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博士課程リーディングプログラム 六大学交流会を開催
　　　　　　　――多文化共生社会を志向する6大学から、履修生・教職員100名が参加

大阪大学 未来共生イノベーター博士課程プログラム　ニューズレター

Vol.5
臨時増刊号

2015

【第1部　全体会合　於︓大学会館 講堂】
13:00 - 13:10
13:10 - 13:40
13:40 - 13:50
13:50 - 14:40
14:40 - 15:00
15:00 - 15:10

【第2部　グループワーク　於︓大学会館 アセンブリーホール】
第1セッション「互いを知ろう―多文化共生を志す者として」
15:10 - 16:00
16:00 - 16:10
第2セッション「ともに創ろう―未来への提案」
16:10 - 18:30

【第3部　懇親会　於︓豊中福利会館 3階食堂】
19:00 - 20:30
20:30 -

開会挨拶  東島 清  大阪大学理事・副学長
問題提起  栗本 英世  大阪大学大学院 人間科学研究科教授
休憩
各大学リーディング・プログラム紹介
事務局より案内
休憩

 

全体グループ別自己紹介
休憩
 
履修生会合　（同時間別室開催︓教職員会合）

懇親会
文理融合型研究棟7階ラウンジを開放

【第4部　プレゼンテーション　於︓大学会館 講堂】
9:00 – 10:00
10:00 – 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 11:50
11:50 – 12:00

グループ発表のための事前打ち合わせ
グループ発表および議論
休憩
参加者全員による「語り場」
修了証授与・閉会挨拶
志水 宏吉 大阪大学大学院 人間科学研究科教授

「多文化共生社会」六大学交流会　プログラム
１日目︓6月13日（土）

2日目︓6月14日（日）

　2015年6月13日（土）から14日（日）の2日間にわたり、「多文化共生社会」
六大学交流会が、大阪大学豊中キャンパス・大阪大学会館にて開催され
た。現在、全国の30大学において、研究科における専門分野の枠を超えて
俯瞰力と独創力を養成する博士前期・後期課程一貫の「博士課程教育リー
ディングプログラム」が実施されている。そのうち、多文化共生社会の実
現を目標に掲げる6大学（金沢大学、大阪大学、同志社大学、東京大学、名
古屋大学、広島大学）の各プログラム履修生が一堂に会して交流を図った。

　交流会プログラム1日目は、本学の東島清理事・副学長による挨拶で
幕を開けた。各大学からの参加者によるリーディングプログラム紹介で
は、「多文化共生」という同じ志向を持ちながらも大学ごとに違うプロ
グラム内容に対して、大いに関心が注がれていた。
　交流会プログラムのメインは、各リーディングプログラムの履修生た
ちが、A~Gまでの7グループに分かれて行ったグループワークである。
1日目にはワークショップ形式で「多文化共生社会の構築に向けた提案」
について議論し、2日目には、前日の議論をもとにしてプレゼンテーシ
ョンが行われた。
　初の開催となった本交流会には、6大学より100名のプログラム履修生、
教職員が参加し、大変盛況となった。なお、閉会挨拶で、来年度、広島大
学での交流会開催が案内されると、会場からは喜びの声が上がった。
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問題提起︓私はなぜ「多文化共生」が嫌いか ―― 栗本 英世 教授〔大阪大学大学院・人間科学研究科〕

　過去20余年の間に、多文化共生の認知度は高まったが、この言葉を最初に耳にしたときの違和感を忘れ
られない。この違和感は何なのか。以下、3つの視点がある。
　第一は、共生すべきは「文化」ではなく人間である。多文化共生という概念は、誤解を生じさせる方向
に認識を誘導しかねない。第二は、なぜエスニックな集団の文化だけなのか。マジョリティと想定される
「普通の日本人」の文化も複数であるという認識が欠けている。地域、世代、ジェンダー、社会階層が異
なれば文化も異なる。「文化」概念が狭く、固い。
　第三は、歴史の健忘症。1945年までの近代日本は帝国であり、多民族・多言語国家だったが、戦後は、
「単一民族国家論」が形成された。近代日本の多文化性・多言語性、多民族性は、国境の伸縮に伴って、
また、「日本人」のアイデンティティのあり方の変容に伴って、変化してきた。多文化共生は、この歴史
的文脈のなかに位置づけられるべきである。
　あらゆる社会は、程度の差はあるが、多文化・多言語・多民族である。文化、言語、あるいは民族は、
歴史的に構築される非固定的な概念であることを理解することによって、「多文化共生問題」に柔軟で開
かれた態度で対応できるのではないか。

