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 1 本報告書の説明 

 

 本報告書の説明 

 
	 本報告書は平成 30年 3月 5日（月）と同 24日（土）の 2日間にわたって行われた大

阪大学未来共生イノベーター博士課程プログラムの第 2 回外部評価委員会における会

議をまとめたものである。外部評価委員会は未来共生プログラムをその外部から客観的

な視点で評価していただき、内部からは分かりにくい本プログラムの伸ばすべき点、改

善すべき点を明らかにすることを意図して設けられた。外部評価委員は表 1のように構

成されている。 

 

表 1. 本プログラムの外部評価委員（敬称略） 

 

 

	 外部評価委員会にあたり、各委員に『平成 28年度 年次報告書』と未来共生プログラ

ムのホームページ（http://www.respect.osaka-u.ac.jp/）を事前にご覧いただくようにお願

いした。その上で、委員のうち学識経験者の方に本プログラムの全体について、事前に

お願いした書面回答を含め、評価・コメントを伺った。そして、委員のうち有識者の方々

には本プログラムにおける現場の学びについて評価・コメントを伺った。 

	 本報告書の本文では当日の要旨のみが示されているが、補足資料において当日の議事

次第、ヒアリングの全文、また、用いた本プログラムの説明スライドが掲載されている。 

 

 

  氏名 フリガナ 所属 職名 

学識経験者 
宮島 喬 ミヤジマ タカシ お茶の水女子大学 名誉教授 

和栗 百恵 ワグリ モモエ 福岡女子大学 准教授 

有識者 

貫牛 利一 カンギュウ トシカズ NPO 法人 久慈広域観光協議会 専務理事 

玄 完植 ヒョン ワンシク 学校法人大阪朝鮮学園  副理事長 

小池 繁子 コイケ シゲコ しょうないガダバ  実行委員長 



  

 

 2 外部評価ヒアリングの概要 

 

 外部評価ヒアリングの概要 

 
 １日目  

日時・場所 

• 日時：2018年 3月 5日（月）13:00～15:00 

• 場所：大阪大学豊中キャンパス 文理融合型研究棟 6階共通講義室 1 

 

出席者（敬称略） 

外部評価委員 

• 宮島 喬（お茶の水女子大学・名誉教授） 

• 和栗 百恵（福岡女子大学・准教授） 

 

未来共生プログラム 

• 栗本 英世（プログラム責任者／人間科学研究科・教授） 

• 志水 宏吉（プログラム・コーディネーター／人間科学研究科・教授） 

• 稲場 圭信（評価・広報ワーキンググループ主査／人間科学研究科・教授） 

• 脇阪 紀行（未来共生プログラム・特任教授） 

• 榎井 縁（未来共生プログラム・特任准教授） 

• 額田 聡（未来共生プログラム・嘱託職員） 

• 鈴木 ひでみ（未来共生プログラム・特任事務職員） 

 

 

 

  



  

 

 3 外部評価ヒアリングの概要 

 ２日目  

日時・場所 

• 日時：2018年 3月 24日（土）13:00～15:00 

• 場所：大阪大学豊中キャンパス 文理融合型研究棟 7階共通講義室 1 

 

出席者（敬称略） 

外部評価委員 

• 貫牛 利一（NPO法人 久慈広域観光協議会・専務理事） 

• 玄 完植（学校法人大阪朝鮮学園・副理事長） 

• 小池 繁子（しょうないガダバ・実行委員長） 

 

未来共生プログラム 

• 志水 宏吉（プログラム・コーディネーター／人間科学研究科・教授） 

• 稲場 圭信（評価・広報ワーキンググループ主査／人間科学研究科・教授） 

• 山下 仁（選抜・審査ワーキンググループ主査／言語文化研究科・教授） 

• 上西 啓介（学生支援ワーキンググループ主査／工学研究科・教授） 

• 渥美 公秀（学内プログラム担当者／人間科学研究科・教授） 

• 脇阪 紀行（未来共生プログラム・特任教授） 

• 榎井 縁（未来共生プログラム・特任准教授） 

• 平尾 一朗（未来共生プログラム・特任助教） 

• 額田 聡（未来共生プログラム・嘱託職員） 
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 5 外部評価 1「プログラムの全体について」 

 

 宮島 喬 委員（お茶の水女子大学・名誉教授） 

 

 
書面回答 
	 文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」の複合領域（多文化共生社会）

に平成 24年度に採択された大阪大学「未来共生イノベーター博士課程プログラム」（以

下、「本プログラム」と略す）は、5 年度目の活動を終えようとしている。主に「未来

共生イノベーター博士課程プログラム平成 28 年度年次報告書」及び、若干の担当教員

へのヒアリングなどに拠りつつ、外部評価者の立場から見解を述べてみたい。 

 

