第 1〜6 期履修生とプログラム担当教職員
履修説明会（平成 30 年 4 月 7 日）
於：文理融合型研究棟 6 階

はじめに
本年次報告書は、平成 24 年度に文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」
の複合領域型（多文化共生社会）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」の平成 29 年度の活動を振り返ったものである。
「博士課程教育リーディングプログラム」とは、優秀な学生たちを俯瞰力と独創力を
併せ持つ、産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーへと導くために、国内外の第
一級の教員・エキスパートを結集し、専門分野の枠を超えた質の高い 5 年または 4 年一
貫の学位プログラムを構築するという目標のために構想された文部科学省の事業である。
私たちが「未来共生イノベーター」という言葉で表現するのは、
「多文化共生社会の実
現」という今日的課題に真っ向から切り込む、高度な知識・教養と実践力・企画力とを
兼ね備えた人材のことである。文学研究科、法学研究科、経済学研究科、言語文化研究
科、人間科学研究科、国際公共政策研究科という大阪大学の文系 6 部局および医学系研
究科、工学研究科という理系 2 部局の参画・協働によって成立した本プログラムには、
それら 8 部局から選抜された、前途有望な若い院生たちが集い、日夜研鑽を重ねている。
本プログラムがカリキュラム上もっとも大事にしているのは、私たちが「プラクティ
カルワーク」と呼ぶものである。「プラクティカルワーク」とは、大学での座学（「アカ
デミックワーク」）と対をなすもので、さまざまな実践の場・フィールドに学生たちを赴
かせ、その場に生きる人々と生身でかかわるなかで、生きた知識や経験を獲得してもら
うことを企図している。彼らが赴くのは、岩手の被災地であったり、大学周辺の学校、
役所、NPO、企業であったり、トロント、インドネシア、ザンビアといった海外の地で
あったりする。
学生たちは、「本籍」の研究科での専門の勉強のほかに、「未来共生」が用意する各種
プログラムによってさまざまな「他流試合」を経験する。忙しいが、充実した日々であ
るに違いない。1 期生と 4 年制コースの 2 期生がコースを終え、さらに 6 期生を迎え入
れ、このプログラムから、将来の日本・世界を背負う、高い志と実力をもった博士人材
が出てきてくれるだろうというたしかな実感を、私たちプログラム担当者は有している。
5 冊目となる平成 29 年度 年次報告書には、プログラムの目的・概要のほかに、前述
の「プラクティカルワーク」
（1 年次の「公共サービス・ラーニング」、2 年次の「プロジ
ェクト・ラーニング」、3 年次の「海外インターンシップ」、4 年次の「フィールド・ラー
ニング」）、各種の海外研修の様子、海外サテライト・オフィスの状況、学生支援体制や
履修生の選抜・審査についての報告、未来共生ジャーナル・未来共生セミナーの活動等
が掲載されている。
末筆になるが、このプログラムの推進に尽力してくださっている学内・外のすべての
関係者の方々に、この場を借りて深く感謝の意を表しておきたい。
大阪大学未来戦略機構第五部門長
未来共生プログラム・コーディネーター
志水
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第1章 プログラムメンバー

1.1. プログラム履修生
平成 28 年 3 月の選抜試験を通じて、新たに 5 期生（平成 28 年度生、もしくは 2017
年度生）8 名の履修生を迎え入れた。そして、平成 29 年 3 月に 1 期生（平成 25 年度生、
もしくは 2013 年度生）で 5 年制コースの履修生 4 名と、2 期生（平成 26 年度生、もし
くは 2014 年度生）で 4 年制コースの履修生 1 名がコースワークを修了し、そのうち 2
名が博士論文を提出しプログラムを修了した。なお、コースワークの修了生のうち 2 名
が本プログラムの特任助教として平成 30 年度よりプログラムに参画している。平成 28
年度 QE 審査では 3 期生（平成 27 年度生、もしくは 2015 年度生）及び休学等の理由に
より延期していた 2 期生を含め 14 名が審査をうけた。2017 年度は総勢 52 名が本プロ
グラムに所属することになった1。
表 1.1
名前
西

徳宏

プログラム・コースワーク修了生

入学年度

所属

2013 年

人間科学研究科

人間科学専攻

尾﨑

俊也

2013 年

人間科学研究科

人間科学専攻

藪中

孝太朗

2013 年

法学研究科

法学・政治学専攻

沓掛

沙弥香

2013 年

言語文化研究科

言語社会専攻

2014 年

医学系研究科

医学専攻

崔

美善

1

本報告書において特にプログラム運営に関する第 1 章、第 2 章、第 6 章では和暦を用いる。その他の章では海外での
活動に関する報告もあるため西暦を用いる。
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表 1.2

坂口
西

プログラム履修生（1 期生）2

名前

入学年度

恵莉＊

2013 年

人間科学研究科

人間科学専攻

2013 年

人間科学研究科

人間科学専攻

徳宏＊

所属

尾﨑

俊也＊

2013 年

人間科学研究科

人間科学専攻

藪中

孝太朗＊

2013 年

法学研究科

法学・政治学専攻

沓掛

沙弥香＊

2013 年

言語文化研究科

言語社会専攻

大瀧

千輝＊

2013 年

言語文化研究科

言語文化専攻

趙 孝川＊

2013 年

国際公共政策研究科

国際公共政策専攻

井坂

2013 年

国際公共政策研究科

比較公共政策専攻

智人＊

表 1.3
名前

プログラム履修生（2 期生）

入学年度

所属

高原

耕平＊＊

2014 年

文学研究科

文化形態論専攻

宮前

良平＊＊

2014 年

人間科学研究科

人間科学専攻

小川

未空＊＊

2014 年

人間科学研究科

人間科学専攻

朋世＊＊＊

2014 年

人間科学研究科

人間科学専攻

2014 年

人間科学研究科

人間科学専攻

2014 年

国際公共政策研究科

国際公共政策専攻

2014 年

医学系研究科

保健学専攻

2014 年

医学系研究科

保健学専攻

2014 年

医学系研究科

医学専攻

2014 年

言語文化研究科

言語文化専攻

下
仲田
謝

幸司＊＊＊
振＊＊

三好

裕貴＊＊

波田野
崔
木場

希美＊＊

美善＊＊
安莉沙＊＊

表 1.4
名前
小泉
林

プログラム履修生（3 期生）

入学年度

朝未＊＊＊
貴哉

所属

2015 年

文学研究科

文化形態論専攻

2015 年

文学研究科

文化表現論専攻

伊藤

駿＊＊＊

2015 年

人間科学研究科

人間科学専攻

伊藤

莉央＊＊＊

2015 年

人間科学研究科

人間科学専攻

岡本

かおり

2015 年

人間科学研究科

人間科学専攻

横木

那美＊＊＊

2015 年

人間科学研究科

人間科学専攻

2

表中＊印が 2014 年度 QE 審査を経て博士後期課程に進学した履修生。＊＊印が 2016 年度 QE 審査を経て博士後期課
程に進学した履修生。＊＊＊印が 2016 年度 QE 審査を経て博士後期課程に進学した履修生。下線はプログラム修了もし
くはコースワーク修了者。
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査

凌＊＊＊

2015 年

医学系研究科

医学専攻

増田

智香

2015 年

工学研究科

ビジネスエンジニアリング専攻

岩根

あずさ＊＊＊

2015 年

国際公共政策研究科

国際公共政策専攻

梶田

智香＊＊＊

2015 年

国際公共政策研究科

国際公共政策専攻

2015 年

国際公共政策研究科

国際公共政策専攻

2015 年

国際公共政策研究科

比較公共政策専攻

人間科学研究科

人間科学専攻

陳

文叡＊＊＊

堀口

安奈＊＊＊

数実

浩佑＊

2015 年（履修再開）

表 1.5
名前
金

世貞

プログラム履修生（4 期生）

入学年度

所属

2016 年

人間科学研究科

人間科学専攻

杉本

龍一

2016 年

人間科学研究科

人間科学専攻

神谷

千織

2016 年

医学系研究科

保健学専攻

2016 年

人間科学研究科

人間科学専攻

陳

思源

澤井

未緩

2016 年

人間科学研究科

人間科学専攻

山口

真美

2016 年

人間科学研究科

人間科学専攻

王

一瓊

2016 年

言語文化研究科

言語文化専攻

張

茜樺

2016 年

国際公共政策研究科

比較公共政策専攻

渚

2016 年

文学研究科

文化形態論専攻

王

文潔

2016 年

人間科学研究科

人間科学専攻

彭

訓

2016 年

法学研究科

法学・政治学専攻

2016 年

人間科学研究科

人間科学専攻

2016 年

人間科学研究科

人間科学専攻

松本

佐々木
冨安

美和
皓行

表 1.6
名前

プログラム履修生（5 期生）

入学年度

所属

黒江 裕貴

2017 年

人間科学研究科

人間科学専攻

櫻木 晴日

2017 年

人間科学研究科

人間科学専攻

瀬戸 麗

2017 年

人間科学研究科

人間科学専攻

聶 蕙菁

2017 年

人間科学研究科

人間科学専攻

大野 祐弥

2017 年

言語文化研究科

言語文化専攻

坂場 大道

2017 年

言語文化研究科

言語文化専攻

中川 佳保

2017 年

言語文化研究科

言語文化専攻

島本 奈央

2017 年

国際公共政策研究科

国際公共政策専攻
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1.2. プログラムを担当する教職員一覧
未来共生イノベーター博士課程プログラムは、関係研究科から選出されたプログラム
担当者に加えて、外部プログラム担当者、特任教員によってプログラムが運営・実施さ
れている。表 1.7～1.8 では学内のプログラム担当教員、表 1.9 では学外プログラム担当
者、表 1.10～1.11 では特任教職員を示している。本報告書で用いる所属・職名は平成
28 年 4 月 1 日時点のものである。
表 1.7
氏

名

プログラム担当・運営統括委員

所属（研究科・専攻等）・職名

備考

星野

俊也

大学院国際公共政策研究科国際公共政策専攻・副学長

プログラム責任者（2017 年 7 月まで）

志水

宏吉

大学院人間科学研究科人間科学専攻・教授

プログラム・コーディネーター

栗本

英世

大学院人間科学研究科人間科学専攻・教授

プログラム責任者（2017 年 8 月から）

上西

啓介

大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻・教授

学生支援ワーキンググループ主査

澤村

信英

大学院人間科学研究科人間科学専攻・教授

財務・人事ワーキンググループ主査

山下

仁

大学院言語文化研究科言語文化専攻・教授

選抜・審査ワーキンググループ主査

河村

倫哉

大学院国際公共政策研究科比較公共政策専攻・准教授

産学官連携ワーキンググループ主査

園山

大祐

大学院人間科学研究科人間科学専攻・准教授

国際連携ワーキンググループ主査

稲場

圭信

大学院人間科学研究科人間科学専攻・教授

評価・広報ワーキンググループ主査

森田

敦郎

大学院人間科学研究科人間科学専攻・准教授

教務ワーキンググループ主査

表 1.8
氏

学内プログラム担当者

名

所属（研究科・専攻等）・職名

YAMAMOTO BEVERLEY ANNE

大学院人間科学研究科人間科学専攻・教授

渥美

公秀

大学院人間科学研究科人間科学専攻・教授

佐藤

眞一

大学院人間科学研究科人間科学専攻・教授

HAWKINS VIRGIL

大学院国際公共政策研究科国際公共政策専攻・准教授

松野

明久

大学院国際公共政策研究科比較公共政策専攻・教授

大槻

恒裕

大学院国際公共政策研究科比較公共政策専攻・教授

植田

晃次

大学院言語文化研究科言語文化専攻・准教授

清水

政明

大学院言語文化研究科言語社会専攻・教授

鈴木

慎吾

大学院言語文化研究科言語社会専攻・講師

上原

順一

大学院言語文化研究科言語社会専攻・教授

橋爪

節也

大阪大学総合学術博物館・館長

杉原

達

大学院文学研究科文化形態論専攻・教授
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備考

福井

康太

大学院法学研究科法学・政治学専攻・教授

長田

真里

大学院法学研究科法学・政治学専攻・教授

許

衛東

大学院経済学研究科経営学系専攻・准教授

磯

博康

大学院医学系研究科医学専攻・教授

渡邊

浩子

大学院医学系研究科保健学専攻・教授

中田

研

大学院医学系研究科医学専攻・教授

横田

隆司

大学院工学研究科地球総合工学専攻・教授

倉敷

哲生

大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻・准教授

森栗

茂一

CO デザインセンター・教授

桃木

至朗

CO デザインセンター・教授

西口

光一

国際教育交流センター・教授

本間

直樹

CO デザインセンター・准教授

岩居

弘樹

全学教育推進機構・教授

薮中

三十二

大学院国際公共政策研究科・特任教授

筒井

佐代

外務省顧問（前外務事務次官）
大学院言語文化研究科日本語日本文化専攻・教授

大谷

晋也

国際教育交流センター・准教授

河井

伸子

大学院医学系研究科保健学専攻・講師

Yokota Gerry

大学院言語文化研究科言語文化専攻・教授

廣田

誠

大学院経済学研究科経済学専攻・教授

中内

政貴

大学院国際公共政策研究科国際公共政策専攻・准教授

表 1.9

学外プログラム担当者

名前

所属・職名

渡邊

あゆみ

NHK・アナウンサー

向井

正博

大阪府教育委員会・教育長

備考

朴

一

大阪市立大学経済学研究科現代経済専攻・教授

千

玄室

財団法人日本国際連合協会・会長

小林

義彦

若月

誠

公益社団法人関西経済連合会・国際部長
アクティブユニット有限会社・
代表取締役/経営コンサルタント

吉富

志津代

NPO 法人多言語センターFACIL・理事長
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表 1.10

特任教員（常勤）

名前

職名

塚本

俊也

特任教授

脇阪

紀行

特任教授

榎井

縁

特任准教授

STEPHEN MULLER

特任講師

平尾

一朗

特任助教

山本

晃輔

特任助教

吉田

康寿

特任助教

石塚

裕子

特任助教

今井

貴代子

特任助教

神田

麻衣子

特任助教

田川

千尋

特任助教

表 1.11
名前
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特任事務員（常勤）
職名

伊藤

みち子

特任事務職員（2018 年 1 月まで）

鈴木

ひでみ

特任事務職員（2017 年 8 月まで）

小林

真知子

特任事務職員

重松

成江

特任事務職員（2017 年 10 月から）

額田

聡

嘱託職員

蔭山

裕子

事務補佐員（2018 年 1 月から）

高森

詠子

事務補佐員

プログラムメンバー

第2章 プログラムの目的と概要

2.1. 本プログラムの目的
本プログラムの目的は、5 年間または 4 年間の首尾一貫したコンセプトとカリキュラ
ムのもとで、国際的および国内的な文脈における「多文化共生社会の実現」を導くグロ
ーバル人材（＝未来共生イノベーター）を輩出することにある。
未来共生イノベーターとは、自らのコアとなる専門分野で博士レベルの高度で専門的
な知識を有するとともに、他者に対する深い理解をともなう敬意（respect）に基づき、
共通の未来に向けた斬新な共生モデルを創案・実現できる知識・技能・態度・行動力を
備えた実践家・研究者のことである。
本プログラムは、本学全体の研究・教育を統括する目的から設置された大阪大学未来
戦略機構の第五部門という位置付けを有しており、「地域に生き、世界に伸びる」をモ
ットーとする本学の今後の研究・教育を先導する役割を期待されている。