グループワーク＆プレゼンテーション「多文化共生社会の構築に向けた提案」
　　　　　     　――栗本 英世教授〔本学人間科学研究科〕より議論のための問題提起

A Critical Analysis Tabunka-Kyōsei（多文化共生） Group A

　6月13日、14日の両日、本交流会のメインイベントとなる、6大学リーディングプログラム履修生合同のグループワークが行われた。第1日目と
なる13日、大阪大学大学院人間科学研究科の栗本英世教授（社会人類学、アフリカ地域研究）が、グループでの議論に先立ち、「私はなぜ『多文化
共生』が嫌いか」（Why I do not like the notion of tabunka-kyōsei）とのタイトルで問題提起をした。履修生たちは、A~Gの7グループに分かれ
て、「多文化共生社会の構築に向けた提案」をテーマに議論を重ね、翌14日、前日の議論をもとにプレゼンテーションを行った。参加履修生の半数
が海外からの留学生だったこともあり、各グループでは、英語を共通語として活発な議論が展開されていた。また、グループ・プレゼンテーション
後、「いいね︕」投票が実施され、第1位を獲得したチームには記念品が授与された。

By: Shun ITO [Graduate School of Human Sciences, Osaka University]

      I was in group A. There were 7 people in the group including 3 international students. Some people conduct research in 
foreign countries, so we tried to discuss “Kyōsei” from examples in different countries. We discussed what Kyōsei is. It has 
several meanings and we use those meanings mixed together unconsciously. In some countries, there is no opportunity to 
think about Kyōsei. Finally, we had a discussion on the problems of Kyōsei in Japan.

     As Pr. Kurimoto of Osaka University pointed out, there are no English words which can be translated as “Kyōsei”. Therefore, 
we presume the meaning of Kyōsei includes “inter-culturalism” and “multi-culturalism”, and we use “Kyōsei” to mix these 
concepts together. We came up with the idea that inter-culturalism is rather used in the context of a local community, on the 
other hand multi-culturalism is used in the context of the global world. Since the main focus of the discussion of the day was 
about Japan we decided to think about inter-culturalism. First, however, we could only discuss ethnicity（e.g. The change of 
the immigration law in Japan）, we realized that we needed to think about the issue from a lot of different aspects such as 
gender, science and so on. However, we werenʼt able to discuss all the aspects within the time limit. We tried to discuss Kyōsei 
in Japan from foreign examples taking advantage of having people in our group who know about foreign countries. It was 
impressive for me to know about examples in Israel, where people believe in ethnocentrism so they can never think of Kyōsei 
with other people who have a different ethnicity. Of course it is easy to say that education is very important, but there are 
many serious problems, it makes me feel it is difficult to realize Kyōsei. 
     Overall I was able to know different aspects of Kyōsei which I could not know in our RESPECT program alone. Of course I 
have to study English more but I want to participate in next yearʼs assembly.（I would like to thank everyone for coming so 
far to join us.)
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How can We Look at Similarities/Differences in Multiculturalism?  Group B

From Assimilation to Integration Group C

　グループBは、広島大学の何兵さん、大阪大学の金夏琳さん、同志社大学のディパク・ガイレ・シャルマさん、名古屋大学の鈴木明日香さん、金沢
大学の王冬冬さん、そして東京大学の浅井悠さんの計6名のメンバーでグループワークを行いました。