1. プログラムの独自性と意義 

	 元来、大学院博士課程とは、一研究科の一課程で完結的に「学術の深奥をきわめさせ」、

一学位を得さしめるものとされてきたが、本プログラムは、まず、「多文化共生社会の

実現」という学術的かつ今日的実践的課題を立て、総合大学のメリットを活かし文系 6

研究科と理系 2研究科の協働しによってそれを追究し、大学院生（以下「学生」という）

はそれぞれの研究科に籍を置きつつ、これに参加し、博士前期・後期の区別なく、かつ

共通プログラムの下で学び、研究するという新たなユニークな試みをなしている。 

	 さらに意欲的なのはカリキュラムをつらぬく新たな理念であり、「アカデミックワー

ク」と同等に「プラクティカルワーク」を重視し、学生たちに実践の場・フイールドに

赴かせ、生きた知識と経験を獲得させるものとしている。そのために国内、国外に三つ

のサテライトを開設し、現地と触れ合う場を継続的に確保したことは評価したい。従来

の学生も追究するテーマの実証のためフィールドに身を置いたり、臨床の観察に従事す

ることはあったが、このプラクティカルワークは、一つではない多様なフィールドを経

験し、かつ「価値自由」的観察にとどまらぬ実践的関与（engagement）への心組みも準

備させるもので注目される。 

	 「多文化共生」という課題が今日の日本及び世界にとって重要な意義をもつことはい

うまでもないが、アカデミック世界では必ずしも主題として市民権を得ているとはいえ

ず、本プログラムは、おそらく初めて大学の高度専門教育研究レベルでその課題の意味

を捉え、展開する試みとなり、成果を上げ、幾つかの課題は残るが、このことは、大阪

大学大学院の一研究科に多文化共生学関係の講座を定着させる可能性を展望させるも

のである。 

宮島 喬 委員 

   （お茶の水女子大学・名誉教授） 



  

 

 6 外部評価 1「プログラムの全体について」 

2. 未来共生（多文化共生）の意味をめぐって 

	 多文化状況に出会うという経験は歴史始まって以来人々がもってきたものであろう

が、後期モダニティといわれ現代において、どのような多文化の現象あるいは問題が問

われねばならないか。この点は本プログラムでは必ずしも明示されていないが、次のよ

うに整理することができるのではないか。 

	 一つの問題群は、人の国際移動（移民）と定住等によって生じる多民族化という意味

での多文化化であり、今日の日本でも外国人多住コミュニティ等で差別や不平等のない

共生の実現が課題となっている。文化の相違（言語、宗教、ライフスタイル、ハビトウ

ス、等々）を理由とする外国人・移民への差別や排除には多くの事例がある。 

	 次に、国際協力や支援のためにアジア途上国等に関わる時そこに生きる人々の特有の

文化、宗教、生活信条を理解し、対話することが必要になる。先進国の価値の押し付け

によらず、途上社会の開発・発展、とりわけ人間開発（ヒューマン・デベロプメント）

に貢献したいと思うとき、多文化理解の姿勢が求められる。 

	 本プログラムでは、多文化主義施策が実践される移民国カナダ（トロント市）での研

修の機会や、AA 諸国ではインドネシア（ガジャ・マダ大学）、ザンビア（コッパーベ

ルト大学）にサテライトを設け、多文化の現状と共生のための問題、課題を考えるよう

指導していることは評価される。 

	 第三に、現代では福祉、医療、環境など人の生と生活に身近に関わる事柄（ライブリ

ー・ポリティクス）での平等、また文化的条件（言語能力）や身体条件を考慮した衡平

なサービスが求められる。その意味では、本プログラムが、東北大震災の被災コミュニ

ティの岩手県野田村にサテライトを設け、その他幾つかの地域を、調査と実践的活動の

場としたことには意義がある。災害の被災者たちや破壊・分断された地域コミュニティ

の問題をそうした角度から理解することが必要で、さらに被災者に高齢者、子ども、外

国人、障害者など身体条件や文化の異なる人々が含まれていることは多文化理解を必要

とする。こうした被災地域に関わって、実態を調査し、住民と対話し、地域づくりへの

支援を行うことは、多文化共生の意味を体得することを可能にしよう。 

	 現代世界において多文化化とそれに伴う諸問題を生じさせるこれらの背景、要因、仕

組み、いくつかのコア的科目（基礎領域科目）でしっかり講義するのはよいかもしれな

い。 

 

3. 求められる多文化コンピテンシー 

	 本プログラムに参加し、学び、活動する学生たちがすぐれた実践的研究者に成長する

ために身に着けるべき（習得すべき）「多文化コンピテンシー」が、6 つ挙げられてい

る（ここでは省略）。学生たちにとって努力し、獲得または練磨すべき目標が立てられ

ているわけで、6つのコンピテンシー（リテラシー）は妥当なもので、必要な能力ない

し知識であろう。 
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	 しかし、必ずしも知識や技能に還元できない能力として、文化理解のコンピテンシー

を学生たちに得させることも重要ではなかろうか。多文化への共感能力といってもよい。

文化の理解においては往々にして表顕的レベル（行動レベル）のみを観察し、異文化性

を判断することが行われるが、潜在的レベルでの意味に目を向けることで、他の文化と

の共通性、通底性が認識されることもある。K.L.パイクの唱えた、「イーミック」と「エ

ティク」と呼ぶ文化理解の二つの異なる方法（または論理）は、文化研究の基本となっ

ている。学生たちにそうした文化理解の訓練、特に異文化とされる特定集団（たとえば、

日本にも増えつつあるムスリムの人々）の文化を単に異質視するのではなく、理解可能

な共通の意味、コードを見出していけるような訓練、指導も必要である。 

	 また六つのコンピテンシー（リテラシー）の内、多言語リテラシー、コミュニケーシ

ョンリテラシーについては、事項でふれたい。 

 