2.2. 養成すべき人材とカリキュラム
本プログラムによって養成したいと考える人材は、自らのコアとなる専攻分野（主要
な人文・社会科学と医・工）で博士レベルの高度で先端的な専門的知見を高めると同時
に、他者に対する深い理解を伴う敬意（respect）に基づき、「多様で異なる背景や属性
を有する人々が互いを高め合い、共通の未来に向けた斬新な共生モデルを具体的に創
案・実施できる知識・技能・態度・行動力を兼ね備えた研究者・実践家」たる「未来共
生イノベーター」である。他者への敬意を通じた多文化理解と社会革新を促す本事業を
「RESPECT（Revitalizing and Enriching Society through Pluralism, Equity and Cultural
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Transformation）プログラム」と略称する所以もここにある。
本プログラムを履修する大学院生は、在籍する研究科において、従来どおり専門教
育・研究指導を受けるとともに本プログラムのコースワークを履修することになる。本
プログラムのカリキュラムは「アカデミックワーク」
「プラクティカルワーク」
「リサー
チワーク」の 3 本立てとなっており、コースワークは「アカデミックワーク」および「プ
ラクティカルワーク」から構成されている。
本プログラムは、博士課程前期、後期に分かれることなく、5 年又は 4 年一貫のカリ
キュラムを編成してきた。
「アカデミックワーク」では、
「多言語」
「フィールド」
「グロ
ーバル」「調査」「政策」「コミュニケーション」の 6 つのリテラシーを育てるために、
参加型学習を組み込んだ多様な科目群が提供される。これらの科目群は、その位置付け
により「未来共生コア科目」「未来共生言語プログラム」「未来共生専門科目」「未来共
生基礎領域科目」から構成されている。
「未来共生コア科目」は未来共生学の基盤となる学術的ないし思想的な知識の伝達を
目的とした必修科目群であり、本プログラムに参加する研究科から多彩な講師が参加し
て授業を行う。「未来共生言語プログラム」では、英語教育に加えて、旧大阪外国語大
学のリソースを生かし、25 以上の外国語の中から履修生の関心にあった外国語の履修
を可能にしている。「未来共生専門科目」は、本プログラムのために開講される特任教
員、非常勤教員、プログラム担当教員による選択科目であり、
「未来共生基礎領域科目」
は、既存研究科の授業を本プログラムのカリキュラムに組み込んだものである。これに
より学生の幅広い選択肢を可能にしている。
「プラクティカルワーク」の特徴は、関西地域における共生をめぐるローカルな問題
についての現場的な知識と海外研修などでのグローバルな経験を結びつけるカリキュ
ラム構成にある。自治体、公共団体、NGO、企業における共生の諸課題を体験的に学
ぶために、1 年次の「公共サービス・ラーニング」、2 年次の「プロジェクト・ラーニン
グ」が設定されている。ローカルな実践現場での取り組みを学んだ後に、3 年次には「海
外インターンシップ」が設定されており、海外における「共生の諸課題」を探ることが
履修生には求められる。4 年次は自身のキャリア形成と社会活動を念頭とする「フィー
ルド・ラーニング」がある。4 年次及び 5 年次向け選択科目「未来共生ソーシャル・ア
クション」では、これまでの未来共生での学びを活かした社会活動を教員とともに行う。
なお、プラクティカルワークに関係する外部諸団体から、本プログラムの改善点などを
求め、カリキュラムに反映させている。大学内とは異なる現場の視点から教育を行う「プ
ラクティカルワーク」は、本プログラムにおける最も重要な授業となっている。
「リサーチワーク」は、博士論文完成に向けたカリキュラムである。具体的には 4 年
次生以降、履修生が専門研究と未来共生で学んだ知識や経験をコラボレートするための
時間が設定される。履修生の専門分野に関わる教員だけでなく、他分野の教員と議論を
することで、より充実した博士論文の執筆を目指す。
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コースワーク以外には、1 年次に集中的な英語力強化のトレーニングを能力別に実施
した（RESPECT Academic English Skills Training in OSAKA）。専門教員を海外から招聘
し、基礎英語の能力向上を図るコースと、論文執筆等アカデミックライティングに特化
した 2 コースを開講している。また、後述のインドネシアサテライトを活用し、現地研
修時に実践力を高めるプログラムを設定している（RESPECT Global English Skills
Training in Indonesia）。
本プログラムでは、これまでの経験を活かした日本・海外での現地フィールドワーク
を重視している。1 年次の夏期には東北の被災地におけるフィールドワーク。ガジャ・
マダ大学 RESPECT サテライト研修（インドネシア：1 年次）。2 年次には海外インター
ンシップに向けた海外研修などの必修の学外活動。トロント大学（カナダ：2 年次）で
の海外研修（Summer School in Multicultural Studies）がある。いずれも、日本語・英語
による多文化共生に関する専門的な講義を受けるとともに、現地で共生の問題に関わる
NGO、地域、公共団体などでフィールドワークを行ってきた。長年に渡り、諸地域、
諸関係者と共に活動を展開することにより、受け入れ側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を感じている。
本プログラムを修了することにより、多文化共生問題の最先端の研究をリードする専
門家はもとより、社会科学・人文科学・医学・工学等の各分野の研究者や、日本を含む
各国の政府・議会、地方自治体、国際機関、グローバル企業、メディア、学校教育、国
際協力機関、NPO 等、国内外のさまざまな場所でトップリーダーとしての俯瞰的・独
創的な立場から「未来共生」を実践する役割が期待される。
なお、進路変更した履修生も、関連省庁、世界的企業の現地駐在員、まちづくりの担
い手など、多様な進路を選択している。例えば、タクシー業界という一見、多文化共生
と縁遠い業界に就職した履修生は「インバウンド、多言語化への取り組みはもちろん、
IT や障害者対応といった共生分野で活躍したい」という。年度を重ねることで、カリ
キュラムと育成する人材像のマッチングがより深化していると認識している。

2.3. 解決すべき課題と取り組み
本プログラムは、多文化共生に向けた社会変革をリードする「未来共生イノベーター」
の輩出を目的としている。そして、解決すべき具体的課題として、以下 8 つを掲げてき
た。
1)

日本におけるマイノリティ問題への対応

2)

世界におけるマイノリティ問題へのアプローチ

3)

紛争解決・和解・平和構築に向けた意識啓発

4)

災害時における多文化・多言語対応を含む支援活動

5)

グローバル健康医療・公衆衛生分野における未来共生
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6)

多文化配慮のウェルネスを重視したまちづくり

7)

「人類の進歩と調和」の推進

8)

「未来共生学」の創成
大阪大学としては、この 7 年間の事業を実施し、上記 1)から 6)を通じて、優れたグ

ローバル人材をつくるだけではなく、その結果として、私たちが「未来共生学」と名づ
ける新たな学問の創出を目指している 。その足がかりとして、人間科学研究科を再編
し、
「共生学系」を設置した（後述）。本プログラムでは、学内外のプログラム担当教員
の協力のもと、専門分野の枠を超えた研究指導の場を整備している。文理融合の内容を
目指す学内雑誌『未来共生学』を刊行し、内外に情報発信をおこなっている。未来共生
学の視点と各研究科での専攻を融合させる観点から、プログラムに参加する 8 つの研究
科の教員による指導セッションが設けられており、第一級の教員から履修生は専門の枠
を超えた指導を受けることができる。

2.4. 本プログラムを通じて習得すべき知識・能力
本プログラムは、経済協力開発機構（OECD）が提起した「キー・コンピテンシー」
（key competencies）やユネスコが提唱している 21 世紀の教育・学習に関する提言など、
国際標準の枠組みを参照しながらカリキュラムを構想している。
本プログラムが養成を試みるのは、
「未来共生イノベーター」である。それは、
「多様
で異なる背景や属性を有する人々が互いを高めあい、共通の未来に向けた斬新な共生モ
デルを創案・実施できるための知識・技能・態度・行動力を備えた実践家・研究者」と
定義づけることができる。
そこで本プログラムは未来共生イノベーターが身に付けるべき「多文化コンピテンシ
ー」
（multicultural competency）を設定した。多文化コンピテンシーとは、以下にあげる
6 つの「リテラシー」（＝当該分野に習熟し、自由に知識・技能を使いこなせる能力）
が、高い水準で有機的に組み合わさった統一体であると概念化することができる。
①

多言語リテラシー

②

フィールドリテラシー

③

グローバルリテラシー

④

調査リテラシー

⑤

政策リテラシー

⑥

コミュニケーションリテラシー
これら 6 つのリテラシーを、「コースワーク」によって適切に修得し、未来共生イノ

ベーターたるにふさわしい多文化コンピテンシー（＝異文化の対立を乗り越えるための

10

第2章

プログラムの目的と概要

知識・技能・態度・行動力）を備えた人材を育成することが、本プログラムの基本コン
セプトとなる。

2.5. 平成 29 年度の進捗状況の概要
平成 29 年度 4 月に 8 名の第 5 期履修生を迎え入れ、11 名の特任教員（教授 2、准教
授 1、講師 1、助教 7）が、それぞれの担当分野で学生の教育にあたっている。学内外
の 49 名をプログラム担当者とし、その中心に運営統括会議を組織した。そして、その
もとに「財務・人事」
「選抜・審査」
「評価・広報」
「教務」
「学生支援」
「国際連携」
「産
学官連携」の 7 つのワーキンググループを継続的に稼働させ、プログラム運営にあたっ
た。そして第 1 期生そして 4 年制の第 2 期生から、5 名のコースワーク修了生を世に送
り出すことができた。
指導・支援体制に関しては、履修生の指導教員との連携を図るために、初年度に学生
支援ＷＧが直接赴いてプログラムの説明をするとともに、すべての指導教員向けに定期
的にメールレターを出して活動状況の理解を促している。
各年度の活動記録を客観的に残すため、年次報告書を作成してきたが、平成 28 年度
には履修生自身による多文化コンピテンシー（6 つのリテラシー）の成長度の自己評価
を行い、内容についてハウスの特任教員が個々に聞き取る作業を行ったが、これに基づ
き、講義内容や実習内容の改善を行った
上記した全体的な動きの他に、本年度はプログラムに対する中間評価を参照し、大き
く（１）学生活動の後援を通じたキャリア・パスの充実と（２）プログラムの再整理・
後継事業への展開を図った。
本プログラムで学んだ知識や経験を、企業等で活用することが難しいといった指摘が
中間評価でなされた。そこで平成 28 年度はプログラム側が様々なセミナーを設定し、
学生のキャリア開発を行った。他方で、プログラム内では、「本プログラムの履修生は
自ら企画・演習できる力がある」という声もあった。そこで、平成 29 年度は履修生ら
の自主活動を積極的に押し出すこととした。活動は様々あるが、主なものとして（１）
東大 HIS との自主交流・ワークショップ会。（２）阪大内での文理横断セミナー（リー
ディング生中心）。
（３）コミュニティ・ラジオでの防災番組の担当（ベトナム語による）。
（４）地域の在日コリアンとの交流会。などがある。
「共生学系」は、人間科学研究科の組織改革（平成 28 年度～）の目玉として創設さ
れたものである。その改組は、第一に「未来共生プログラムの、人科への内部化」、第
二に「大学院組織の二重構造の解消」を直接のねらいとして行われたものである。合わ
せて、社学連携のさらなる推進を企図して、研究科附属施設として「未来共創センター」
を開設している。
プログラムの再整理・後継事業については、主に本学の人間科学研究科への移管を念
頭に事業を展開した。人間科学研究科は平成 27 年度に組織改革し、28 年度から人間科
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学専攻の 4 学系のうちの 1 学系を共生学系とした。共生学系は、グローバル共生学・未
来共生学という２つの講座からなるが、そのうちの未来共生学講座のカリキュラム・授
業形態に本プログラムの蓄積を今後随時取り入れることで、本プログラムの「主専攻化」
を図っていくことを定め、そのための調整を推し進めている。合わせて、社学連携のさ
らなる推進を企図して、研究科附属施設として「未来共創センター」を開設している。
今年度は、プログラム教員が共生学系の授業に参与するなど、着実に連携の度合い、プ
ログラムの継承が推し進められた。
カリキュラムでは昨年度までの取り組みを継続・発展させてきた。まず、2 期生を海
外インターンシップ（アメリカ、タイ、インドネシア、ニュージーランド、ケニア）に
派遣した。その他、アカデミックワーク、プラクティカルワーク（コミュニティ・ラー
ニング、公共サービス・ラーニング、プロジェクト・ラーニング）が計画どおり進めら
れ、国内外に開設したサテライト・オフィス（国内：岩手県野田村、国外：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）を精力的に活用、教育・研究
拠点として利用した。
学生支援においては、履修生が本プログラムでの経験をもとに、主体的に自身の研究
内容を発展させたいと考えた際の財務的なサポートとして、
「独創的教育研究活動経費」
を設けている。年に 2 回の応募期間が設定され、研究活動の目的、計画・方法及び経費
の明細を記載した計画調書並びに指導教員等の所見と合わせて応募し、採択されれば研
究活動のための経費を獲得でき、書籍購入や海外渡航などの研究活動が支援される。
ホームページ、Facebook や Twitter といったネット媒体において積極的な広報活動を
行った。今年度は学生による自主企画などを積極的に掲載し好評を得た。また、プログ
ラムの発信として未来共生セミナーの実施と報告書の作成、「未来共生学」の構築に向
けたアカデミックな場として RESPECT トークの開催、その集大成としての機関誌『未
来共生学』の第 4 号を発行した。履修生を指導する指導教員と連携を深めるために、未
来共生の動向を記載したメールレターを月間で発行した。また、5 回目となる「博士課
程リーディングプログラムフォーラム 2016」、3 回目となる「『多文化共生社会』6 大学
交流会」に参加し、各大学の学生たちとの交流の場を持った。
平成 29 年度の事業実施内容
①

プログラムの運営統括を執行する統括会議を毎月行うとともに、統括会議の元に
組織された 7 つのワーキンググループ「財務・人事」
「選抜・審査」
「評価・広報」
「教務」
「学生支援」
「国際連携」
「産学官連携」を稼働させた。中間年にあたりそ
れぞれが中間総括を行い、今後のプログラム向上のための課題などを確認するこ
とができた。具体的な教育活動（アカデミックワーク・プラクティカルワーク）
においては、専任教員と特任スタッフが役割分担を行いながら関わり、相互連携
しながら、5 年目の教育プログラムを構築することができた。履修生の学習状況の
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モニタリングとケアのため、ハウス制を導入するなど学生支援体制を強化した。
②

