大学は，近年，著しく発展するデジタル技術と人文学の融合を推進する世界的センターの一つ

で，本夏季講座は集中的に人文情報学 Digital Humanities を学ぶことができる夏季講座として定評がありま

す。今回の推奨プログラムでは本夏季講座のうち 2 つの入門コース「テクスト・エンコーディングの基礎

と応用」「デジタル化の基礎と応用」を対象として派遣生を募集します． 

11 月 17 日の募集説明会において，DHSI で学ぶことになる内容に関する簡単な紹介を行います．なお，

派遣生は平成 24 年度夏学期に人文社会系研究科・文学部で開講される授業「人文情報学 Analyzing, 

Organizing, and Publishing Humanities Research with XML」を履修することが条件となります． 

 

 

DHSI のコース概要：（登録できるのは，どちらか１コースのみ） 

1. テクスト・エンコーディングの基礎と応用(Text Encoding Fundamentals and their Application) 

 文献資料のデジタル化に関して、その内容の構造，個別の箇所の解釈や異読など，様々な付帯情報を電

子的にマークアップするための哲学や理論から実践まで、基本的な部分をトータルに学ぶ入門コース。 

2. デジタル化の基礎と応用（Digitalization Fundamentals and their Application） 

 テクスト，画像，音声，動画等の文化資源をデジタル化し，研究資源として活用するための様々な基礎

を学ぶ入門コース。ここには、プロジェクトの運営やアーカイビングのための国際標準規格から具体的な

ツールの使い方まで、様々な内容が含まれる。 

 

応募資格：文学部３年生，あるいは人文社会系研究科修士課程，博士課程に在学中で，平成 24 年度夏学期

も在籍予定の者．派遣生は，平成 24年度夏学期に本研究科・学部で開講される授業「人文情報学 Analyzing, 

Organizing, and Publishing Humanities Research with XML」を履修すること（授業内容については，末尾を

参照） 

募集人数：5 名 

派遣内容：往復航空券（エコノミークラス）と滞在費，合計約 25 万円相当を支給。受講に要する諸費用（宿

舎への入居希望者は寮費も含む）の納入は，DHSI より指定された方法に従って，各自で行ってください。 

授業期間：2012 年 6 月 4 日～6 月 8 日（派遣期間（予定）：2012 年 6 月 2 日～6 月 10 日）．派遣期間の延長

は認められません． 
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応募方法：下記の書類をメールに添付して提出してください。 

提出書類：応募フォーム，履歴書（大学院生のみ），研究計画書（本プログラムを通じて実現したい研究

の概要：A4 サイズ 1 ページ，書式は自由） 

応募にあたっての推薦：研究室教員（学部生の場合），あるいは指導教員（大学院生の場合）からの推薦

を必要とします。応募者は研究計画書を，推薦を依頼する教員に提出してください。教員は，研究計

画書を確認の上で，推薦者となることを承諾するメールをプログラム事務局宛に送ってください（推

薦状は必要ありません）。 

提出期限：電子ファイルにより，12 月 12 日（月）午前 11：00 

 選考結果は 12 月 26 日（月）に大学院係より連絡します。派遣決定者はすみやかに DHSI ホームペー

ジより登録を行ってください． 

提出・問い合わせ先：次世代人文社会学育成プログラム事務局（大学院係内） 

 hakuyaku@l.u-tokyo.ac.jp 

 

募集説明会：11 月 17 日（木）17:30～ 会場：教員談話室（法文 2 号館中 2 階） 

 

人文情報学夏季講座（Digital Humanities Summer Institute）への登録方法： 

 この夏季講座の受講を希望する人は，各自別途，DHSI ホームページよりアカウントを取得し，コース登

録を行わなければなりません。授業料割引がある早期登録は 2012 年 3 月 31 日までですが，登録が遅れる

と募集枠が埋まる可能性があるので，派遣が決まったら速やかにコース登録してください． 

  DHSI Webpage：http://www.dhsi.org/ 

 

受講に要する費用： 

授業料： 2012 年 4 月 1 日まで $500.00 (CDN, カナダ・ドル)． 4 月 2 日以降 $600.00 (CDN) 

宿舎：期間中，ヴィクトリア大学の学生寮に入ることができます．入寮申し込み方法は，派遣内定者説

明会で説明します． 

「人文情報学 Analyzing, Organizing, and Publishing Humanities Research with XML」の授業内容 

This is the first half of a two-semester course. The aim of this course is to introduce XML 

technology to humanities students as a means of enhancing their possibilities for research and 

publication in a systematic manner, while learning how to use non-proprietary software. We will 

begin by at a very basic level by reviewing the underlying HTML structure of web pages with a text 

editor. After students have gained a basic understanding of the concept of style markup through 

HTML, we will approach the tasks of web page creation and textual analysis through XML 

(eXtensible Markup Language). Students will learn the basic rules of XML syntax, soon after which 

they will learn how to analyze and publish documents using XSLT transformation. We will then 

gradually learn more sophisticated techniques using XML and XSLT, finally learning how to work 

through the TEI (P5) application model. This class is open to students with both beginning-level and 

advanced skills. 

cf. Text Encoding Initiative. http://www.tei-c.org/index.xml 

http://www.dhii.jp/nagasaki/blog/node/12 
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