4. 言語能力と言語習得 

	 本プログラムに参加する学生は、研究や実践（プラクティカル・ワーク）のフィール

ドを海外や国際的な場に求めることが少なくなく、当然、言語運用の能力が求められる。

言語を単にコミュニケーション・ツールと捉える見方もあるが、言語とは思考の型を示

す文化そのものでもあり、言語を単にツールと割り切ることは危険である。 

	 本プログラムのカリキュラムでは、1年次に英語力強化のトレーニングを集中的に行

い、カナダやインドネシアにおける海外研修も英語で行われるようである。そうした共

通の集団的な学びの場で、英語が用いられ、英語能力が要求されるのは理由のあること

である。しかし前項で触れた、学生に求める「多文化コンピテンシー」の一つである「多

言語リテラシー」とは、英語リテラシーとイコールではないはずで、もっと研究やフィ

ールドワークと結びついたものでなければならない。 

	 実際、学生が、自分の研究と活動のフィールドをしっかり定め、現地社会に入り込み、

そのワークを深めようとすると、英語による二次資料や英語を使える現地インフォーマ

ントにだけ頼るわけにいかず、現地語資料の使用、一般住民との彼らの言葉による対話

を必要とするケースが生まれる。日本の大学教育では、英、仏、独、西語程度は一般に

学ぶ機会はあるが、それ以外の言語をあらかじめ学ぶことはまず困難である。しかし研

究上の必要、フィールドワーク上の必要を強く感じれば、未修言語であれその習得の努

力を惜しんではならない。こうして、知られる限りでもタガログ語、ネパール語、クル

ド語、エストニア語などを習得していった若いに日本の研究者の例がある。必要だと思

ったら臆せずに未知の言語でも習得に努めること、これも学生への指導の一つとしてあ

ってよい。 

	 幸い大阪大学には、旧大阪外語大学の語学科と教員スタッフが配置され、教育研究活

動に携わっており、この言語教育リソースを活かして、必要に応じて新言語を習得した

い学生たちをサポートできる体制がつくれるのではないか。 
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5. 多文化共生のあるべき姿をめぐり活発な討議を 

	 本プログラムでは、学生を受け入れ、様々なワークに参加させるにあたりカリキュラ

ムが準備され、海外研修の場・機関も確保され、実地の学びと活動の場としてフィール

ド、そのセンターとして国内外にサテライトが設けられ、さらにインターンシップへの

道も開かれている。これらの数々の機会や支援体制があるとき、それを真に活かすのは、

学生たちの意欲、努力、一言で言えば主体性である。 

	 その彼らの主体性として期待したいのは、まず 2年次を終わる頃までに明確な問題意

識をもつことである。それには、事実上成立している多文化的社会や関係の実態を知る

必要があり、資料収集、観察、フィールドワークが行われることになる。その上で、次

に重要なことは、実現すべき多文化共生社会とは何かという認識、イメージもつことで

ある。 

	 先行の研究や施策の批判も欠かせない。国の行政レベル（総務省の設置の研究会）で

は、外国人のコミュニケーション能力（日本語力）を向上させ、若干の生活支援を行い、

彼らを地域社会に参加させることを多文化共生の主な課題としているが、そうした考え

方をどう超えていくか。大いに議論があってよい。文化の差異（たとえば言語のそれ）

は多層的な不平等や差別と結びついていて、日本語教育や通訳システムの実施に努めて

も、それだけで平等な共生が実現されえないことをわれわれは知っている。多文化共生

とは、単に文化のレベルでの施策や改善だけで実現されえない。 

	 そうした論点を含め、多文化共生社会のあるべき姿について本プログラム参加の研究

者、学生の討議が活発に行われることが望ましい。専攻を異にする者、出身文化を異に

する者（外国人学生）の視点も生かされるべきである。 

 

6. 付論：「未来共生学」の名称について 

	 「未来共生」という言葉は、本プログラムの全体名称として、今後に切り拓いていく

べき共生社会を追求するという意味で、魅力的で、アピールするものがある。しかし、

「未来共生」という言葉をそれだけ取り出してみると、意味として曖昧さを免れず、社

会科学的コンセプトとしては無内容とみられかねない（それに比べると「多文化共生」

には具体的な指示内容がある）。今後このプログラムが人間科学研究科に移管され、講

座名称などが決められていくとき、「未来共生学講座」という名称が適切かどうか。進

学する学生（院生）たちにとって何を教育・研究する講座なのか、より理解しやすい名

称が望ましいと考えられる。 
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ヒアリング要旨 
・	評価できる点 1. 多文化共生の実現という学術的であると同時に実践的・本質