国内の岩手県野田村、海外のガジャ・マダ大学、コッパーベルト大学、の計 3 カ
所のサテライト・オフィスがプログラム実地における教育・研究拠点としての実
績を重ねることができた。また、現地の住民やボランティア、スタッフとともに
調査活動や、プログラム設計、セミナーなどを開催することで、地元からの信頼
を得て活動拠点として有効に利用されるとともに、プラクティカルワークの内実
をより深めることができた。卒業後のキャリア・パスを明確化するためのセミナ
ーやインターン、大学外での実習活動を活性化させた。

③

国際連携と産学官連携・地域連携が、セミナーの発信において、履修生やプログ
ラム関係者からの意見などを取り入れたことで、多角でかつ具体的な関心事に関
わるようなキャリア・パスを考える機会を提供することができた。また、4 年目の
海外インターンシップが無事実施された事で、キャリア・パスの可能性が他の学
年にも広げられる事となった。学内広報を強化するとともに、プログラムを幅広
く広報するための各種活動を実施した。

④

ホームページ、Facebook、twitter 等の媒体で具体的なプログラムの活動内容を伝え
るとともに、手にとりやすいニューズレターの発行、プログラム紹介用動画の自
主作成などを積極的に行った。また大学全体としてもリーディングプログラムを
受けている 5 部門の合同説明会を行い、リーディングプログラムそのものの多様
性を示しながらの広報活動ができた。

⑤

6 年目の募集にあたり、学生たちへの情報も広がり、特に留学生の応募割合が増え
た。カリキュラムを精査・再構成するとともに、学業継続を保障するための学習
支援システムを構築した。また、本プログラムに固有の課題にこたえるための英
語・多言語教育プログラムに取り組んだ。

⑥

学生支援充実のため、
「ハウス」制を引き続き導入し、日頃の学習、進路、研究活
動の相談を行うと共に定期的に懇談の機会を設けた。また独創的教育研究活動経
費を設け、履修生が主体的に研究内容を発展させたいことへの財務的なサポート
をおこなった。これらを通じ履修生へのよりきめ細かい支援をおこなうことがで
きた。

⑦

英語プログラムでは、ネイティヴ教員による必修、選択授業、執筆トレーニング
授業の他、1 年次には大阪大学での夏期 Academic English Skills Training、春期イン
ドネシアにおける英語演習と多文化共生セミナーおよびジョグジャカルタ近郊で
のフィールドトリップ、2 年次に対してはトロント大学および現地 NGO・アソシ
エーションが協力し英語を使って多文化教育について学ぶ研修プログラムが提供
された。多言語プログラムは 1 年次前期、教育学習支援センターの先進的授業に
協力を得て iPad を使用したユニークな方法で複数言語を履修、2 年次前期には大
阪大学の豊富な外国語科目リソースを使い第二外国語が選択できるようにして、
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多言語コンピテンシーを育むことができた。
⑧

映画上映会、講演会、ワークショップなど多様な形態での未来共生セミナーを開
催、ニューズレター、セミナーの報告書、リーディングスなどの出版活動が積極
的に推進され、プログラムの社会的意義を周知させることができた。

⑨

「多文化共生」に取り組むリーディング大学院 6 校（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）と「六大学交流会」を開催し、多文
化共生社会の構築に向けた提案について議論、履修生や教員同士での情報交換や
交流が図られた。

2.6. プログラム年間行事
表 2.1

プログラム年間行事

日時

活動行事
4 月〜7 月

4月

4月8日

プロジェクト・ラーニング（2 年次）
新履修生オリエンテーション（大阪ガーデンパレス）

4 月 26 日〜5 月 8 日

6月

7月

8月

10 月

6月2日

Summer School in Multicultural Studies

トロント研修（2 年次）

プロジェクト・ラーニング中間報告会（大阪大学文理融合型研究棟 6 階：2 年次）

6 月 10 日〜11 日

「『多文化共生』6 大学交流会」（同志社大学）

7 月 19 日

セミナー「“ A Lide Barely Bearable”」（人間科学研究科）

7 月 29 日

プロジェクト・ラーニング成果発表会（大阪大学文理融合型研究棟 6 階：2 年次）

8 月 18 日〜27 日

コミュニティ・ラーニング（東北三地域：1 年次）

8 月 29 日〜9 月 2 日

RESPECT Academic English Skills Training in OSAKA

10 月〜1 月

公共サービス・ラーニング（１年次）

10 月〜3 月

海外インターンシップ（3 年次）

10 月 13 日、10 月 20 日、10 月 27 日

QE 中間発表会（1）（大阪大学文理融合型研究棟：2 年次）

10 月 20 日〜21 日 「博士課程教育リーディングプログラムフォーラム 2017」（名古屋マリオットアソシアホテル）
10 月 31 日〜11 月 7 日
11 月

12 月
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11 月 3 日

ザンビア研修（有志参加）

北海道研修—対話と共生のコミュニティづくりの実地調査

11 月 20 日

第 16 回未来共生セミナー「大学院での学びを社会でどう活かすか」（大阪大学文理融合型研究棟 6 階）

12 月 17 日

「朝鮮学校と祖国―映画『蒼のシンフォニー』上映会」（大阪大学全学教育推進機構大講義室）

12 月 22 日

公共サービス・ラーニング

12 月 22 日

未来共生イブニング（大阪大学文理融合型研究棟 7 階）
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1月

2月

1 月 27 日

公共サービス・ラーニング最終報告会（大阪大学文理融合型研究棟 6 階：1 年次）

1 月 31 日

QE プレゼンテーション審査（大阪大学文理融合型研究棟 6 階）

2 月 13 日

QE プレゼンテーション審査（大阪大学文理融合型研究棟 6 階）

2 月 18 日〜3 月 4 日

RESPECT Global English Skills Training in Indonesia（1 年次）
インドネシアサテライト集中講義

2 月 20 日
3月2日
3月

プログラム修了最終試験・プレゼンテーション審査（大阪大学文理融合型研究棟 7 階）
「SOGI の多様性と共生の課題②―トイレ・更衣室問題から考える多様性」 （大阪大学全学教育推進機

構実験棟Ⅰサイエンス・スタジオ A）
3 月 24 日

公共サービス・ラーニング成果発表会（大阪大学文理融合型研究棟 6 階：1 年次）

2.7. その他の行事
2.7.1.

日本学術振興会ＰＯ現地訪問

平成 29 年 5 月 18 日、平成 30 年 2 月 20 日に、日本学術振興会からプログラム・オ
フィサー（PO）並びに事務局同行者による現地訪問を受け入れた。
今年度プログラム・オフィサーの交代があったため、5 月 18 日は、プログラム・コ
ーディネーターからの概要説明と、教育現場・施設の視察として、共通講義室、学生控
え室、特任教育研究室の見学を行った。概要内容としては、プログラムの進捗状況と、
履修生の出口戦略、支援期間終了後のプログラムの定着・発展に向けた取り組みが説明
された。
2 月 20 日は、文理融合型研究棟 7 階共通講義室で行われた「未来共生イノベーター
博士過程プログラム」の最終試験プレゼンテーション（第 6 章 6 節［6.6］）に同席し、
コースワーク修了予定者 5 名の発表を聞いていただいた。その後、会場でプログラム責
任者、プログラム・コーディネーター、プログラム担当者との意見交換が行われ、双方
から忌憚のない質疑応答が行われた。

2.7.2. 第 1 回プログラム修了式
平成 30 年 3 月 24 日、プログラム修了最終試験
の審査が終わり（第 6 章 6 節［6.6］）、第 1 回プ
ログラム修了式が行われた。1 期生 4 名と 2 期生
1 名がプログラムを修了することとなった。修了
後の進路は大学・研究機関 3 名、民間企業 1 名、
公的機関 1 名である。
写真
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3.1. プラクティカルワークの目的
本プログラムを履修する大学院生は、在籍する研究科において、従来どおり専門教
育・研究指導を受けるとともに本プログラムのコースワークを履修することになる。コ
ースワークは「アカデミックワーク」および「プラクティカルワーク」の 2 つから構成
されている。
本章で報告する「プラクティカルワーク」は本プログラムの大きな特徴として位置付
けられている。図 3.1 にも示されているように、「プラクティカルワーク」は未来共生
プログラムにおいて継続的に実施されることとなっており、アカデミックな学びとも関
連づけられながら行われる、実践を通した学びである。履修生たちは、大学外のさまざ
まな共生を目指す実践の場に出向き、現場を知り、現場に関わり、現場との信頼関係を
築き、課題解決に向け協働の提案を試みるといった体験をフィールド（国内・海外）で
経年的に重ねていくものである。
未来に向けて共生を目指す実社会の中で、必要とされている実践者としての知識・技
能・態度・行動力がどのようなものであるかを実体験から学び、それを自分のものとし
て獲得していく力をつけていくことが「プラクティカルワーク」の大きな目的である。
具体的には、1 年次前期にコミュニティ・ラーニング（本章 2 節［3.2］）、後期に公共サ
ービス・ラーニング（本章 3 節［3.3］）、2 年次前期にプロジェクト・ラーニング（本章
4 節［3.4］）、3 年次に海外インターンシップ（本章 5 節［3.5］）、4 年次にフィールド・
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ラーニング（本章 6 節［3.6］）というプログラムが用意されている。
2017 年度のコミュニティ・ラーニングは、プログラム当初から継続して、東日本大
震災の被災地となった、岩手県野田村のコミュニティでフィールドワークを行い、フィ
ールドでの体験を分析・整理を行った。また、公共サービス・ラーニングでは、学校や
役所、NPO や財団などの諸機関に週に一回出向いて社会参加活動（サービス・ラーニ
ング）を行い、多文化コンピテンシーのなかの特にフィールドリテラシーとコミュニケ
ーションリテラシーの土台づくりを試みた。さらに公共サービス・ラーニングのフィー
ルドで培った信頼関係を基に現場からの協力を得ながら未来共生の課題を解決するた
めのプロジェクトを立案・実施・評価するプロジェクト・ラーニングを通して、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の具現化を図った。
また、これまでの知見を活かし、学生が自己開拓により探す方法で、3 ヶ月から 6 ヶ月
の海外インターンシップを行った。そこでは、自らの専門性を土台に海外で未来共生を
目指す現場で働くことで、多言語リテラシー、フィールドリテラシー、グローバルリテ
ラシー、政策リテラシー、コミュニケーションリテラシーの資質を深めた。
詳細については次節以降に述べていくが、
「（課題を）知る」
「（現場に）関わる」
「（課
題解決のためのプロジェクトを）つくる」という参加と行動のプロセスを経ると同時に、
個人のレベルから集団（チーム・組織）のレベル、足元から日本社会、世界の課題と向
き合うといったような多様な角度から、また自らが動いて自分のフィールドとなる場を
築くと言った、自律的なアプローチが設定されている。

図 3.1

プラクティカルワークの位置づけ 1)

1) 医学系研究科（医学専攻）の履修生は 4 年制コース。
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3.2. コミュニティ・ラーニング（1 年次）
3.2.1.

コミュニティ・ラーニングの目的

本授業は、未来共生イノベーター博士課程プログラムのカリキュラムの特徴である、
プラクティカルワークの第一ステップに位置づけられ、１年次の夏季休暇を利用して行
われるフィールドワーク実習である。本プログラムの担当教員である志水宏吉教授（プ
ログラム・コーディネーター；人間科学研究科）、渥美公秀教授（人間科学研究科）、稲
場圭信教授（人間科学研究科）が、東日本大震災直後から、宮城県南三陸町、岩手県九
戸郡野田村、宮城県気仙沼市において救援活動、調査研究活動を行っている縁から、そ
の 3 地域で実施してきたが、今年度から本プログラムのサテライトが開設されている岩
手県九戸郡野田村に履修生全員が結集し、人間科学研究科の合併授業として実施するこ
とになった。本プログラムのサテライトは 2012 年 3 月に開設された（第 7 章 1 節［7.1］）。
本授業の目的は、被災地におけるコミュニティの復興を現地の人々とともに考えるこ
とにある。被災地に実際に出向き、被災状況をはじめ、地域の歴史と社会的成り立ちを
理解し、地元の人々と対話や協働活動を通じて、被災地のコミュニティの諸課題を知り、
復興への道筋を共に考えることを学ぶ、というものである。

3.2.2. 東北フィールドワーク実習
本年度は 2017 年 8 月 18 日から 8 月 27 日の 9 日間に実施した。履修生は出発前に 3
回の事前学習会を行って現地に出向いた。
東日本大震災から 7 年目を迎えた岩手県野田村において、2013 年の第１回目のフィ
ールドワーク実習から今年で 5 回目である。従来は最初の 1 週間は４〜5 人の学生が野
田村でフィールドワークを実施し、最後の 3 日間を全履修生が野田村に集合して成果報
告を行うスタイルであったが、今年度は全履修生と人間科学研究科との合併授業を受講
した学生、12 名が全行程を野田村で過ごした。このため、昨年度までは、一人ずつテ
ーマやフィールドを分けて行っていたが、今年度は 3 人 1 組のグループワーク形式を取
り入れ、
「みちのく潮風トレイル」という復
興プロジェクトを共通のテーマとして取り
組んだことが大きな特徴、転換点である。
「みちのく潮風トレイル」は、環境省の
復興事業の一環で、被災した太平洋沿岸を
つなぎ、被災地と日本全体、そして世界を
結びつけることを意図したプロジェックト
写真

東北フィールドワークにおける

震災学習列車

である。
長年、お世話になってきた村民の方に窓
口なっていただき、野田村の海側と山側、

昼間部の 4 つの集落（新山地域、和野平地域、下明内地域、日形井地域）で、村民との
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対話を通じて「みちのく潮風トレイル」と村の復興、村民の復興について考える機会と
した。トレイル事業が村に住んでいる方々の生活にどのような影響を及ぼすのか、村民
の視点を積極的に吸収することによりインフラの本質がどう変わるのか、集落を歩きそ
こで出会った人びとから聞き取ったことを書きとめることで、学生たちは問いの答えを
求めて取り組んだ。
学生達は、人と人、道と村民、文化と自然などの共生について具体的な学びを深めて
いった。震災からすでに 6 年以上の年月が経過し、ハード面の再建は進展しているよう
に見受けられるが、村民の心の復興や村が抱える根本的な問題を見つめ直し、よりよい
復興のためには、地域内外で長期的に協力していくことであることを実感した。4 地域
で共通に抱える若者の流出と過疎化という問題を踏まえ、外部から野田村へ少しでも多
くの人を呼び込み地元の村民との交流を促すトレイルを提案した。
また、フィールドワーク実習のフィナーレでは、野田村の最大イベントである野田祭
りに参加し、学生達が出店して村民の方々との交流を深めたほか、フィールドワークで
お世話になった方を招いてラジオ番組として報告を行った。
そして、大阪大学と野田村との年月をかけた繋がり、村民の方々と信頼関係を築いて
きた教員や諸先輩の活動を鑑み、震災という予期せぬ事態を契機に知り合った人びとが
互いに影響を与え、長期的な関係を続ける意味についても、村民の次のような言葉から
学んだ。「短い付き合いではなく、長い付き合いが大事なんです。被災地へ来ることが
復興への大きな一歩であり、強い結びつきになるのです」「阪大さんとの付き合いがあ
ったおかげで、熊本などのほかの地域の震災でも何か貢献したいと思うようになりまし
た」野田村のさまざまな地域を歩き廻った学生たちは、身を持ってコミュニティ再生の
プロセスの一旦を体感し、フィールドワーカーへの第一歩を踏み出したといえる。

写真

東北フィールドワークにおいて

野田祭りに出店した学生ブース

3.2.3.