　話し合いは、ADHD（注意欠陥／多動性障害）の子ど
もが教室で受ける対応をひとつの具体例として進めら
れました。こうした子どもたちは、授業中無視された
り、排除されたり、時には差別されたりします。その
背景にあるのは、ある種の先入観にもとづく判断だと
いえます（「こうあるべき／するべきなのに、できな
い。だからあの子は○○だ」）。つまり、排除が行わ
れる背景には、何かを問題だとみなす態度があり、そ
の態度こそが「問題」なのだといえるでしょう。
「普通の」人たちが「そうでない」人たちを問題だ
とみなし、それを変えようとする態度。こうした態
度は、教室という場所に限られた問題ではなく、た
とえば「在日」に対する日本政府の対応にも見受け
られます。また、物事を「しょうがない」ものだと
して考えるのを放棄してしまうことも、物事に対す
る判断の一形態であることも忘れてはなりません。
　「共生」とはいいがたいこうした現状を踏まえ、グ
ループBが唱えたのは、コミュニケーションの重要性で
した。ただし、そのコミュニケーションは、あくまで
も「安全な対話」でなければならず、どちらかが一方
的にまくし立てたりする類のものではありません。こ
こで提案されたのが “You & Me” conversationです。
自分自身が何者であるかをしっかりと認識しながら、
相手に対する敬意と関心を持って行われる対話こそ、
自分と相手との間にある類似点と相違点を互いに発見
し、認め合う契機になるはずです。こうした対話のあ
り方は、学校教育や職業教育など、多岐に拡大可能だ
といえるのではないでしょうか。

     Diversity is so beautiful. In Group C, we had students from different 
countries and different universities who are majoring in different 
subjects and speak different languages. There were 7 members in our 
group, 4 Japanese students and 3 international students who were 
from Jamaica, Indonesia and China, and the diversity of the studentsʼ 
backgrounds made our group a very distinctive and energetic one. 
Also, our group membersʼ research interests differed from each other. 
Surprisingly nobody was majoring in multiculturalism or “Tabunka 
kyōsei”, but the variety of the research interests actually contributed 
to our dynamic discussion later on.

By: Wenrui CHEN [Osaka School of International Public Policy, Osaka University]

     After a brief self-introduction in a convivial atmosphere, we started our workshop by deciding upon a moderator and a secretary. 
We then moved on to decide upon the topic of our discussion. We wrote down key words that interested us towards the aim of “building 
a multicultural society through kyōsei”. Subsequently the words “assimilation” and “integration” came to the fore. Furthermore, we 
decided to narrow down the topic by looking at the case of foreign workers and students in Japan. One of our group members, Derrace, 
who has worked in Japan as an English teacher, shared his experience with us and this has made the abstract topic easier to understand. 
After a short discussion, two of our members, Ohtaki and Prananda made a presentation to show other groups about our topic and the 
rest of our group members walked around the room to learn about other groupsʼ discussions.
     The next day, we continued our discussion by raising questions like, “Why is integration better than assimilation or being 
separated?” and made a Power Point based on our two-daysʼ discussion. Later, we assembled in the main hall to give the overall 
presentation and all seven groups performed magnificently. After that, we received comments from teachers and guests and 
voted for our favorite groups. The exciting news is that we have decided to assemble again next year in Hiroshima. We canʼt wait 
to meet up again next year!
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なにかが痛んでいるところから Group D

報告︓高原 耕平〔大阪大学大学院・文学研究科〕

　交流会1日目、グループDは会場の大学会館を出て、話し合いの席を食堂「宙」のオープンテラスに席を移しました。
　　土曜日のキャンパスは静かでした。風が強く、資料が何度も机から飛びかけました。会話が行き詰まると、芝生で
　　　子供が吹いていたシャボン玉が視界に入りました。

　　　　「『共生』がうまくいっていなくて、ヤバいと思ったことありますか︖」――この問いをわたしたちは
　　　　入口にしました。抽象的なキーワードに頼ることで、話し合いから現実の手触りが抜け落ちてしまうこ
          とを避けたかったからです。コスタリカからの留学生は、日本に来て「ガイジン」ということばが何度と
　　　なく自分に突き刺さった体験を話してくれました。ラオスからの留学生は、国内の開発が進んだ地域とそ
　　 うでない地域との間に恐ろしいほどの情報格差が見られるという話をしました。時間が経つにつれ、だんだ
　　ん、みんなゆっくりと話すようになりました。それは、はじめて顔を合わせる人たちと共に、ひとつの問い
   に自分の身体とことばをあずけるという体験だったように感じられました。