的な課題を立て、それを総合大学のメリットを生かし、文系と理系の研究科の

コラボレーションによりそれを実現・追究した。それ自体が非常にユニークな

試みであり、従来のアカデミックな研究科に閉ざされたかたちを越えるもので

ある。 

・ 評価できる点 2. アカデミックワークとプラクティカルワークというコンセプ

トを立て、履修生たちを実践、あるいはフィールドの場に向かせたこと。生き

た知識とその経験を獲得させるという方向性。価値自由的な意味での学術研究

よりは、勇気を出してその実践的な実行、関与させるということを恐れない態

度を強調し、履修生をその方向に指導したという点において意味がある。 

・ 評価できる点 3. 多文化共生という課題が今の日本および世界にとって重要な

意味を持つが、それを初めて大学の高度な専門教育研究レベルでその課題に取

り組ませたということ。しかも多文化共生関係の講座を研究科のなかに定着さ

せるというところにこぎ着けたということも評価に値する。 

・ 意見として、多民族化の問題、グローバルな文化の接触や対立や調和の問題、

身近な生活に関わりを持つ領域、においての多文化共生、そういう基礎的な点

を座学で講義する必要があるのではないか。 

・ また、多文化コンピテンシーのなかで、「文化理解のコンピテンシー」を強調

したほうがいいかもしれない。我々は文化の理解を表面的に終わらせることも

多い。異文化を自分の持っているコンセプトで読み替えられる能力はある程度

訓練が必要であるため、そのリテラシーの強調があってもいい。 

・ 質問として、言語を習得できる状況が常に用意されているか。外大のリソース

が十分に活用されているか。 

・ また、研究科を異にする人が集まる中で多文化共生のあるべき姿について活発

な討論はなされているか。 

・ 「未来共生」という語はアカデミックな使用に耐えうるか。多文化共生でなく、

なぜ未来共生なのか。 

 

質疑応答 
・	榎井：外大のリソースによって提供されるプログラムとして、多言語の授業に

おいてトルコ語、インドネシア語、ベトナム語等を短期間で入門レベルまで

iPadを用いて習得します。 

・ 宮島：そういう入り方も一つだが、研究が進んで必要性が発生したところで言

語習得のアドバイスはしますか。 

・	稲場：必要性が発生して言語を学んだ履修生が複数名いました。 
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・ 志水：「未来共生」の語は「多文化共生社会の実現に向けての」という一文が

すでに申請段階であったため「未来を切り開く」という接頭語のニュアンスで

作られました。 
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 和栗 百恵 委員（福岡女子大学・准教授） 

 

 
書面回答 
１．今回の外部評価報告の位置づけ	

前期と同様、より優れた実践を目指すためのコミュニケーション活動として、今回の

外部評価報告を位置づけたい。具体的には、「未来共生イノベーター博士課程プログラ

ム」平成 28 年度年次報告書をもとに、また、ウェブ上で入手可能な情報をもとに（プ

ログラムサイト、FB、Twitter）以下のような方針で評価を行った。	

	

・	プログラムのさらなる改善に資する評価を行う。	

・	①平成 28 年度年次報告書に記された、プログラムの教育目的（第 2 章）に沿った

評価、②2 年前の外部評価に続いて、2 度目の外部評価担当という認識に沿った評

価、そして③外部評価者の、専門家としての内的基準に沿った評価を主とする。	

・	評価に至るための十分な情報がない点（プログラム実践の改善につながり得る可能

性がある点）については問いとして示す。	

	

２．評価結果	

	 平成 28 年度年次報告書の章立てに従って評価を行う。	

	

第 1 章	 プログラムメンバー	

・	 第 1 期生から第 4 期生まで、様々な研究科からの履修があることが見てとれる。	

・	 同時に、履修生がいない研究科もある。本来のプログラム趣旨に照らし、履修生の

分布状況をどのように捉えているか。その分析に基いた何らかのアクションは取ら

れているか。	

・	 研究科の垣根を越えるという意欲的な取組において、「学内プログラム担当者」は

多様な部局からリクルートされていることが見てとれる。	

・	 「1.2.	プログラムを担当する教職員一覧」にある、プログラム担当・運営統括委

員、学内プログラム担当者、学外プログラム担当者、特任教員、特任事務員それぞ

れの役割と責任はどのようになっているか。また、それら役割と責任に照らした成

果や課題はどのようなものか。	

	

第 2 章	 プログラムの目的と概要	

和栗 百恵 委員 

   （福岡女子大学・准教授） 
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・	コアとなる高度な専門知識を有しつつ、他者に対する深い理解をともなう敬意にも

とづいた「未来共生」を創案、実現できる知識、技能、態度、行動力を培い、多文

化理解と社会革新を促すために、5 年または 4 年一貫の学習機会を提供するという

目的は意欲的である。（2.1.、2.2.）	

・	年間を通じ活動が活発で、学生の研究活動への経済的サポートや活動の積極的な発

信等工夫がある。	

・	受入団体との「連携が深まっており、より綿密で適切なプログラムが展開できる手

応え」があるとのことは、実践を積み上げているからこそであり、評価できる。活

動継続の中で生まれる信頼関係のもと、次は継続しているゆえに起こる課題に対応

していくことが必要になるだろう。	

・	P.9 には、「進路変更した履修生も……進路を選択している」とあるが、どのような

変更で、その変更に際して、本プログラムが与えた影響はどのようなものか把握し

ているか？2.3.とも関連するが、今後、プログラム卒業生たちのトラッキングをし

ていくことがプログラムの継続発展の要になると考えられる。	

・	2.3.「解決すべき課題」に関連して、「リアルタイム」で社会の注目を集める問題

はどのように扱われているか（熊本地震については活動あり）。ヘイトデモに対し

ては？（2.3）	

・	「多文化コンピテンシー」の獲得度合を測る試み、モデルはあるか。例えばルーブ

リックの開発は行われているか、学年進行と共にそのような基準表にもとづいた目

標設定や評価は行われているか。（2.4）→前回評価時コメントと同じ。2.5.には「多

文化コンピテンシーの成長度の自己評価」を行ったとあるが、その内容は？	

・	多言語コンピテンシーの伸長はどのように測っているか。	

	