写真

東北フィールドワーク成果発表

会の練習風景

東北フィールドワーク成果発表会の資料

東北フィールドワークにおける履修生の成果発表会資料を次頁より示す。
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新山はどこ？どういうところ？

東北コミュニティ
ラーニング

ü4つの部落、計177世帯
ü海と山

岩手県九戸郡
野田村新山地区

野田村

ü家が山間部（明治の震災で住宅地移動？）
ü堤防
ü荒海ほたて

Ａ班
黒江裕貴、瀬戸麗、張茜樺

1．潮風トレイルと新山

目次
1．みちのく潮風トレイルにおける新山の位置づけ

ü 青森県八戸市～

2．地元の方々との対話で分かったこと

福島県相馬市

3．まち歩きなどで気づいたこと

ü 「小袖海岸～陸中野田駅」

4．私たちの「新山トレイル」提案

ルートは未開通

5．トレイルを具体化する工夫
6．私たちの新山トレイルへの期待

⇒新山が含まれる可能性が

7．課題など

高い！！

みちのく潮風トレイル

大崎孝太郎さん

2. 地元の方々との対話でわかったこと

城内和江さ
ん

①若者が少なくなってい
る

①‘若者が少なくなっている’←諦め？

③来るものを拒まない

②コミュニティのつながり
③来るものを拒まない
④来訪者が喜んでくれたら嬉しい
⑤昔の文化を伝えたい

②コミュニティのつながり

③来るものを拒まない

小谷地勝さん

小谷地ハヨさ
ん

⑤昔の文化を伝えたい

④来訪者が喜んでくれたら嬉し
い

ぱあぷるに展示されているハヨさんの新聞

私たちはハヨさんのお話を聞いている様子

3．まち歩きなどで気づいたこと
大沢幸正さん

③来るものを拒まない

②コミュニティのつながり
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大崎さんの避難ルートを歩くと、かなり
高くまで避難された模様

海からすぐ近くにあるお台場公園

大きな堤防があるけれど
ほとんどの場所から海が見える

その他
ü話し始めると笑顔いっぱいでお話ししてくれた方々
ü海→山→海のルートをたどること自体が楽しかった

道端の一里塚・庚申塔

これまで気づいたこと

道のコンセプト

ü来訪者の視点から新山の魅力に気づくのでは

ü「被災地だから」来訪者を呼び寄せるのではない
大唐の層から出発。新山の自然 (海→山) を堪能し、後に震災・防災に

üスポットではなく道に魅力があった
ü堤防を超える自然の脅威を理解して、安全を過信しない風土
（震災を風化させない町？）

ついて考える
ü住民と来訪者が対話することを促す工夫をする
→来訪者が新山の魅力を感じるだけでなく、住民も意識していなかった
新山の魅力を考えるきっかけになれば
ü地元の名産品を利用することで、住民に認知されやすい。トレイルの知名
度を上げることもできる

私たちのトレイル提案：
「ホタテのブレスレットとまわる新山」

ホタテのブレスレットに期待していること
ü来る人の目的が分かる→安心感（地元の人）

立札

ü〈ほたて使用〉トレイルのことを身近に感じられる（地元の人）
ü来訪側が話しかけやすくなる？
来訪者と地元の人の対話

課題
ü今回のFWで村民全員の意見を聞けず...
聞こえてなかった声もあるかも

ご清聴ありがとうございました！
üこれからのインフラ整備
（現時点はお手洗いや休憩所などの場所がない）
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本日の発表
１．和野平の基本情報

和野平地域
～人と関わるトレイル～
Bチーム
坂場

聶 寺口

２．トレイルのテーマと目的
３．FWを通じてわかったこと
４．実際の経路（スポットの紹介）
５．目的達成のための工夫
６．トレイルが村に与える影響
７． 内と外との共生

和野平とは？
〇歴史：開拓地

〇現状

山の上にあるため、震災による津波の被害なし
やませによる濃霧の発生
アジア民族造形館、和野平の山葡萄を使ったワイナリー、塩の道とのつながり
来年春、震災復興を目的とした水族館を建設予定

トレイルのテーマと目的

FWの概要
No.

〇テーマ

日程

時間

主なFW場所：内容

1 2017年8月20日（日）

9:30 ～ 11:00 米田方面散策：脇道を進む

2 2017年8月20日（日）

13:00 ～ 15:30 ログハウス：インタビュー①

3 2017年8月21日（月）

10:00 ～ 12:00 山側散策：村民の方とお話、お手伝い

4 2017年8月21日（月）

13:00 ～ 15:00 公民館：インタビュー②

水族館や果樹園（和野平の入口）に来た観光客に、

5 2017年8月22日（火）

9:30 ～ 12:00 日形井方面散策：村民の方とお話、お手伝い

その先にいる“人”を知ってもらう機会を増やす。

6 2017年8月22日（火）

13:00 ～ 15:00 お宅：インタビュー③

7 2017年8月23日（水）

9:30 ～ 12:00 全体散策：村民の方とお話、お手伝い

8 2017年8月23日（水）

12:00 ～ 15:00 お宅：一緒にお昼ご飯を作る

「和野平の“人”と関わることができるトレイルをつくる」

〇目的

FWを通じて：和野平の課題
〇広大な土地

×

1人暮らし ⇒

強いられた自給自足

FWを通じて：和野平の文化
〇“生まれ育った”土地の文化

・「開拓地である“家”」を大事にする考え
・1人当たり4haの開墾地

「家があるんだから。自分の生まれた土地でうまくいかない人は、他に行っても
うまくいかないよ。」（FN 2017/8/22 ）

・家間の距離の長さ
「スローライフも忙しいんだよ」（FN 2017/8/22）
「今はね、ほとんど（道で他の住民に）会わなくなったね」（FN 2017/8/21）

・一時的な居住者に対する割り切った態度
「あの人はいつ出ていくかわからないからね 。親戚の家さ、借りてるだけだしね。
犬がいるから、犬いる間はどこにも行けないし、いるんじゃない。」
（interview② 2017/8/21）

実際の道筋
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目的達成のための工夫点
・村の人に直接尋ねずには解答が得られない質問
・クロスワード形式
・村民が歩行者に通過を望まない道、することを望まない行動を
ルール設定によって回避

バス停前にある車の役割は何？

トレイル設定による村への影響
・地域内外に住む人々との交流の促進
・見知らぬ来訪者の声かけによる差し支え
「私は来てくれた人を（そのままの状態で）迎えるだけだからね、
こういうのが続いたらうれしい」

(FN 2017/8/24)

内と外との共生
〇内＞外の関係を保つこと

トレイルは内と外をつなぐ
⇒ トレイルは内と外の距離を縮める
＊ 外部の人間と接したくない人は接する必要はない

⇒ “共生”において、地域の人の視点や価値観を尊重する重要性の再確認

第3章
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目次

下明内の自然と
住民の温かさを感じる
トレイルコース
黒田 麻椰

C班

キム セジョン
中川 佳保

１．下明内とは？

１．下明内とは？
２．学んだこと

３．課題
４．トレイルの説明
５．トレイルの意義
６．考察

２．学んだこと



野田村役場から車で5分、歩いて２０分ほど



74世帯が住んでいる



「秋田」という地区がある

サテライトから歩いて３０分

①自然と人の共生
②人と人の共生

「小野寺」という苗字の人が多い

▲お稲荷さんの近くの景色

→なぜ「秋田」？



◀小野寺忠孝さんのおうち

民泊が2軒（野田村全体で7軒）
震災の被害は小さかった
→避難者の受け入れ



下明内のスローガン

▲下明内の入り口にある看板、下明内のスローガン

２．学んだこと
①自然と人の共生


花いっぱい運動



『農家食堂



野田バイオマス発電所

２．学んだこと
②人と人の共生


つきや』
▲花いっぱい運動

▼野田バイオマス発電所

年4回のお祭り
・二百十日祭

9月（立春から２１０日）

・金毘羅神社

11月10日

・初午祭

2月初めの午の日

・蒼前神社・お稲荷さん


月1回の部落総会



民泊

つきや▶

金毘羅神社の入り口▶

３．課題


3月10日

４．ルート説明

若者問題

地図をご覧ください。

①若者の数が少ない。

②下明内に住んでいる若者が、あまり行事に参加しない。
＝若者と高齢者の関係が薄れる。
→②を解決したい！

５．トレイルの意義


６．考察

トレイルをきっかけに、若者と高齢者をつなぐ。



高齢化の二つの要因

例）

社会的要因：個人主義化

・『つきや』における調理実習

経済的要因：雇用の不足

・農家体験

→これらが下明内にも起きている。

・お祭りに参加



トレイルで現地の行事に参加して、トレイルが仲
介となってつながりづくりに貢献する。

『つきや』のうきうきだんご▶
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I.
II.
III.
IV.

みちのく潮⾵トレイルの取り組み〜
道
D班

島本奈央 朴景善

V.

⽇形井基本情報
⽇形井班キャッチフレーズ
キャッチフレーズとその背景
⽇形井の⽅々に教えて頂いたこと
⽇形井の魅⼒を伝えよう！

櫻木晴日

p 山村地域
p 横合地区の四つの部落の⼀つ、間明・種

綿・⼤葛・⽇形井
p 藩政時代は、「野⽥塩」を運搬した⽜⽅

の通り道
p 現在１４⼾（少⼦⾼齢化）

p 訪れた⼈が「道」を⾃分のペースで訪れ

る旅
p ⾃然のペースと⾃分の⿎動を重ね合わせ

On your pace

p
p

暮らしている⼈の器の
広さ
⼈と⼈との⼼地よい距
離感
→外からの⼈々との受
け⼊れ⽅・共存の仕⽅
を知っている

p

（理由として）
p 元々この⼟地は開拓地
だった
p 他地域と異なり開拓者
同⼠はライバル関係で
はなく、⼀緒に⼊って
きて家族のように開拓
を⾏ってきた
p アジア⺠族造形館、苫
屋という外部者との共
存

坂本さんの⾔葉
「都会は街のリズムを⾃分のリズムに合わせて⽣
きている。野⽥村では⾃然のリズムと⾃分のリズ
ムの流れの速さが同じ」
「最初に⽇形井に住み始めた時は価値観のずれが
あったが、お互いが妥協点を⾒つけようと押した
り引いたりしてお互いを理解しようとしてきた」

p

内野澤ご夫妻の⾔葉
「村の⼈はのんびりしていて⾃分のペースで暮ら
している」

第3章

る旅
↔都会での忙しないリズム

へび発⾒！！！

進さんとお母さんへの
インタビューの様子

p 内野澤ご夫妻の⾔葉

「オクラも⼈間もねばねばするのは駄⽬
ね〜」
「うちの部落はマンションみたいなもん
だから、留守中は台所さ⼊るけど、⼲渉
はしないね」
p 近所の⼈と野菜を交換して交流

実践からの学び：プラクティカルワーク
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pace

道
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

⼈・⾞・船などが、往来す
るように整備された所
⽬的の場所に⾄る経路や、
その途中
⽬的地までの距離
ある⽬的や結果に⾏きつく
道すじ
物の道理
神仏の教え
ある特定の分野
事を⾏うためにとるべき⽅
法・⼿段

l

⼿書きまっぷ

歩み、歩調

p
p
p
p

村のあたたかみ
⼈に会いに⾏きたくなる
My paceに寄り道したくな
る
村の⼈にお返ししたい

⽇形井⾏きたくなるクイズ
p

村の⼈と話すきっかけに
⽤いる
→村の⼈に受け⼊れても
らうには⾃分もオープン
になる必要がある

→道を「道」としてではな
く、⼈と⼈との関係性で
あったり、⼈と⼈を結びつ
けるものとして位置付けて
いる

お化けかぼちゃさ、でたよ～

⾷べられねぇぞ〜

シカの落し物

！！ぎょぎょぎょ！！

ゲートボールはやめた！

Q.日形井に特徴的なL字型の家。これにはある特
別な手入れが必要です。それは何でしょうか。
p

p

p

屋号とは個々の家屋敷
につけられた家名であ
る
「どこどこの○○」と
いうように使⽤され家
ないし⼈物を指して⽤
いられてきた
『野⽥⺠族誌』による
と三百三⼗三軒収録さ
れている

p
p
p
p
p
p

カコイ（囲）
カーラ（川原）
ハヤシ（林）
マサヤ（柾家）
カアード（川⼾）
ドーヤ（銅屋）

より

『野⽥⺠族誌』

p 苫屋の屋根は

かやぶき屋根

p 修理費⽤には約

２０００万円かかる
（国からの補助）
p 厩と⺟屋が⼀体化
⼈々は⾺とともに
暮らしていた

苫屋にて 坂本みつるさん・くみこさんと共に
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3.3. 公共サービス・ラーニング（1 年次）
3.3.1.

公共サービス・ラーニングの目的

1 年次後期に設定されている公共サービス・ラーニングは、コミュニティ・ラーニン
グの経験を踏まえて、身近にある「共生の諸課題」を見いだすことを目的とする。その
ために半年間にわたって、週に 1 日、大阪近郊の各種団体において「公共サービス」を
実施する。活動の中で「未来共生イノベーター」として求められるリテラシーのうち、
とりわけ「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」
を伸長させることを目指す。
公共サービスの場としては、地方公共団体、財団法人、NPO・NGO、学校、病院、
メディア機関等が考えられる。未来共生プログラムが想定する「解決すべき諸課題」に
関与する組織・団体であることが求められる。また、幅広い経験を学ぶため、履修生が
専門とする研究関心とは違う他分野・領域で実習する。それらを通じて「共生の諸課題」
の経験を広げ深める。

3.3.2.