　わたしたちのゆるやかな対話は、今回のグループワークのように、
制限時間内に結果を出さなければならない場合には、もしかすると不
向きな方法なのかもしれません。それでも2日目のグループプレゼン
テーションでは、投票の結果、2位に選ばれました。結論をまとめる
ことに苦労はしたものの、ゆっくりと語り合ったのは間違っていなか
ったのだと思いました。

A place in which we can realize Tabunka-kyōsei Group E

By: Takaya HAYASHI [Graduate School of Letters, Osaka University]

     The members of Group E were made up of a variety of majors: Education for Sustainable Development, Plasma Physics, Rehabilitation 
Sciences, Heritage Management, Risk Society and Global Governance, and Japanese Linguistics. First of all we exchanged our opinions on 
the ideas of Prof. Kuritomoʼs Keynote Speech about the notion of Tabunka-kyōsei. Then we talked about our experiences and ideas of 
multiculturalism or co-existence in order to concretize the abstract concept. In the end, we decided, as the final presentation, to talk about 
places in which Tabunka-kyōsei could be realized. 
     I will describe some examples of ideal places. The first one is the experience of being in a lab in Japan. A student from Vietnam said 
that students from abroad tend to be treated as foreigners, but her professor treats her as a member of the laboratory. And the professor 
advised her to study not only Japanese but also other studentsʼ mother tongues so she can find a new identity as a lab mate. The second 
example is a medical center. If doctors, nurses and physical therapists organize themselves as a team, they can decide upon a common 
aim such as “providing the best medicine for a patient” and this could generate real team-work. Through these experiences and ideas, we 
thought that the opportunity to break the invisible wall between people is needed to realize Tabunka-kyōsei and each individual shares 
the responsibility to work step by step towards establishing harmony.

     Up to now, I have described only ideal places but there are many people who 
cannot participate in these places. For example, there are minorities whose 
voices are not heard by the majority. Even if they can participate in a place for 
community meetings, the majority controls the minority because their political 
power is dominant. Moreover there are many people who have limited access to 
networks. 
   However, we cannot immediately change the entire world. So we finally 
reached the conclusion that we should start from familiar issues because it is 
possible to change our behavior. If we attempt to achieve Kyōsei or co-existence 
in the society in which we participate, we can eventually change society at the 
national level, though it may take some time. If we can achieve that, we think we 
can finally influence and transform global issues.
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Assuring our differences  ―― 差異を確かめ合うこと ―― Group G

By: Yuki MAURA [Graduate School of Medicine, Osaka University]

     Our discussion group consisted of 6 students from China, Thailand and Japan. Our respective specialized fields were various such 
as Electronics, Nursing, Engineering, Cultural Anthropology and Biophysics. It was very hard to integrate our fields directly into the 
discussion of a ʻʼMulticultural Coexistence Societyʼʼ which was the main theme of the Six Universities Assembly. It may have been 
because, as Professor Kurimoto mentioned defiantly in his keynote speech, we are inexorably dominated by a traditionally 
narrow-minded idea of what constitutes a "Multicultural Society". We first started by telling our stories to other members from each 
diverse experience, fields and countries. So that meant we established our differences first.
     We listed some keywords connected to the social issues associated with multi-culture in Japan on an association chart. We decided 
to focus our attention on the critical issue of the Japanese “Aging Society” and the “Lack of Intergeneration Exchange”. We considered 
practical ways and means to facilitate interaction between the elderly and young. It is clearly essential to establish a concrete system 
as both the elderly and young need one another's support and need to have a mutual respect for each other. Emphasis on economic 
efficiency and productivity in our society poses a risk of the exclusion of senior citizens. However we discussed carefully the strength 
of old people such as their experience, knowledge, force of numbers and time to spare after retirement. We thought the interaction 
of both made it possible for social involvement and a life worth living for elderly people and also considered the benefit of working 
and parental care for young people. I am glad to report that our presentation generated much attention from the audience and 
received the highest number of votes. It goes without saying that the presentation from other groups also offered valuable insight 
for a “Multicultural Coexistence Society” and we highly appreciated all the positive advice from other groups.