第 3 章	 実践からの学び：プラクティカルワーク	

・	構造化されたモデル（1 年次～4・5 年次に向けた実践ワークの積み上げ）を想定し

ていることが見てとれる。	

・	多様で意欲的な取組が行われている。	

・	謳われている構造化モデルの実体は、履修生の報告からは少々見えにくい。多様な

活動が、それぞれ個別なものとして行われている感がある。	

・	3.4.	のプロジェクト・ラーニングは、「1 年次の公共サービス・ラーニングのフィ

ールドで培った信頼関係を土台に」とあるが、活動サイトは 1 年次のものとは随分

異なっている。諸受入機関での活動の継続性にかかわる課題はどのようなものがあ

るか。	

・	3.5.2.	海外インターンシップ派遣者数は 2期生 6 名とのこと、他の履修生たちは？	

・	「フィールドリテラシー、政策リテラシー、コミュニケーションリテラシー、多言

語リテラシー、グローバルリテラシー」それぞれについて、言語化・基準化はされ

ているか？	

・	「サービス・ラーニング」は「社会参加活動」とされているが、サービス・ラーニ
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ングのより優れた実践を目指し、全国的な研究会等への参加、そこでの発信はして

いるか。	

	

第 4 章	 教育研究からの学び：アカデミックワーク	

・	多様な体験型研修が展開されている。	

・	ここにある研修は、pp.	85-86 のどの科目に位置付けられるのか？誰が参加してい

るのか？	

・	外的経験（何をしたか）を良質な内的経験（何を感じた、学んだのか）にするため

に、どのような工夫がされているか？リフレクション（振り返り）のデザインや教

員の問いかけが重要。早稲田の「体験の言語化」プロジェクトの方法論は、多文化

共生に密接に関連する、自己の中にある「ひっかかり体験」やそこから学びほぐす

社会的規範、自己の認識枠組み等に気づき、それらと向き合っていくために参考に

なるだろう。	

	

第 5 章	 未来共生学の構築	

・	 「未来共生学」の継続的な刊行と、ウェブ上での発信は大変意欲的である。	

・	 「未来共生リーディングス」もウェブ上で閲覧可能にできないか。	

	

第 6 章	 履修生の選抜調査	

・	 多段階で選抜審査を実施しており、意欲的に取り組んでいる。	

・	 「求められる学生像」にある学生を獲得するための選考方法、特にグループ面接の

方法・スキル等を面接担当者が獲得できるような仕掛けはあるか。	

・	 履修辞退の理由はどのようなものか。	

	

第 7 章	 サテライト・オフィス	

・	 野田村では活動が積み上げられ様々な活動が意欲的に展開されている。	

・	 ガジャマダ大での活動は、ガ大や地域コミュニティにとってはどのようなメリット

があると受けとめられているか？	

・	 コッパーベルト大のサテライト・オフィスのその後は？	

	

第 8 章	 学生支援体制	

・	 「ハウス制」の取組は意欲的である。（前回評価時の、バディ制、チューター制が

発展したもの？）	

・	 ハウス制のもと、物理的な居場所としての「ハウス」スペースもあるか？	

・	未来共生イブニングも継続的に実施されている。	

・	奨励金や教育活動経費制度の取組も意欲的である。	

	

第 9 章	 未来共生セミナーの開催	
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・	 意欲的に開催しており、キャリア形成支援にも取り組んでいることが評価できる。	

・	 【前回評価時にも指摘したが、】年次報告としては、それぞれのセミナーの目的、

ターゲットをまず整理して、内容の説明に先んじて結果や成果を記述できるとよい

のではないか。また、受講者アンケートや学生によるミニレポートなどを取り混ぜ

ると、事業のありようがよりわかりやすくなるだろう。	

	

第 10 章	 広報活動	

・	 広報の目的とターゲットが整理され、広報活動が展開されている。	

・	 「未来共生」で検索すると、RESPECT サイトが検索 1位に上がるようになっている。	

・	 FB や Twitter については、Like 数やフォロワー数を増やす工夫はされているか。	

・	 履修生個人による発信はどうなっているか。	

・	 メディア掲載（新聞については資料有）は、プレスリリースの配信の他、懇意にす

る記者等への働きかけは行っているか。（テレビ・ラジオ）情報・報道番組でも取

り上げられうる活動をしている。	

 

 