受け入れ先の一覧

2017 年度は表 3.1 の 8 団体に受け入れて頂いた。受け入れ団体は、各履修生と面談し
たうえで選定された。また、受け入れ団体の協力のもと、未来共生イノベーターとして
のリテラシー向上を念頭に、履修生それぞれに団体での取り組みを設定した。
表 3.1
班

2017 年度公共サービス・ラーニング受け入れ先一覧

受け入れ先

学生の取り組み

特定非営利活動法人 クロスベイス

地域づくり・居場所づくり

公益財団法人 とよなか国際交流協会

地域での多文化共生の居場所づくり

しょうないガダバ

地域での居場所づくり

特定非営利活動法人 ZUTTO

地域での居場所づくり

北大阪朝鮮初中級学校

多文化共生に関わる支援活動

大阪府立西成高校

生徒のエンパワメントを目指す学校

箕面市萱野小学校

地域とつながって人権教育を推進

豊中市 桜塚校区福祉会「なかよし」

地域づくり・居場所活動

1

２

３

3.3.3. 公共サービス・ラーニングのスケジュール
公共サービス・ラーニングのスケジュールは次に示すとおりである。昨年度の取り組
みの反省から、履修生同士が互いに交流できる機会を増やしている。
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表 3.2

公共サービス・ラーニングのスケジュール

年月日

行事

2017 年 10 月 6 日

オリエンテーション

2017 年 10 月 2 週

個々の場でサービス・ラーニングに従事

〜2018 年 1 月 3 週
2017 年 12 月 22 日

班別のモニターと相談活動
公共サービス・ラーニングワークショップ
於：大阪大学文理融合型研究棟 6 階

2018 年 1 月 26 日

公共サービス・ラーニング最終報告会
於：大阪大学文理融合型研究棟 6 階

2018 年 3 月 24 日

公共サービス・ラーニング成果発表会
於：大阪大学文理融合型研究棟 6 階

2017 年度の公共サービス・ラーニングの活動は 10 月 6 日のオリエンテーションを皮
切りに実施された。これまで同様、受け入れ先機関には大阪大学未来戦略機構第五部門
からの実施依頼書、覚書を、学生から誓約書と出席記録を提出し、10 月第 2 週からそ
れぞれの場でサービス・ラーニングに従事した。
各履修生は毎回の活動内容を日誌の形で記録し、1 週間以内に班を担当する教員に提
出する。活動内容を考慮して全履修生を 3 グループに分けて、月に 1 回班でのグループ
ミーティングを行った。履修生の活動は 2017 年 12 月 22 日のワークショップにて、全
体で共有し、ディスカッションを行った。

3.3.4.

公共サービス・ラーニング最終報告会/成果発表会

公共サービス・ラーニング期間が終了した
2018 年 1 月 26 日、文理融合型研究棟 6 階会議室
にて学内での最終報告会が行われた。意見交換を
重ねた上で、履修生らは報告書をとりまとめ、
2018 年 3 月 24 日、文理融合型研究棟 6 階会議室
において成果発表会を行った。成果発表会では、
受け入れ先の担当者をお招きし、履修生が公共サ
ービス・ラーニングでの学びを報告した。同会に

写真

参加いただいた受け入れ機関は、NPO 法人クロ

告会の様子

公共サービス・ラーニング最終報

スベイス、公益財団法人とよなか国際交流協会、
北大阪朝鮮初中級学校、大阪府立西成高校、桜塚校区福祉会 5 団体の方々に参加頂いた。
成果発表会は履修生にとって、その経験をとりまとめ発表することで、受け入れ団体
と履修生、未来共生プログラムの三者が互いに交流する機会である。引き続き、未来共
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生プログラムを通じて、多文化共生の輪を広げるための機会としても成果発表会は意義
のある機会となった。
表 3.3

班

公共サービス・ラーニング最終報告会の問題意識

受け入れ先

学生の問題関心

特定非営利活動法人 クロスベイス

内外の視点から多文化共生をみなおす

公益財団法人 とよなか国際交流協会

居場所の社会的課題

しょうないガダバ

待っているだけで共生できるのか

特定非営利活動法人 ZUTTO「ぐーてん」

居場所の存在が社会変革を妨げる

北大阪朝鮮初中級学校

差別者としてのマジョリティの自覚

大阪府立西成高校

社会資源とのつながりをつくり続けるには

箕面市萱野小学校

特別支援担当と非担当の間の溝

豊中市 桜塚校区福祉会「なかよし」

老々介護・介護離職の課題

1

3

4

3.3.5.

公共サービス・ラーニング成果発表会の資料

公共サービス・ラーニングにおける履修生の成果発表会資料を次頁より示す。
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団体の概略
ATOMOS・・・Association for TOyonaka Multicultural

とよなか国際交流協会

Symbiosis

歴史
1993年：財団法人とよなか国際交流協会設立
1998年：基本理念の設定
※1997年阪神淡路大震災、1999年豊中市「財政非常事態宣言」
により予算大幅カット

人間科学研究科

グローバル共生学
黒江裕貴

団体の概略

2011年：指定管理者制度

活動内容
ATOMOSの活動と3F(Fashion,

基本理念
市民の主体的で広範な参加により、人権尊重を基調とし
た国際交流活動を地域からすすめ、世界とつながる多文
化共生社会をつくる。

事業の三本柱
①多様な人々が尊重される地域づくり

・悩みが分からない
・地域に住んでいる感がない

29事業 ・・・日本語交流活動、多文化保育にこにこ、
外国語体験活動、多言語相談、学楽多、
おやこでにほんご、こども母語 etc

②周縁化される外国人のための総合的なしくみづくり
③学校とつながってつくる豊かな未来

活動内容

※多くの事業において、現場の活動はボランティア
に支えられている

活動内容

日本語交流活動

小学校外国語体験活動

・月、木、金、日の週4回
・日本語学習だけでなく、生活情報を得たり、ライフラ
インとなる人との出会いの場

・小学校に外国人ボランティア講師を招き、母国の言
語文化を紹介する

・授業・教室ではなく交流

・外国人講師(ボランティア)のエンパワメント

・「教えるのではなく、聞いてあげてください」

・外国にルーツを持つ子供のエンパワメント

多言語相談

我楽多

・金曜11：00～16：00
・10言語で対応

・豊中市くらし支援課の要請
・様々な事情により学校で居場所を失った子供たちの
居場所、学習支援

多文化保育にこにこ
・木、金
・来日後1年以内で妊娠出産する女性が多い
「公益財団法人とよなか国際交流協会2016年次報告書」より

共生の課題
社会の中で居場所をつくる難しさ
・センターは利用者にとって良い居場所になっている
butセンターの外に依然として居場所がない場合も

→周縁化される外国人のためのしくみづくり、多文
共生社会実現への距離

活動の評価が難しい
・共生実現のための活動には長期的な視野が必要
but周囲、マジョリティ側の承認を得るには単純な
数字がものを言う
→3Fの活動の方がマジョリティ側は認識しやすい
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・外国人を消費しない
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「公益財団法人とよなか国際交流協会2016年次報告書」より
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大阪府立西成高等学校で
学ばせていただいたこと
人間科学研究科 櫻木晴日

⻄成⾼校の校舎

COZYとなりカフェ

西成高校の概要

活動内容１

学校

活動内容２
拝見したこと

関係づくり
• ⽣徒との会話

• 授業
①多彩な選択授業の内容

◇放課後残っている⽣徒

②授業内の⽣徒-教師間のやりとり等、

◇休み時間

授業の様⼦

• 学校⾏事への参加

◇⽣徒について ◇授業について

◇⽂化祭

◇学校説明会

◇講演会

◇⻄成教育フェスタ

見出した共生の諸課題について１
高校

進学

• 朝・昼・放課後カフェのお⼿伝い…？
◇⽣徒と話す・遊ぶ（⽣活の様⼦を伺う）

◇進路 ◇先⽣について

• 先⽣⽅のお話を伺う

COZYとなりカフェ

⽣徒のボトムアップを図る取り
組みが多く実施されているにも関
わらず，社会的制度等が原因で，
⽀援へアクセスできる者が限ら
れている→学校を出てから⼀旦社
会とのつながりが途切れると、包
摂できない状況がある。

◇⽣徒の気になる情報の共有

• 先⽣⽅との情報共有の場への参加
◇放課後、福祉の先⽣・管理職の先⽣への報告
◇⽀援が必要な⽣徒についてSSWや担任の先⽣との会議への参加

見出した共生の諸課題について２

労働が合う
手帳
自ら動く

無所属
各機関とのより緊密な連携や相互理解に
よって、

共⽣の基盤が創造できるのではないか。

西成高校の皆様、
ありがとうございました
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授業料

労働

◇⾷事補助が必要な⽣徒への⽀援

• カフェ後のミーティングへの参加
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各機関とのより緊密な連携や
相互理解によって、共⽣に向
けた価値の創出につながるの
ではないだろうか。

ぐーてんさんの概要

ぐーてんさんで
学ばせていただいたこと

´NPO法⼈ZUTTOさんが運営
´就労⽀援がベース
´若者の居場所づくり（⽉曜⽇）, 就労⽀援（⽕〜⾦曜⽇）
⼦ども⾷堂（⽉⼆回⽉曜⽇）, ⼤⼈⾷堂（⽉⼆回⾦曜⽇）

⼈間科学研究科

瀬⼾麗

⾒出した共⽣の諸課題

活動内容（毎週⽉曜⽇）

①居場所の質と量が社会には必要

´若者の居場所づくり（10:00-16:00）

②居場所は共⽣空間になりえる。

…ex. 料理づくり・映画鑑賞

しかし居場所の外部が変わらなければ真の共⽣社会
を創ることができない。

´⼦ども⾷堂（17:00-20:00）
…勉強タイム(1時間)・遊びタイム（1時間）
⼦ども⾷堂スタッフミーティング（20:00-20:30）

課題①

・⾊々な参加レベル
・しんどい⼦どもの変化
・視点の共有

できるだけ全員排除しない環境
・参加者のかたより
・参加者同⼠の衝突

それでも来れない⼈がいる
（アクセスできない・アクセスしても続かない）

課題②
居場所は共⽣空間になりえる。
しかし居場所の外部が変わらなければ真の共⽣社会
を創ることができない。
（ex. 制度, 地域の住⺠の理解）
・「⼦ども⾷堂は⼀時避難の場所」
・もちつき⼤会

居場所の質と量が社会には必要

ご清聴ありがとうございました。
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刀根山校区
福祉委員会

桜塚校区福祉会
あ

おしゃべりサロン
「なかよし」
小さなくりの木会
（予定）
あ

蛍池校区
福祉協議会

豊中市
社会福祉協議会

・・
・

桜塚校区
福祉会
・・
・

未来共生5期生
言語文化研究科言語文化専攻
中川佳保

おしゃべりサロン「なかよし」
まほろば会（会食サービス）
配食サービス
小さなくりの木会（ミニデイ
サービス）
なんでも相談窓口

おしゃべりサロン「なかよし」

私は何をしているか

木曜日は…

• 会場の準備、おしゃべりサロン中のお茶出し、食器洗いなど
• 利用者の方やスタッフの方とお話
• スタッフの方とお昼ごはん

• 認知症の人、てんかんの人、うつの人、引きこもりの人、などさまざ
まな人が集まる
• 校区外からも人が集まる
みんなでお茶を飲みながらおしゃべりしたり、石ころアートをしたり
• 介護や生活に関する情報を交換し合う
• スタッフの方は介護経験者、利用者が発作を起こしても対応できる

介護についての問題

今後の課題

• 老々介護
2025年問題、8050・9060問題
• 介護者の配偶者からの理解の乏しさ
• 介護離職
→経済的な問題、キャリアの問題、精神的な問題
• 男性介護者の孤立→ネットワークづくりが進められている
• 買い物難民→配食サービス

• 自分がここで何を知りたいのか、何をしたいのかを明確にする
• 自分から動けるようになる（西野さんに言われる前に！）
来週の目標
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§ 学力保障

§ 特別支援の重視

§ 基礎知識の定着

§ 前期課題・後期課題

§ 読書習慣

§ 毎週の金曜日の報告

人間科学研究科M1
聶蕙菁

§ 総合学習の充実

§ 家庭、地域との連携

§ 外国人（台湾、韓国、オラ

§ PCT活動（家族、子ども、

§ 貧困問題（JICAの方）

§ らいとぴあ21

§ LGBT

§ 子ども食堂

§ 助産師

§ おはなしサークルたんぽぽ

§ 学習支援（授業中）

ンダーの方）

先生）

§

特別支援学級担任と非特別支援学級担任の間の溝

§

ーー職員会議に参加できない

§

ーー特別支援学級担任と他の先生との交流が少ない

第3章

§ 特別支援子ども（Cさん）との関わり
§ 気になる子についてのメモ取り

実践からの学び：プラクティカルワーク

35

VISION-その理念-

差別と貧困をなくし、
ともに生きる社会をつくる

国際公共政策研究科博士前期課程１年
島本奈央

事業内容
学習支援事業

地域まちづくり事業

• 学習サポート教室 DO-YA の運営

• 生野コリアタウン事務局として委
託事業の推進

• 体験学習教室 DO/CO の運営
• 海外スタディツアーへの派遣

• 生野コリアタウンまつりの企画・
運営への参画
• コリアタウンでの多文化共生教育
研修プログラムの展開

所信表明
～自身の大切にしたいこと～

①イベントの企画・運営に携わる→実行力！
②商店街の交渉における交渉の役割を知る
③在日コリアンと日本人の共生について
→異なる民族同士の共生における知見

活動内容について
10月 地域まちづくり事業
• 生野コリアタウン祭りサポート
＊あるイベントに対する企画・運
営の実行
＊商店街内部の交渉の難しさ

12月～現在 体験学習教室事業
• SDGsの利用提案
→生野区で何かアクションを起せ
ないか？？
→生野区における多文化共生の取
り組みについてリサーチ開始！

共生の諸課題
1. 多文化共生政策の現実との乖離（外からの視点）
異なる視点からのアプローチについて。
2. 自分がマイノリティ―になった時の疎外感はどこ
から生じるのか（内からの視点）

ありがとうございました！！
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目次
CONTENT

日本人と在日コリアン
言語文化研究科言語文化専攻 Ｍ1 坂場 大道

団体概要

活動内容

共生の課題

朝鮮学校
という存在

結語

参考文献

PART ONE

PART TWO

PART THREE

PART FOUR

PART FIVE

PART SIX

北大阪朝鮮初中級学校

団体概要
PART ONE

大阪市東淀川区に位置する朝鮮学校。非一条校であり、日本
の小学校・中学校に相当する初級及び中級、幼稚班も設置。

PART TWO 活動内容

英語の授業
・初級部低学年(1～3年)の生徒たち
アルファベット、あいさつ、ゲーム
・初級部高学年(4～6年)と大阪福島朝鮮初級学校の生徒たち
会話、数字、クリスマスパーティー

活動内容

イベント

PART TWO

・アンニョンフェスタ
公開授業および飲食模擬店やバザー、民族楽器や民族舞踊などの舞台
発表。校庭に七輪(かんてき)を置いて焼肉。阪大として出店も。
・映画上映会

北朝鮮に修学旅行で訪問する朝鮮学校の生徒に密着した映画
「蒼のシンフォニー」を大阪大学豊中キャンパスで上映。

共生の課題
PART THREE

・「オリニの日」
餅つき大会、凧上げ

・芸術大会＠生野朝鮮初級学校、東大阪朝鮮中級学校
遠方からは和歌山県など、様々な朝鮮学校から開催地に
生徒たちが集まる。朗読、漫才、劇などが朝鮮学校初級
の生徒によって披露。

PART THREE 共生の課題

PART THREE 共生の課題

現実と認識のずれ～なぜ無知であるのか～

現実と認識のずれ～なぜ無知であるのか～

・自分の問題となる材料は溢れている

「どうやって日本語勉強したんですか」「なんでそんな名前なの」

在日コリアンの人々と間接的な形でも接したことのない人はいないはず。
・川端 (2013):
本名を語る人の少なさ
(インタビューした4０名以上の在日の若者のうち、本名で学校に通ったのは、
中学校まで朝鮮学校に通ったものと、岡山市内の県立高校に通う生徒一人のみ)

・日本では在日コリアンについての説明をせねばならず、壁ができる。
⇔ 朝鮮の人たちは当然のこととして、温かく受け入れてくれる。
・知っていたとしても自分たちの問題、社会問題ではなく、個人の責任問題

朝鮮学校出身者は就学年齢にある在日コリアンの1割に満たず

第3章
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PART THREE 共生の課題

矢面に立つ被害者

朝鮮学校
という存在

・「自分から動かないとなんもしてくれへん！」

― 身近であるはずの問題の認知不足。(⇔ パレスチナ問題)

PART FOUR

→ 自分が加害者側、差別する側に立つこともあるという事実

― 自分について、日本人、日本の歴史についての知識不足

PART FOUR 朝鮮学校という存在

PART FOUR 朝鮮学校という存在

前提の共有

脅かされる朝鮮学校(朝鮮学校無償化問題)

・当然のものとして扱われる自分の名前、アイデンティティ

・校舎の老朽化

・マイノリティがマジョリティへ

・教員の減給、賃金の未払い
・生徒数の減少（例：1クラス3名）

・個人の問題が全体の問題へ

・移転、統合、廃校（東大阪朝鮮中級学校）

PART FIVE 結語

・歴史を無視することは排除へとつながる

結語

・他者に、そして自分に向き合う

PART FIVE
・差別者としての自分を受け入れる

PART SIX 参考文献

参考文献
川端浩平 (2013) 『ジモトを歩く-身近な世界のエスノグラフィ』御茶の水書房.