     In our group every different perspective 
is regarded as a subject for esteem and 
inquiry because, the way I see it, the idea 
of an ʻʼIntellectually Safe Community of 
Inquiryʼʼ is well formed among our group 
members. It may remain a long way from 
the realization of a ̒ ʼMulticultural Coexistence 
Societyʼʼ, but I have a deep conviction that 
we are moving a step closer to what we are 
aiming for.

A Framework for a Multicultural Society
　　　　　　　　　　　　　――A Discussion on Multicultural Workplaces―― Group F

By: Ayumi NISHIZAWA [Graduate School of Human Sciences, Osaka University]

     The biggest difficulty for our group F was how we could decide 
upon the most important aspect of co-existence. It was sometimes 
difficult for us to understand each of our ideas for multicultural 
co-existence without sharing our different perspectives from our 
different backgrounds. The most important thing for co-existence 
was not the same for all of us and at the same time there were some 
conflicts to overcome. Normally, we all participate in one program at 
each university, having the same concepts and goals. It is easy to 
share our ideas and make others understand without going into too 
much detail because we can basically know what they think and what 
is behind their thinking.
     First of all, we shared our views on gender, foreigners in Japan 
and education. After that, our discussion turned into the meaning of 
multicultural co-existence. Through the discussion, we discussed 
whether co-existence was good or not and why. All of us were in 
agreement with the situation. Our group discussion was so vague 
that we couldnʼt effectively understand what other people thought and why. Eventually, talking and listening to others more deeply and 
in detail, we did begin to understand each other more clearly.

     The reason we could achieve a consensus on co-existence was that we could listen to each other and we made efforts to 
understand each other. That included not only accepting other ideas but also restructuring all of the ideas. This is exactly 
the best state of co-existence, not to force others to change but to construct our own new idea. In the process, we need to 
have respect for others and protect the right to freedom of expression. This is what we focused on in our presentation and 
the main point of our co-existence frame work. We were lucky to meet up with students who had very different research 
backgrounds. Also, each of us was willing to understand the other and no one stopped to wonder why. We experienced one 
kind of co-existence through the group work. We are really glad to have had the chance to meet various students from six 
unique universities. Moreover, we appreciate all the efforts made on our behalf. Thank you to the organizers, the supporters 
and all the participants and it was really nice to meet you all! 
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教職員会合を実施
　　　　　　　――プログラムの運営や現状についての意見交換

　交流会第1日目午後には、約30人の教職員が参加する教職員会合が開かれ、短い全体会合の後、4つの分科会に分かれて、現状や課題について話
し合った。分科会は、少人数での会合だったこともあり、驚くほど率直な意見交換がなされた。抱えている課題や悩みを、意外なほど、お互いが
共有していることに気づかされた。
　具体的には、第一分科会では、履修生の募集やQE、予算などプログラム運営全般の課題のうち、とくに時限的な計画が終了した後のプログラム
の将来について、真剣な議論が交わされた。第二分科会では、プログラムと指導教員との関係や履修生の勉学や生活上の悩みなど、履修生の抱え
る課題について意見が交わされた。第三分科会では、将来に備えたキャリア開拓のための取り組みや、産官学連携、危機管理などについて話し合
われた。第四分科会では、学外での実践活動を中心に、履修生とプログラムが抱える課題について活発な意見が交わされた。最後の全体集会で、
分科会での議論内容を報告しあい、共有した。
　約1時間40分の会合が終わり、「他大学の取り組みを聞いてとても参考になった」「もっと話を続けたかった」といった声が聞かれた。

グループ・プレゼンテーション「いいね︕」投票　グループGが1位を獲得︕

　六大学交流会2日目となる6月14日、A~Gまでの各グループによるプレゼン
テーションに対して「いいね︕」投票が行われ、本交流会参加者全員がそれぞ
れ2票ずつ票を投じた。開票作業の結果、グループGのプレゼンテーション 
"Intergenerational Coexistence in Japan as an Aging Society"が最多得票を
獲得し、見事1位の座に輝いた。グループGには、事務局より、大阪銘菓2品と
RESPECTプログラムのマスコットキャラクター「ペクト」が贈られた。なお、
第2位にはグループD、第3位にはグループBとグループCが同数で並んだ。