ヒアリング要旨 
・	 学部教育のなかで体験型の学習を推進してきた立場より評価する。 

・	 分野横断型の教育プログラムであり、5年間に渡りする苦労があったはず。 

・	 履修生がいない研究科があるが、どのように捉えているのか。経済学研究科から 1

人も履修生が選抜されていないのはどういう理由か。 

・	 4〜5年間の学習機会を提供する点は非常にユニークである。 

・	 受け入れ団体との連携が深まっているが、継続して連携するがゆえに見えてくる

課題もあるのではないか。 

・	 履修した人たちをトラッキングすることがプログラムの継続・発展の要になる。 

・	 ヘイトデモのようなリアルタイムで社会の注目を集める問題はどのように扱われ

ているか。 

・	 多文化コンピテンシーの定義は明瞭になされているのか。多文化コンピテンシー

の基準表を作れないか。 

・	 活動間のつながりをもう少し示さなくてもいいのか。 

・	 海外インターンシップ派遣者数の人数がその年次と合わない。1,2名派遣されてい

ないのはなぜか。 

・	 公共サービス・ラーニングについて、「サービス・ラーニング」と謳うからには、

より優れた実践を目指して全国的な研究会等への参加・発信はしているか。 

・	 履修生の報告スライドについて、「もやもや」という語が登場することは、綺麗事

で発表を作っていないため、効果のあるプログラムであると思われる。しかし、

自分の認識枠組みを意識させるような教材もあるため、参照してもよいかもしれ
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ない。 

・	 ウェブ上での発信を大変頑張っていると思った。しかし、なぜ『未来共生リーデ

ィングス』をウェブで閲覧できないのか。 

・	 ハウス制により学生支援体制が非常に改善されたと思う。 

・	 未来共生セミナーの報告書のフォーマットを整理した方がいい。 

・	 「未来共生」の語でウェブ検索すると検索 1位に上がることはよいこと。 

・	 Facebook、Twitterについて、「いいね」が少ないのをどう捉えるか。履修生による

発信はどうなっているのか。 

・	 メディアに働きかけをしているのか。テレビ・ラジオの情報・報道番組で取り上

げられてもよい活動をしている。 

 

質疑応答 
・	 志水：海外インターンの参加者が少し少ないのは、遅れて参加する人がいるため。 

・	 額田：未来共生リーディングスの公開は個人情報が含まれているため執筆者が公

開を好まない場合がある。 

・	 榎井：リアルタイムで扱われる事柄に関しては例えば朝鮮学校の高校生と「祖国

ってどうなの」というセミナー・映画上演会を履修生が参加する形で開催してい

ます。 

・	 榎井：プロジェクト・ラーニングの継続性は企画の形が変わりながらも、いつも

常に継続しています。 

・	 榎井：プロジェクト・ラーニングではいつも履修生は必ずといっていいほど挫折

します。その言語化は個人情報があるため、報告書を公開しない形で作成してい

ます。かなり長い報告書です。 

・	 榎井：コッパーベルト大学のサテライト・オフィスは国際平和構築の研修を毎年

行っています。 

・	 額田：コッパーベルト大学のサテライト・オフィスは無償で借りている。 

・	 額田：学生支援については、学生控室があり修論を書く履修生がよく使っており、

履修生の居場所です。 

・	 榎井：セミナー報告書の書き方は内部的には検討していなかった。 

・	 脇阪：体験の言語化は報告書ベースで書くのもかなりな負担はあるが、もやもや

感を持ち続けている部分もある。ニュースレターやジャーナルも書く練習の場と

してある。 

・	 脇阪：メディアとのコンタクトは 初の頃は比較的熱心だった。イベントがあれ

ばできればと思います。 

・	 稲場：検索で 1 位に上ったのは、このプログラムの名前が珍しいからだと思いま

す。 
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・	 稲場：イベントのプレスリリースを大々的に出してもいい。個別の小さなセミナ

ーは当事者との関わりもあるため、メディアに働きかけづらい部分もあります。 

・	 稲場：多文化コンピテンシーの伸長の測定は和栗先生のご助言より作成を試みる。 

・	 志水：様々な研究科に所属する院生を選抜するため、 初よりも難しさはありま

した。メインは研究科であり、未来共生プログラムは 2 番手。あまり頑張りすぎ

ると微妙な部分もある。 

・	 志水：経済学研究科の履修生がいないのは、選抜試験に通らなかった。今から考

えれば、もう少し経済学研究科の先生にお願いしても良かったかもしれないが。 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
外部評価 2「現場の学びについて」 
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 玄 完植 委員（学校法人大阪朝鮮学園・副理事長） 

 

 
ヒアリング要旨 
・	大変自由なプログラムで、内容、形式も履修生と現場に任されており、受け入

れ側としても対応しやすかった。 

・	英語授業のチーム・ティーチングのサポートをしてもらったが、教育実習の先

生のように、いつも生徒に囲まれていて、生徒の英語に対する興味関心が上が

った様な効果もあった。 

・	双方向の交流により、生徒が外に目を向けるきっかけとなった。 

・	地域の皆さんとの、より積極的な交流の必要性に気づかせてくれた 1 つの契機

がこのプログラムである。 

・	自由なプログラムなので自由にしていただいて良いかと思う。受け入れ側とし

てはもっと積極的に取り組みたい。 

・	せっかく実習のご縁ができたので、今後も関わりを持っていければと思う。 

 

 

  

玄 完植 委員 

 （学校法人大阪朝鮮学園・副理事長） 
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 貫牛 利一 委員（NPO 法人 久慈広域観光協議会・専務