THANK YOU FOR LISTENING
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3.4. プロジェクト・ラーニング（2 年次）
3.4.1.

プロジェクト・ラーニングの目的

「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、企業・自治体・NGO・NPO・学校・病院・地域等で
グループワークを行い、現場のスタッフとの協働による未来共生に関するプロジェクト
の計画立案・実施・評価を実践することによって多文化コンピテンシー（特にそのなか
のフィールドリテラシー、コミュニケーションリテラシー、政策リテラシー）の具現化
を図ることを目的としている。
現場に一人ひとりが赴いて、サービス・ラーニングを行った経験を土台に、見いだし
た「共生の諸課題」に関して解決する仲間を集い、3 人以上のチームで取り組む。半年
間という制限期間の中で、履修生はチーム内の連携と現場との連携を求められ、それを
通じて「共生の諸課題」に対する実践力を養う。プロジェクトが始まる前月までにはプ
ロジェクトの企画書ならびに予算書を提出することが求められる。
プロジェクト・ラーニング期間中は、必要な授業時間に相当する時間をグループワー
クによるプロジェクトにあて、それぞれのフィールドに応じて実施された。担当教員に
よるモニター・相談活動がある他、毎回の活動後に活動日誌の提出によって報告と振り
返りが行われた。またプロジェクトの成果発表には受け入れ先の担当者をお招きした。

3.4.2.

受け入れ先の一覧

2017 年度の具体的な受け入れ先は表 3.4 に示す通りである。この 3 団体は、１年次後
期の公共サービス・ラーニング先等であり、履修生が信頼関係を築くなかで、プロジェ
クトに協働でとりくむことを承諾いただいた団体や機関である。
表 3.4
班

2017 年度プロジェクト・ラーニング受け入れ先一覧

プロジェクト名

受入機関
特定非営利活動法人

1

内容
暮らし

地域でつながりの弱い人とつながるため

子どもと防災体験 by らいとぴあ×阪大

づくりネットワーク北芝

の、防災まち歩き・避難シミュレーション
日本語を母語としない生徒の教科学習の

外国にルーツをもつ子どもと「やさしい日

特定非営利活動法人

おおさ

本語」

かこども多文化センター

2

困難を、「やさしい（易しい/優しい）日
本語」の観点から乗り越える
居場所づくりの多面性を明らかにし、地域

3

ガダバ探偵団

しょうないガダバ実行委員会
に「居場所」の芽を吹かせる
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3.4.3.

プロジェクト・ラーニングのスケジュール

プロジェクト・ラーニングのスケジュールは次に示すとおりである。
表 3.5

プロジェクト・ラーニングのスケジュール

年月日

行事
オリエンテーション

2017 年 4 月 14 日
於：大阪大学文理融合型研究棟
個々の場でプロジェクト・ラーニングに従事。
2017 年 4 月〜7 月
週報の提出。班別のモニターと相談活動。
プロジェクト・ラーニング中間報告会
2017 年 6 月 2 日
於：大阪大学文理融合型研究棟
プロジェクト・ラーニング成果発表会
2017 年 7 月 29 日
於：大阪大学文理融合型研究棟

2017 年 4 月 14 日にオリエンテーションが行われ、プロジェクト・ラーニング全体の
スケジュールが示された。受け入れ先機関には大阪大学未来戦略機構第五部門から実施
依頼書、覚書を、学生から誓約書を提出し、正式にそれぞれの場でプロジェクト・ラー
ニングに従事した。ただし、公共サービス・ラーニングからの継続的なかかわりを前提
としているため、企画書作成にあたっての打ち合わせや予備活動が 4 月以前からすでに
始まっているところもあった。
毎回の活動内容は日誌の形で記録し、一週間以内に班を担当する教員に提出されると
同時に、適宜グループミーティングが行われた。チーム内の連携と現場との連携をおこ
ないながら、目標達成のためにプロジェクトが取り組まれた。

3.4.4.

プロジェクト・ラーニング中間報告会

2017 年 6 月 2 日には、大阪大学文理融合型研
究棟にてプロジェクト・ラーニングの中間報告
会が行われた。3 グループ 3 様のプロジェクト
に対して、さまざまな質疑応答や議論が活発に
なされた。課題の設定や背景が見えにくく、履
修生のやりたいプロジェクトになっていないか、
協働している団体のニーズをどれだけ汲み取っ
ているか、など受け入れ機関とのやりとりや協
働という観点からの質問が投げかけられた。ど
のプロジェクトも先方とのコミュニケーション
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が十分でないまま進めているところがあり、そのため自信がなかったり、柔軟性に欠け
るところが見られた。協働を進めるにあたって、先方とのやりとりを密にすることで不
安材料を消して楽しんでいくこと、小さな PDCA サイクルからプロジェクトを振り返
っていくことなどがアドバイスされた。こうした意見交換を通して、プロジェクトをブ
ラッシュアップしていく機会となった。

3.4.5.

プロジェクト・ラーニング成果発表会

2017 年 7 月 29 日、大阪大学文理融合型研究棟において成果発表会が行われた。受け
入れて下さった機関に向けて自分たちが学んだ成果を発表する場として設定された。発
表内容に関しては次節の当日のパワーポイント資料を参照されたい。受け入れ機関及び、
プロジェクト協力者からは、特定非営利活動法人おおさかこども多文化センター、特定
非営利活動法人暮らしづくりネットワーク北芝、しょうないガダバ実行委員会の方に参
加いただき、履修生の発表へのコメントや質問など、積極的に参画していただいた。
発表会の最後には、受け入れ機関への受け
入れとコメントへの謝辞、プロジェクト・ラ
ーニングの意義が述べられた。履修生立案の
プロジェクトに対する現場からの厳しい意見
や助言をいただき、現場課題に取り組んでい
く未来共生イノベーターとしての姿勢を履修
生自身が考え直す契機となった。終了後の交
流会では、さまざまな機関や団体同士の情報
交換や交流がすすみ、関係機関のネットワー 写真 プロジェクト・ラーニング成果発表
ク化が進められた。

会での発表

3.4.6. プロジェクト・ラーニング成果発表会の資料
プロジェクト・ラーニングにおける履修生の成果発表会資料を示す。

第3章

実践からの学び：プラクティカルワーク

41

1 背景
背景とプロジェクトの結成

「やさしい日本語」によるコミュニケーション
〜学校教育の現場から〜
おおさかこども多文化センター+RESPECT

2 過程

目次

学習会を行うまでの経過

3 学習会当日の状況
学習会の内容

CONTENTS

4 学習会の結果
アンケート結果と学習会の反省点

■ グループメンバー 王一瓊 金世貞 陳思源 林貴哉 山口真美

5 プロジェクトの意義
個々人の成果・課題

大阪の状況
今までの支援
文部科学省は、帰国・外国人児童生徒等に

1
PART

対する支援施策として日本語指導のための
教員配置、日本語指導者等に対する研修、

日本の公立学校には、「日本語指導が必要な児童生徒」

就学ガイドブックの作成・配布などを実施し

が34,335人（平成28年度）在籍しており、増加の一途をた
どっている。大阪府でも、2,275人が日本語指導を必要と

ている。また、日本語指導が必要な児童生

しているとされている。

徒が大阪市内の小・中学校に編入学した際
、小学校低学年の場合は日本語指導協力
者が在籍校へ派遣され、小学校高学年と中
学生の場合は児童生徒が日本語教室へ通
級することになる。

しかし、このような声がまだ聞こえる

おおさかこども多文化センター
日本語教室から卒業したけど、この子の日本語は本当に大丈夫だろうか。
授業についていけるかな。（高校の先生）

外国にルーツを持つ子どもの保護者は日本語レベルがバラバラで、学
校の先生とのコミュニケーションが難しい。（小学校の先生）

外国にルーツを持つ子どもたち（小、中、高）を対象とする
教育支援リソースセンター。
異なる言語や文化を持つ人々が、生き生きと暮らしていける社会を
作ることを目的としている。
「やさしい日本語」を教育現場で広めたい！

この子は一応日本語が話せるが、同級生とうまくコミュニケーションできる

・2016年6月：少人数の学習会
・2017年7月9日：外国にルーツをもつ子どもの
“書く力”を育てる学習支援 学習会

かな。友達ができているかな。（地域ボランティア）

グループメンバーの問題意識

金
留学生としての共感

動機

（日本語の難しさの痛感）

言語から支援の輪を広げよう

公共SL先
関西沖縄文庫

外国にルーツをもつこどもを対象
にしたイベント

公共SL先
北大阪朝鮮
初中級学校

・漢字、ひらがな、カタカナ
を併用している日本語
をどのように教えるか

問題
意識

・日本語が話せる人が
「やさしい日本語」へいかに

山口

貢献できるか

陳
留学生としての共感

動機

研究分野はバイリンガル教育

日本の学校教育における

家族の都合で来日した日本語非母語話者の児童生徒らは、2つ以上の文化の中で生きることになる
ため、慣れない生活に対する不安など様々な問題に直面している。特に日本語の問題が切実である。
日本語非母語話者の児童生徒らは、日本語ができないため、授業内容についていけず、友達ができな

「外国人」への興味

動機

日本語現状を明らかにしたり、
悩みを解決したりする

解決に寄与する

公共SL先
コリアNGO
センター

・よりよい学校教育環境を

いなど様々な困難がある。

つくるための活動

言語問題は、外国にルーツをもつ子どもたちだけでなく、その保護者も直面する問題である。学校から
のお知らせに対する理解不足、先生とのコミュニケーションの欠如。いずれにしても、子どもの成長に深

・学校での困難をどう解決
できるか
・不利な状況に置かれた

く影響を与えている。

外国にルーツを持つ子どもの

・現場の子ども・先生の悩みの

・言語は教育・学習の根本

問題
意識

・アイデンティティの葛藤を抱える
であろう子どもたちの実態を明らか
にしたい

問題
意識

人々に向き合う人を増やす

公共サービス・ラーニングでの問題意識

共催

おおさかこども多文化センター（王）

おおさかこども多文化センター

「進路ガイダンス」でお母さんの話：
★一応日本語ができるが、学校からのお知らせにはわからない内容が多い

未来共生「やさしい日本語」チーム

★息子の日本語能力が低いので、勉強できずに、友達ができないと心配
研究テーマは「やさしい日本語」であったため、日本語非母語話者の悩みを解
決するために、「易しさ」+「優しさ」が学校現場でも活用できないか

B

共通の問題意識

A

市岡中学校日本語教室（林）
家庭科で観察した子どもたちの様子：
★母語話者の生徒が非母語話者の生徒に対して、教師を媒介にして意見を
伝えようと試みて、直接コミュニケーションを行おうとしない
「やさしい日本語」イベントを通して、外国にルーツをもつ子どもの周囲にいる人
に変化を求める（自分の使っている日本語について意識するようになる）ことを

7月17日（月・祝）外国にルーツをもつ子どもの教育支援学習会の共同開催
「やさしい日本語」による コミュニケーション ～学校教育の現場から～

• 常連以外の小・中・高の先生方の学習会への参加
→参加者の固定化の解決への一歩
• 継続性（アンケートより：こんな研修会をまた開催してほしい、現場で広げたい）
→引き続き、「やさしい日本語」を研究している先生に講演をお願いしたいとのこと
• やさしい日本語への理解を深める
→企画段階での院生（留学生）とのやり取り／ミスコミュニケーション

期待する
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過程① 対象は誰か

2

子ども？大人？
母語話者？非母語話者？両方？

PART

→自分たちは何がしたいのか？ 何ができるのか？
→現場の声を知ろう
⓪おおさかこども多文化センター
①市教育委員会の方
②大阪市立南小学校

過程

大人を対象に、外国にルーツをもつ子どもを取り巻く環境、
特に今回は「言語面」での課題への認識を広めることを目的とする。

過程② 学習会に向けて
5月以降
5月17日 市教委ヒアリング

6月17日 府在日外国人教育研究協議会

5月19日 打ち合わせ

6月23日 南小学校 見学

5月27日 OKoTaC総会

7月9日 OKoTaCイベント
外国にルーツをもつ子どもの
「書く力」を育てる学習支援

6月3日 OKoTaCイベント
外国にルーツをもつ子どもの教育支援
連続セミナー第1回 ネパール編
6月10日 『外国人の子ども白書』イベント
大阪発：外国にルーツをもつ子どもたちの
現状と課題

3
PART

7月17日
外国にルーツをもつ子どもの教育支援学習会

「やさしい日本語」によるコミュニケーション
～学校教育の現場から～

学習会当日の状況

学習会の内容：講演＋ワークショップ

〈参加者の特性〉

〈イベントのスケジュール〉

• 総参加者数：66名

13:30～14:00：受付
14:00～14:00：開会
14:05～15:15：講演(70分)
15:15～15:25：休憩
15:25～16:25：ワークショップ(60分)
16:25～16:30：まとめ
16:30～17:00：
希望者による質疑応答や交流の場