　「いいね︕」投票結果発表の後、RESPECTプログラムのプログラム・コーディネーターを務め
る志水宏吉教授（大阪大学大学院・人間科学研究科）より、修了証の授与が行われた。壇上に上が
った各大学のプログラム履修生たちは、一様に晴れ晴れとした表情で修了証を受け取っていた。続
けて行われた閉会挨拶にて、志水教授から、来年度の六大学交流会は広島大学で開催されるという
「サプライズ」が披露されると、会場は一斉に沸き、早くも来年度への期待の高まりが感じられる
中、六大学交流会のすべてのプログラムは無事終了した。

〔左写真︓第1位を獲得したグループGのみなさん
　　　　 （後列左から）菊池魁人（東京大）、
　　　　　チョ・ショイク（広島大）、
　　　　　パマネラトッチュル・チャヤデット（同志社大）、
　　　　　眞浦有希（大阪大）
　　　　 （前列左より）辻昌代（名古屋大）、
　　　　　カノックワン・ソムシリヴァランクール（金沢大）、以上敬称略〕

〔写真︓（左から）第2位のグループD、第3位のグループB、グループC〕
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6大学　リーディングプログラム紹介
　博士課程リーディングプログラム「複合領域型 多文化共生社会」のカテゴリーの中で、今回、大阪大学に一堂に会した全国６大学のプログ
ラムが採択されています。いずれのプログラムも各専門分野で座学と国内や海外でのフィールドワークを実施する内容になっており、履修生
の知識と実践力を高めることができるようにカリキュラムが組まれています。

大阪大学
未来共生イノベーター 博士課程プログラム

同志社大学
グローバル・リソース・マネジメント

名古屋大学
ウェルビーイングinアジア 

実現のための女性リーダー 育成プログラム

東京大学
多文化共生・統合人間学プログラム

金沢大学
文化資源マネージャー 養成プログラム

広島大学
たおやかで平和な共生社会創生プログラム

複合領域型
多文化共生社会
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「他流試合」から大いに刺激を ―― 志水 宏吉教授〔大阪大学RESPECTプログラムコーディネーター・人間科学研究科〕

―交流会への印象は︖
　「六大学関係者間で期待以上の交流ができ、良かったと思う。留学生の参加がこんなに多いとは当初予想
　 しておらず、多文化共生をまさに実践するような会合になった」
―履修生によるグループワークも英語が飛び交っていました。
　「日本語と英語による議論から始まったが、結局、ほぼ英語だけによる交流となった。英語が不得意な学
     生は苦労しただろうが、折り合いをつけながら議論してくれた。最初だから、個別テーマを設定せず、履
 　  修生に議論を委ねる形になった。議論の方向性を決める時には苦労しただろうが、柔軟に対応してくれた。
　  内容も掘り下げて、充実したグループワークになったと思う」
―履修生たちにはどんなメッセージを︖
  「交流会は、『他流試合』のようなものだ。ふだんは限られた人々との狭い世界にいる履修生は、議論を通
     じて、大きな刺激を受けたことだろう。履修生の間のネットワークを築き、研究会や読書会を開いていっ
    てもらいたい」

―来年にも大会が続く見通しになりましたが。
　「2日目の教職員交流の場が設けられていなかったことなど、もっと工夫できた面はあるが、大阪大学はなんとか火付け役の役目を果たせた
　 と思う。今後、広島大学に引き継いでいただき、もっと交流の輪を広げたい」

（聞き手︓脇阪 紀行特任教授〔大阪大学〕）

交流の輪、広がる
　　　　　     　――グループワークだけではない、さまざまな交流のかたち

　今回の六大学交流会では、さまざまな交流のかたちがみられた。グループワークでは、グループDがP4C（子どものための哲学）で使われるコ
ミュニティボールを作り、対話を深める様子が見られた。懇親会では、デレス・マカロムさん〔名古屋大学〕とスティーブ・ミュラー特任講師
〔大阪大学〕による音楽のコラボレーションのほか、ワルニ・ジャヤラテネさんとサルワル・アイザさん〔名古屋大学〕から、伝統衣装につい
てのレクチャーに合わせて、伝統衣装で本交流会に参加した思いが語られ、身をもって「多文化共生」を感じる場となっていた。また、懇親会
の最後には、参加者全員が手をつなぎ輪になることで、会場は文字通り「ひとつ」となった。