理事） 

 
ヒアリング要旨 
・	岩手県野田村には大学がなく、過疎の問題も抱えているため、関西から若い大

学生が毎年来て、震災被害のみならず、村の抱える他の課題も一緒に考えても

らえるためありがたい。 

・	学生に「インタビューです」と堅苦しく言うよりも、普通の会話から入ってい

くようにアドバイスすることもある。 

・	教員がフィールドワークの枠組みを組み立ててくれるため受け入れ側としても

非常にやりやすい。 

・	履修生の間で意見の相違もあるようで、10 日間の団体生活の難しさを感じるこ

ともある。しかし、 終日には「同じ釜の飯を食べた」という風になっている。

今も昔も変わらないと思う。 

・	5年以上にわたる継続的な取り組みを地域の側は大変、肯定的に評価している。 

・	改善点としては、学生が自由に活動できる時間をもう少し増やして、これまで

以上に地域の方々ともっと交流してほしい。 

・	野田村と人間科学研究科の間で OOS協定（大阪大学オムニサイト協定）を結ん

だ。野田村全体をフィールドとして使ってほしい。 

・	今まで行政経由での関わりでなかったのがよかった。行政の方も震災後の緊急

状況では、学生を受け入れるような状況ではなかった。村民有志で受け入れた

めこちら側も主体的にならざるを得ず、そこがよかった。また、協定を結んだ

タイミングもよかった。お互いにフラットな関係で、ときおりどちらかがリー

ドして。 

・	学生を受け入れる中で困ったというような話は村民の中で全く出ていない。「続

けてほしい」という声が多くある。 

・	稲場：毎年 8 月の東北フィールドワークだけでなく定期的に東北に行く学生も

いるため、そういう機会を設けることが大切。 

 

  

貫牛 利一 委員 

   （NPO 法人 久慈広域観光協議会・専務理事） 
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 小池 繁子 委員（しょうないガダバ・実行委員長） 

 
ヒアリング要旨 
・	個性豊かな学生がたくさん来てくれて、受け入れる側も良い刺激を受けている。 

・	学校では出会えない様々な人たちと出会う場所になっており、そういう人たち

と出会うことで学生がどんどん変わっていく。 

・	学生の報告を聞いても、普段の自分たちの活動を再認識できるのでありがたい。 

・	一見、なんの問題もない地域で学生は活動するが、その中にも課題があること

に気づき、自分なりに一生懸命考えることに意義がある。 

・	現場との接点が非常に大切。現場の実情、温度を感じることができるのが良い

と思う。 

・	山下：東北に行って知らない状況を見て知らないことがあることに気づき、ま

た、阪大の近くに行って、やっぱり知らないことがあることに気づく、そうい

うところに意義がある。 

・	志水：担当教員がしっかりと段取りしているから学生も活動しやすいと思う。 

 

 

 

 

 

小池 繁子 委員 

   （しょうないガダバ・実行委員長） 
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 第 2 回 外部評価ヒアリング議事次第 

 

大阪大学 未来共生イノベーター博士課程プログラム 

第 2 回 外部評価委員会 
 

 

 

■日時: ３月５日（月）１３～１５時（外部評価委員会） 

■場所: 大阪大学豊中キャンパス 文理融合型研究棟 6階	 共通講義室１ 

 

13:00-13:20	 開会挨拶・プログラム説明（志水部門長） 

	 	 	 	 	 	 ・「未来共生プログラムの進捗状況」 

 

13:20-14:20	 学識経験者・外部評価 

・宮島喬委員	 	 報告 20分、応答 10分 

・和栗百恵委員	 報告 20分、応答 10分 

 

14:20-14:30	 	 休憩 

 

14:30-14:55	 全体質疑 

 

14:55-15:00	 閉会挨拶 

 

 

  

 



  

第２回 外部評価委員会・議事次第 
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大阪大学 未来共生イノベーター博士課程プログラム 

第 2 回 外部評価委員会 
 

 

 

■日時: ３月２４日（土）１３～１５時（外部評価委員会） 

■場所: 大阪大学豊中キャンパス 文理融合型研究棟７階	 共通講義室１ 

 

13:00-13:20	 開会挨拶 （志水部門長） 

 

13:20-14:50	 有識者 ・外部評価 

・玄完植委員	 	 報告 20分、応答 10分 

・貫牛利一委員	 報告 20分、応答 10分 

・小池繁子委員	 報告 20分、応答 10分 

 

14:50-15:00	 閉会挨拶 
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Revitalizing and Enriching Society through
Pluralism, Equity, and Cultural Transformation

大阪大学 未来共生イノベーター博士課程プログラム

Revitalizing and Enriching Society through 
Pluralism, Equity, and Cultural Transformation

第2回 外部評価委員会（平成30年3月5日）

1

Revitalizing and Enriching Society through
Pluralism, Equity, and Cultural Transformation