学校教員

31名

日本語支援

8名

関連団体

14名

学生及び所属なし

13名

→ 学校の教員の参加率が
最も高かった。

►講演の内容は主に2つ
1.基礎理解
(大阪市在留外国人の現状、日本語指導が必要な児童生徒の受入状況、
在留外国人の認識可能文字、在住外国人の使用言語、やさしい日本語
ニュース、しゃべり方の基礎)

2.外国人に難しそうな日本語
(実生活、学校の特有な言葉、幼稚園のお知らせ内容の分析）

学習会の内容
ワークショップ
日本語と関連付けて「今、ご自身が関わっている現場で抱えている問題」に関して
グループのメンバーと話し合う活動をし、その内容を全体で共有した。

4
PART

〈イベント当日の風景〉

アンケート結果

アンケート結果

点击此处添加标题

回収率：83.3％（55/66）
参加満足度
情報入手経路

25
20

大変良かった
良かった
少しもの足りなかった

1.8%

24

未回答

21

3.6%

難しさを改めて感じた。

15

2．多くの立場の方と交流できた

38.2%

10
5

参考になったこと
1．外国の方にとって、日本語の

ワークショップが良い。

56.4%

3．やさしい日本語であるか

8

どうかを判断するサイトと

1

2

2

2

＊大変良かった：31人
良かった：21
少しもの足りなかった：1人

1．情報入手経路
（未回答1人、複数回答6人）
＊その他：大学関係者、府立外教のお知らせ、学校
・学校の掲示板、富田林市国際交流協会のニュース
レター、吹田市国際交流協会、安田先生の講演会、
阪大生、未来共生のHP、知人・友人、妻、日本語
教師からの情報

教材を初めて知った。

理由

1．外国人の立場から、もう少し
シンプルなやさしい日本語を
伝えていきたい。
2．各方面の人々と現場の状況や
難しく感じる点を共有でき、
大変勉強になった。
3．活用して、今後の生活や現場

参考にしたい。
2．標準語と方言についての指導の
言葉に注意を払う。
3．判断システムを通して、文章の
やさしさを診断したい。
＊他の会議や研修に広めたい＊

で役に立ちそう。

現場活用

2．参加満足度
（未回答：2人）
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学習会の反省点

A

2．子ども連れの参加者

2．レジュメ配布

3．小銭

会場設営

C

B

1．人数

1．机の幅

時間が足りなかったこと

２．自己肯定感をもてる環境
３．親子間の言語の差

スケジュール

5

D

１．具体例
1.

PART

受付

講演の内容

→フィードバック：OKoTaC通信の執筆

個々人の成果や課題

まとめ

• 研究テーマから
実践へ

•

• 「やさしい日本
語」と聞いたとき
に現場の先生の頭
に浮かぶイメージ
と、学問的な定義
のずれ

•

王

企画から実施ま
で。学習会の内
容が今後の活動
の参考になる。
中国と日本の
「やり方の差」

金

• 実践するとは
どういうこと
か
• 事務面でのミ
ス、時間のか
けどころ

林

陳

• 課題からプロ
ジェクトへ（絞
ること）
• コミュニケー
ション、物事の
進め方

• 言語の壁と、言
語以外の大きな
壁
• よりわかりやす
い「やさしい言
語」の実践の必
要性

• プロジェクトとして現場と関わること（おおさかこども多文化センター＋未来共生の思い＋現場の声）
→現場では複雑な要素が絡み合った出来事が起きていることを知っていても、
イベントを行う際は、焦点を絞らなければならない。
•

アンケートで「○○が足りなかった」という意見があったのは、今後の取り組みにつながる。

• イベントで取り上げるテーマは断片的なものであったとしても、1回の学習会で全ての問題を解決しようとせず、

山口

言語、文化、社会等の要素を個々人が後から繋げることができるようなものであることが重要。
→逆に見れば、今回は「言語」から教育現場を見るという視点を提供できたと捉えることができる。

• ワークショップを通して、現場の先生方をはじめとした外国にルーツをもつ子どもと接する方々や大学院生の
交流の場になったのはよかった。

ご清聴、ありがとうございました！

Thank you
外国にルーツをもつ子どもと「やさしい日本語」
■ 報告者： 王一瓊 陳思源 林貴哉 山口真美
（金世貞）
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背景
「らいとぴあ21」とは－－大阪箕面市立萱野中央人権文化センター
－－指定管理者：特定非営利活動法人「暮らしづくりネットワーク北芝」
－－「住民のつぶやき拾い」

「子どもから高齢者まで安心していきいき暮らせる地域づ

くり」
以前からこんな声があった・・・

プロジェクトラーニング

成果発表会：

・「『有馬高槻断層』が走ってるから、地震が起きたら被害が心配！」

王文潔
佐々木美和
澤井未緩
張茜樺
彭訓

子どもと防災体験byらいとぴあ21×阪
大

・「『らいとぴあ21』は指定避難所ではないけど、災害が起きたら必ず避難しにくる住民がいる」
・「災害時の地域住民のニーズに対応できるよう防災関連シミュレーションを行いたかったが、
なかなか実現できる機会がない」

職員さんの声

目的

・「企画が先走らないように」

・実際の災害の時に経験するだろう避難体験をしてみること

・「らいとぴあとのつながり、
住民同士のつながりが弱い人を巻き込みたい」

・地域としての防災を考えるきっかけとなること

＊特に新規入居者や障がいを持つ

子どもの保護者にアプローチ

・イベントをきっかけに、地域の「顔見知り」を増やし、「あいさ

・「まもりんピック」という過去の企画

つ」ができる関係が生まれやすくなること

→保護者とのご飯会実施を決定！
・企画のプロセス自体も大切だと気づいた…

保護者の声
＊障害デイサービス利用者の保護者：

・体験することの大切さ
・まちを歩いて、危険察知能力を鍛える
＊その他の保護者：

・とっさに自分を守れる行動
・不便さを感じさせてほしい。

日第
一
回
企
画
ご
飯
会

4月18日

スケジュール

協働プロセスの軌道修正
時間
3⽉27⽇（⽉）
はじめの⽬的（多様なつながりの弱い⼈を想定）
4⽉18⽇（⽕）
↓
企画提案
4⽉28⽇（⾦）
（これまでの地域の取り組みの⽂脈を考慮せずに提案）
5⽉26⽇（⾦）
↓
★職員の声
6⽉7⽇（⽔）
★保護者の声
（主体の再確認、プロジェクト後の継続性への意識） 6⽉17⽇（⼟）
↓
6⽉21⽇（⽔）
★取り組みのプロセス⾃体を⼤切にする（ご飯会）
↓
6⽉24⽇（⼟）
プロジェクト実施

5
月
26
日第
二
回
企
画
ご
飯
会

↓
ふりかえり

6
月
24

実施計画

事務所で職員と打ち合わせの様子

内容
初回の打ち合わせ（楽ご飯）
打ち合わせ
初回のチラシ訂正
第1回企画ご飯会
打ち合わせ
地域総会での広報＆打ち合わせ
萱野⼩学校へ広報
第2回企画ご飯会

6⽉28⽇（⽔）

広瀬さんへ挨拶

6⽉30⽇（⾦）

最終打ち合わせ＆必要品搬⼊＆備蓄
倉庫の⾒学

7⽉2⽇（⽇）

本番！！！

当日（7月2日）のスケジュール

「企画ご飯会（2回）」＋本番「子どもプログラム・まち歩き＆避難体験」
＊企画ご飯会: 第1回5月26日（金）

「防災まち歩き」＋
「避難体験」＠体育館、ぴあぴあルーム、北芝のまち

第2回6月24日（土）
本 番：

7月2日（日）

本番は「大人防災プログラム」（らいとぴあ担当）と「子ども防災プログラム」（阪大学生担当）に分かれ
る。
主な内容：
＊「まち歩き」

時間（午後）
３：00～５：00
５：00～６：00
６：00～７：00
７：00～７：30
７：30～７：45
７：45～８：30

内容
まちを歩いて危険なところに気づこう！
まちを歩いて気付いたことを発表しよう！
段ボールで避難スぺースを作ってみよう！
持ち寄せ料理を食べてみよう！
実際に避難場所で寝てみよう！
今日一日をふりかえろう～

・地域の子ども30名を対象に
・子どもに地図(らいとぴあ周辺）を配り、災害時（地震）を想定し、危険を感じる場所や物を地図に書い
てもらう。

「大人防災プログラム」（らいとぴあ21担当、当日は保護者や地域の大人10数名参加）
「子ども防災プログラム」（阪大学生担当、当日は4歳～15歳の子ども32名参加）

・まち歩き発表→地域の危険マップが出来上がる！
＊「避難体験」

今井先生、山本先生、鈴木さん、工学研究科の学生さん、人科の留学生さんに

・体育館で、古い段ボールを用いて、避難スペースを作ってもらう。

ご協力をいただきありがとうございました！

・非常食（「大人防災プログラム」が調理担当）＆真っ暗体験（作ったスペースで15分頃寝てみる）→一日
の振り返り

絵本を用いて、まち歩き説明

まち歩きの様子
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まち歩き発表の様子

授賞＆危険マップの出来上がり

避難スペース作り

非常食体験

良かったところ
・企画のプロセスの段階で保護者と関われたこと

・⼦どもたちがキラキラしていた

-保護者の被災・防災体験、災害への不安を伺い、

-「ぴあぴあに来てなかった⼦がまた来るようになった」

私たちのイベントへの意⾒をしっかり受けて

-「⾃分がおらんくても⼦どもはこんなことができるん

実施内容に活かしたこと

や」

-「去年の防災運動会に来られなかった保護者と

という保護者の声

話ができてよかった」という職員の声

・「協働」への模索

・地域の理解を得ることの⼤切さ－－事前挨拶と発信 -お互いの個性を消さないように協働する
-地域防災担当・⾃治会⻑・⾃治防災担当への挨拶、
萱野⼩学校への広報
-イベント当⽇の取材：みのおFMでの広報

課題

上⼿に相⼿側に馴染んでいくことを学んだ。
-「今までの⼤学⽣との共催イベントの中で、
⼀番こちらのしたいことができた」との先⽅のコメント

ご清聴ありがとうございました！

・本番

・企画

ー全体的な課題：⼈⼿不⾜

ー「楽しい防災」と「災害の怖さの体験」のバラ

ー安全管理（真っ暗体験の際の⾛りまわ
る）

ンス
・協働
ー先⽅に何を引き受けてもらうのか、迷いが多か

ー簡易トイレをあまり利⽤されてなかっ った
た

・地域

ー⼤⼈プログラムとの連携不⾜

ー継続させることで、巻き込めなかった住⺠を巻
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-⾃分たちの⼤事なところを保持しながら、

第3章

き込むこと

実践からの学び：プラクティカルワーク

3.5. 海外インターンシップ（3 年次）
3.5.1.

海外インターンシップの目的

3 年次後期（3 ヶ月〜6 ヶ月）に実施されている「海外インターンシップ」は、それ
までにプログラムで得た知見を活かした上で、自らの専門性を土台に、海外で未来共生
を目指す現場で働くことで、多文化コンピテンシー（多言語リテラシー、フィールドリ
テラシー、グローバルリテラシー、政策リテラシー、コミュニケーションリテラシー）
の資質を磨き、将来的に未来共生イノベーターとして活躍するための経験を積むことを
目的としている。
具体的な研修先としては、海外の国際機関、企業、NGO 団体が考えられている1。ま
た、日本国外であれば学生の出身国での研修も認められており2、複数の研修先（国／
地域）を組み合わせることもできる。
研修先については、2 年次までの国内におけるプラクティカルワークの経験を踏まえ、
また、主専攻において修得されている専門性ともあわせ学生にとって十分に有意義な研
修ができることをめざし、主専攻の指導教員と、副専攻である未来共生プログラム担当
教員とが協力を行いながら協働で学生の指導を行い、その中で学生が自己開拓により探
す方法をとっている。
海外インターンシップに向けた準備としては、1 年次の 12 月に IELTS を受験するこ
とが必須とされ、2 年時修了時における QE(Qualifying Examination)の審査の一部として
事前審査が行われている3。2 年次夏期にはネイティブ教員を中心とした特任教員により
2 日間の集中セミナーが行われ、英文 CV・カバーレターの書き方、これらを送付する
時のメール文書の書き方、面接の受け方など、インターンシップへの準備を通し、将来
的に海外において活躍する際必要とされるスキルを習得することが目指されている。プ
ログラム側は最低限のサポートに留まるが、自らの交渉力やコミュニケーション力その
ものが問われる点に特徴がある。
海外インターンシップでは、プログラムの定める危機管理の基準に従った近況報告と、
月末毎および修了時の報告書、研修先による報告書、海外インターンシップ報告会での
発表が求められることとなっている。

1

目的を達成することができ、研究上必要と認められる場合には、①国際協力機関（JICA）などの日系の政府系機関・
NGO/NPO 団体の現地事務所②日系企業の現地法人③海外における日本人学校/日系人学校/日本語教育機関④大学等の
教育機関・研究機関（共同研究に参加する形で）のような研修先も認めることとしている。
2
その場合は母語以外の言語で活動できることが可能な場所とされている。
3
事前審査としては、①海外インターンシップについてのプレゼンテーションと面接、質疑応答、②インターンシップ
先とのコンタクトが取れている事を証明する「インターンシップ計画書」の提出、③英語以外でのインターンシップの
場合の語学能力を証明する書類の提出である。また必要な語学能力としては英語に準じることとして、英語の目標値と
して TOEFL iBT 90 点、TOEIC 800 点、IELTS 6.5 点が挙げられる。
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3.5.2.