平成30年度未来共生イノベーター博士課程プログラムの主な取組み

2

3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

選
抜

3⽉〜4⽉
6期⽣選抜

QE中間
発表会
(5期⽣）

QE
（5期⽣）

7期⽣出願
受付予定

7期⽣選抜試験
（予定）

リサーチプロ
ポーザル提出

教
務

合同履修説明会
（全履修⽣）

プロジェクト
ラーニング等
成果発表会

IELTS受験
（英語検定） 集中講義

公共サービス
ラーニング成果

発表会

4⽉〜5⽉
トロント研修（5期⽣）

8⽉〜9⽉イングリッシュ
トレーニング（6期⽣）

インドネシア研
修オリエンテー

ション
インドネシア
研修(6期⽣)

4⽉〜7⽉プロジェクトラーニング（5期⽣）

コミュニティ
ラーニング
（6期⽣）
成果発表会 10⽉〜1⽉公共サービスラーニング（6期⽣）

フィールド
ラーニング
通年・(3期⽣)
３⽉発表会

学
⽣
⽀
援

指導教員説明
（6期⽣）

全履修⽣個別⾯談
（7〜8⽉）

6期⽣グループ⾯談
（2〜3⽉）

奨励⾦⽀給開始
（6期⽣）

国
際
連
携

危機管理研修
海外インターン
シップ報告会

インターンシップ
オリエンテーション

6期⽣

インターンシップ
派遣直前説明会

4期⽣

危機管理研修

インターンシッ
プセミナー
（5期⽣）

（4期⽣）

産
学
連
携

未来共⽣
セミナー
（予定）

未来共⽣
セミナー
（予定）

評
価
広
報

ニューズレター
Vol.11

リーディング
学⽣募集合同
説明会予定

学⽣募集
説明会予定

ニューズレ
ターVol.12

運
営

リスペクト
トーク
（予定）

リスペクト
トーク
（予定）

ジャーナル・
リーディングス

刊⾏

海外インターンシップ（３〜６か⽉）・スカイプ⾯談（毎⽉）

運 営 統 括 会 議 （⽉１回開催、８⽉を除く） 事 務 局 会 議 （2週に1回開催）
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Revitalizing and Enriching Society through
Pluralism, Equity, and Cultural Transformation

コミュニ
ティ・ラー
ニング
（M1）

海外イン
ターン
（D1）

＊未来共生の出口戦略

3

産学官連携＋出口戦略１：
カリキュラムベースでモデル
ケースの提示。「共生の最
前線」での体験・プロジェクト
ワークの実践

公共
サービ
ス・ラー
ニング
（M1）

プロジェ
クト・ラー
ニング
（M2）

産学官連携＋出口戦略２：大阪大学の
「強み」である産学連携機関との提携・
連携。セミナー。インターンの紹介

キャリ
ア・デ
ザイン

産学官連携＋出口戦略３：

履修生の希望や現状に即したキャ
リア・デザインの実施

産学
連携

Revitalizing and Enriching Society through
Pluralism, Equity, and Cultural Transformation

３期生（D1）海外インターンシップ受入先

4

人間科学研究科 イギリス・スコットランド The	university	of	Dundee

人間科学研究科 フィリピン・バターン Overland	Elementary	School

医学系研究科 イギリス・ロンドン London	School	of	Hygiene	&	Tropical	Medicine(LSHTM)

人間科学研究科 アメリカ・サンフランシスコ City	and	Country	of	San	Francisco	Department	on	the	status	of	Women

国際公共政策研究科 ザンビア・コッパーベルト University	of	Copper	Belt

文学研究科 アメリカ・ハワイ Maui	Arts	and	Cultural	Center

国際公共政策研究科 中国・南京 Nanjing	NuoguNew	Material	Co.Ltd

国際公共政策研究科 フィリピン・マニラ International	Organization	for	Migration	(IOM)

人間科学研究科 ペルー・クスコ Centro	de	Idioma	JaponesAsociacionPeruano	Japonesa	Cusco

人間科学研究科 ペルー・リマ Asociacion Okinawensedel	Peru

5月18日（金）に報告会を行う。■
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Revitalizing and Enriching Society through
Pluralism, Equity, and Cultural Transformation

＊学位取得への取り組み状況

5

未来共生
特別演習

３年次に提出するリサーチプロポーザル
に基づき、各自の研究テーマを中心に、

教員を含む数人のグループでチュートリ
アルを行う。グループミーティングでの討
論を通じて各自の研究を駆動する未来
共生の視点および方法を深める。

未来共生フィールドラーニ
ング・未来共生ソーシャル

アクション

未来共生イノベーターに必要とされる「６
つのリテラシー」を伸長させることを目的
とし、「共生社会を実現するための社会
活動」の提案と運営を行い、実践的なス

キルを身につける。

Revitalizing and Enriching Society through
Pluralism, Equity, and Cultural Transformation

平成29年度コースワーク修了者

6

沓掛 沙弥香 言語文化研究科／言語社会専攻
多言語社会タンザニアにおける言語問題の所在：

英語化現象と多言語主義の狭間で

崔 美善 医学系研究科／医学専攻 喫煙と血管内皮機能障害との関係

藪中 孝太朗 法学研究科／法学・政治学専攻
実態調査を踏まえた会社区分問題の再検討
ーアントレプレナーの行動原理と規制のあり方ー

西 徳宏 人間科学研究科／人間科学専攻 「効果ある学校」のエスノグラフィー

尾﨑俊也 人間科学研究科／人間科学専攻 DV加害の社会学ー行為、親密性、男性性の観点からー
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