海外インターンシップの研修先の一覧

2017 年度は 3 期生 10 名を派遣した。派遣国・研修先・研修内容等は表の通りである。
表 3.6
学生氏名

所属

2017 年度 海外インターンシップ 3 期生の派遣先

研修国名

団体機関の

活動内容

研修期間

名称
伊藤

駿

人間科

イギリ

The

（１）インクルーシブ教育に関する

2017 年 10 月

学研究

ス・スコ

university

共同教育（２）ボランティアとして

28 日 から

科

ットラン

of Dundee

の共同研究

2018 年 2 月

ド
伊藤

莉央

28 日

人間科

フィリピ

Overland

学研究

ン

Elementary

20 日から

School

2017 年 9 月

科

学習が困難な子どもたちへの支援

2017 年 8 月

30 日及び
2017 年 10 月
24 日から
2017 年 12 月
10 日 24 日
査

凌

医学系

イギリ

London

Cancer Survival Group に参与し、

2017 年 10 月

研究科

ス・ロン

School of

がん患者の生存に関する社会的不平

21 日から

ドン

Hygiene &

等について検討する

2018 年 3 月

Tropical

17 日

Medicine(LS
HTM)

横木

那美

人間科

アメリ

City and

サンフランシスコ女性地位向上委

学研究

カ・サン

Country of

員会におけるジェンダー関連の統計

28 日から

科

フランシ

San

データの収集と整理、分析

2017 年 12 月

スコ

Francisco
Department
on the
status of
Women
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2017 年 9 月

26 日

岩根

あず

さ

国際公

ザンビ

University

民族アイデンティティと政治に関す

2017 年 10 月

共政策

ア・コッ

of Copper

る共同研究の実施

16 日から

研究科

パーベル

Belt

2018 年 3 月 6

ト

小泉

朝未

日

文学研

アメリ

Maui Arts

生徒のための芸術教育プログラムへ

2017 年 12 月

究科

カ・ハワ

and Cultural

の参与

20 日から

イ

Center

2018 年 3 月
18 日

陳

文叡

国際公

中国・南

Nanjing

貿易商社にインターン生として従事

2017 年 11 月

共政策

京

Nuogu New

する。

20 日から

研究科

堀口

安奈

Material

2018 年 3 月 8

Co.Ltd

日

国際公

フィリピ

Internation

IOM マニラ事務所での諸業務に従事

2017 年 11 月

共政策

ン・マニ

al

する。

1 日から

研究科

ラ

Organizatio

2018 年 2 月 9

n for

日

Migration
(IOM)
下

朋世

人間科

ペルー・

Centro de

学研究

クスコ

Idioma

20 日から

Japones

2018 年 11 月

Asociacion

14 日

科

現地日系人に対する日本語教育

2017 年 9 月

Peruano
Japonesa
Cusco（ペル
ー日本人協
会クスコ支
部）
仲田

幸司

人間科

ペルー・

Asociacion

ペルーにおける日系人に対する沖縄

2017 年 9 月

学研究

リマ

Okinawense

諸語の教育

27 日から

科

del Peru(ペ

2018 年 3 月

ルー沖縄人

13 日

協会)
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3.5.3.

海外インターンシップ成果発表会の資料

2017 年 5 月、報告会が開催され、各回教員・学生あわせ 50 名程度の参加があり、
活発な質疑応答の様子が見られ、プログラム初の派遣への関心への高さがうかがえる様
子であった。また、
「2017 年度海外インターンシップ派遣報告書」が作成された。海外
インターンシップにおける履修生の成果発表会資料を次に示す。

52

第3章

実践からの学び：プラクティカルワーク

（１） インターン先概要

海外インターンシップ成果報告会

ペルー共和国クスコ県クスコ市

ペルー日系人協会クスコ支部
＠ペルー共和国クスコ
人間科学研究科 共生社会論分野 D 2

・ アンデス山脈の標高約3400ｍの高地に位
置する町
・ マチュピチュ観光の拠点である他、近郊に
多数の遺跡を抱えており、観光業が盛ん
・ インカ帝国の中心地であったことから、国
内でもケチュア語話者の割合が高く、民族
構成としてもアフリカ系やアジア系の人々は
相対的に少なく、先住民系の人々が多い。

下 朋世

2

（２） 受け入れ先機関概要

（２） 受け入れ先機関概要

日系人協会クスコ支部

Asociación Peruano Japonesa Cusco
(ペルー日系人協会クスコ支部)
・ 日本とペルーの文化交流、相互理解の促進を
担う組織であり、クスコ市の日本語教育機関の
一つである。
・ 具体的には、週5時間の日本語コースをはじめ、
日本語能力検定試験対策授業や子ども向け
日本語クラスを開講している他、現地での日本語
教員養成、各種文化イベントの開催を行っている。

・ ・
月協
例会
会員
約
40
名

日本語学校
Centro de Idioma Japonés
・教室数4室
・学生数40～50名
・職員数6名
（ペルー人事務長1名、
ペルー人教員4名（うち日系ルーツを持つのは1名）、
JICA青年海外協力隊ボランティア1名）

3

4

（４） 計画と業務内容

（３） インターンの目的
自身の研究フィールドと同じ地域にいながら、
従来とは異なる場で、語学教師として実際に働く経験を通して…

期間：2017年9月25日～2018年1月5日
10月・11月週5～6日、12月週3日

① 日本語・スペイン語・ケチュア語の言語学的知見・運用能力・教授法に関する
知識をさらに獲得する。
② 教室での言語習得をいかに学習者にとって円滑かつ実りあるものにするかを
探るプロセスにおいて、自身の研究上の問題意識である少数言語の教育・普及の
実践における諸課題について新たな視点・示唆を得る
③ 言語面のみならず、文化面での交流事業に参与する中で、文化間の相互理解の
あり方について学ぶ

業務内容：
①日本語クラス担当
（日本語能力試験対策クラスN2/N3 ・ 子どもクラス）
②文化交流イベント
「おにぎりパーティー」（10/14） ・ 「アニメフェスト」（10/29） ・
「交流会遠足」（12/9）
③会議（職員会議・教師会・協会会合）
④通訳・翻訳
⑤相談対応

5

6

（５－１－１） インターンの成果
日本語学校での学び―教室の中での言語内多様性に関する示唆

（５－１－２） インターンの成果
日本語学校での学び―教室の中での言語内多様性に関する示唆

「完璧な日本語を教えるために方言をなおす」？？

・ 「なおす」≒「（仮の）“基準”が『正しく』、他が間違っている」
→（内に様々な権力関係をはらむ）言語内部の多様性の中に
優劣関係を作ってしまう

（通じない可能性の高い）地方色の強い要素をなるべく脱色した
“共通語”としての日本語
語学教育の確固たるスタンダードとしての“標準語”
『教室の日本語』：グラデーションであることばを（恣意的に）『教材』に落とし込んだ
仮の“基準“

・ “正しい”ことばを学びたいと思う学習者／誤用を訂正しなければならない教師
… 繊細で曖昧なはずの『正しさ』の基準が、恣意性、権力性を省みずに振るわれる
暴力性のリスク
→ これが（言語）教育という場にそのまま持ち込まれると、
その優劣観を強化・再生産してしまうことに直結する
⇒RQ：学生自身は、自身が学ぶ言語の中の多様性をどうとらえているのか？

実際のことばの多様性（地域・社会階層・性別・年齢 etc.）
7

（５－２） インターンの成果
イベントを通じての学び
―何をもって“文化交流”“国際交流”を主導するのか？

8

（５－３） インターンの成果
イベントを通じての学び ―『日系人協会』としてのAPJ Cusco

・ 日本語学校の中で幅をきかせる『ネイティブ性』
・ 「文化交流」イベントの中で強調される『○○人性』
（＠「おにぎりパーティー」「アニメフェスタ」）

・ 交流会遠足：日本語学校の教職員・学生とAPJ Cusco協会員との交流が目的
…日本の文化体験も視野に入れつつ、普段『日本語学校』としてしか
意識されることのないAPJ Cuscoの『APJ：日系人協会』の部分に目を向ける
「日本とペルーをつなぐ」活動の中では（APJであるにもかかわらず）不可視化
されていた『日系人』に日を当てようという舵きり

・ “ネイティブ”であることによって何かを代表しうるのか？
・ 「文化」なるものの扱い手、担い手は“ネイティブ”でなければならないのか？
・ 「より詳しそうな人」？

⇒40人程度という小規模な基盤の中、
世代が進む中で日系人としてのアイデンティティをどう訴えかけていくか、
どのような活動を目指していくのかを模索する、
『ペルーの日系人コミュニティ』とはまた違った、『クスコの日系人コミュニティ』の姿

・ 『○○人」』の線引きのそもそもの曖昧さ
国籍？生まれ育ち？自己認識？言語？血縁関係に基づくルーツ？
⇒『○○人性』『ネイティブ性』に根拠を置くのではないやり方（とらえ方、あり方）の
模索の重要性
9
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（５－４） インターンの成果
自己成長
・ 授業のマネジメント力
・ 言語運用能力
・ 企画力
・ 調整力
・ ハラスメント様の問題に耐える力・対処する力
…大変な時だからこそ、自分のやるべきことを見失わず、
周囲との関係性を大切にすること
…嫌なことが起きても他山の石として学ぶこと）

＠ 交流会遠足

数々のサポートありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。
11
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12

なぜ南米ペルーに沖縄人(ｳﾁﾅｰﾝﾁｭ)が？
海外インターンシップ報告
•
•
•
•

ペルーの沖縄県人会におけるウチナーグチ教授経験
於Asociacion Okinawense del Peru
人間科学研究科 D2 仲田幸司

南米諸国が農業労働者を必要としていた
日本が相次ぐ戦争で疲弊していったため口減らしが必要であった
需要と供給のマッチング成立
日本人移民１８９９年開始、沖縄人移民１９０６年開始

• 沖縄人は１８７２～９年に併合された二級国民であったため貧困層の位
置からスタート、多くの労働者を送り出す「移民県」へ

ペルー沖縄県人会（AOP）の設立と
ペルーにおける沖縄人の歴史
•
•
•
•

本インターンシップの目的

最初の移民がペルーに到着して４年後AOPが設立
政治経済的相互扶助団体
第二次世界大戦前後の日系人襲撃（Saqueo１９４３)
60年代から90年代まで続く国内紛争、テロと弾圧の中で民衆相互不信、
インフレ、日本・沖縄へのデカセギ

• ペルーの沖縄人に対して継承語となるUchinaaguchiを教える
• 自身のルーツ（特に母方）を知る
• スペイン語運用能力のアップ

事前計画と実際にやったこと
• Uchinaaguchiを教えることはハッキ
リしていたが、その他の仕事は到
着後に一緒に考える、という合意
－－－－－－－－－－－－－

• 書庫の整理
• 沖縄講座
• 夏季講習補助

•
•
•
•

Uchinaaguchi
日本語指導
琉球古典三線・民謡指導
もちろんその他雑務も全て
（AOPでのゆいまーるを体験）
働き方の違いを痛感

学んだ・得られた成果
• 協働の難しさを知る
• 理想と現実のギャップをどう捉え

→Communication Literacy
→Policy Literacy

るか、埋めることができるか

• 文化的差異に敏感になるというこ
と

• 学習者からのメッセージ

→Multilingual Literacy

Deejina Nifee yawitan doo ‘waii;))

次年度以降学生へのメッセージ
•
•
•
•
•

→Multicultural Literacy

• Muchisimas gracias por todo. Me gustaria q agradecer toda la gente estaban

現地の人との積極的な関係性作り
現地の「ニーズ」を常に意識し、お互い様という気持ちを忘れず取り組む
体調は少しでも悪くなったら病院で薬をもらいましょう。
誰かなんでも話せる人・・・でなければ細かいシェアを色々な人とする

ayudandome mientras mi estudia alla en Lima Peru.

• Ahorita a mi me siento q necesito q visitar por alla otra vez por mas largo
tiempo, pero todavia no lo se como sera en el futuro.

報告書毎回きちんと書いておくと後から楽
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インターンシップ報告

問題意識
・フィリピンの子どもたちの人数は中国，韓国朝鮮，ブラジルについで4番目に多くなっている
（宮島2014, p, 174）

フィリピン Overland Elementary School

・フィリピン在留者は女性であることが多く，
日本人の配偶者となる者も多い。
→経済および人間関係という養育条件で恵まれない者が
少なくなく，その課題の深刻さが指摘されている。
（宮島2014, p. 175）

図1 6-14歳の外国人の数（宮島2014）

人間科学研究科 伊藤莉央

問題意識

業務内容

・筆者はこれまで日本の学校におけるフィリピンルーツの子たちに接してきた

インターンシップ先：

But…

Over Land Elementary School

なぜ彼・彼女らが来日するにいたったのか，フィリピンではどのような学校生活を送っていたの
か，フィリピンサイドからフィリピンルーツの子たちについて考えられていなかった
業務内容：
①地区の算数やスポーツのコンペティションに出場する子どもに対するサポート

目的

②子どもたちに日本の文化を紹介

①現地の学校に入り込み，日本の学校文化との異同について把握し，フィリピンにルーツをも
つ子どもたちが日本の学校教育のなかで困惑するだろう点について考える

③教員に対して日本の教育制度を紹介

②フィリピンから日本へ出稼ぎにでるということ，またそこに子どもたちをともなうことについて，
フィリピンの人たちはどのような考えをもっているのか把握する

得られた成果

得られた成果

・「特別扱い」が認められる学校文化

・日本の学校文化が有する同化圧力に抵抗するために，ニューカマー生徒が教師に対して反
抗的な態度を示したり，授業エスケープをしたりすることが報告されている（児島2006）

→コンペティションに参加する生徒への個別的なサポート

・フィリピンの学校教育は個人主義的な側面が強い？
・「集団づくり」の実践は行われていない？
→学級活動などをみることがなかった

・フィリピンにルーツをもつ子にとっても，日本の学校が有する集団主義的な雰
囲気がなじめなくなる可能性を感じた

得られた成果（教員へのアンケートより）

得られた成果（教員へのアンケートより）

・フィリピンの人々が日本に出稼ぎに出ることについてどういった考えをもって

「日本におけるフィリピンの子どもたちの問題について聞いたことはあります
か」について

いるのか，教員へのアンケート（計23名）から把握

はい（12）
・テレビのニュースで
・インターネットで
・知人で日本人と結婚した人がいる

・日本におけるフィリピンの子どもたちの教育問題についての認知や，出稼ぎ
にでる親に子どもたちはついていくべきかどうか質問

→全体的な大きな課題となっているわけではなく，関心のある人だけが問題意

識をもっている

可能性がある

得られた成果（教員へのアンケートより）

まとめ

「子どもは出稼ぎにでる親についていくべきだと思いますか」について
はい（19）

いいえ（4）

・親は子どもの発達にとって重要な役割
を果たす
・子どもは親のケアのもとになければな
らない

・ドキュメンタリーによると子どもたちが
大変困難な状況に直面するから
・家族の状況によって異なるから

→テレビドキュメンタリーを見た場合や，身近にそういった子を知っている場合には，
子どもの来日について慎重になる必要があると答える教員がいた
→知識として知っている場合，家族的な規範の前に子どもへのリスクが把握されてい
ない？
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発表のアウトライン
1. インターンシップの目的と問題意識

インターンシップ報告会
受け入れ先：
University of Dundee
School of Education and Social Work

2. 当初の予定
3. 業務内容と得られた成果
4. 来年度インターンシップをする人へ

伊藤 駿（人間科学研究科）

1

インターンシップの目的と問題意識

業務内容と当初の計画

スコットランドのインクルーシブ教育に対する関心
★発表者の修士論文：日本の「共に学ぶ」教育
→スコットランドは制度的にメインストリーミング実
践をインクルーシブ教育として推進している

uスコットランド・ダンディー市にある小学校にお
いて、ボランティアスタッフとして活動する

→その中に身を置くことで、わかることがあるので
は？
・M1, M2と訪問し直接交渉を重ねた

uダンディー大学に研究員として籍を置き、受け
入れ教員のDivya Jindal-Snape教授と共同
研究を行う
→小学校でのボランティアは結局（ほとんど）行
えず・・・（理由は後述）

2

スコットランド

3

業務内容

・寒いけど、寒すぎない
（冬場は−18度くらいで
おさまる）
・日本人はほぼいない
・第四都市（らしい）

http://www2m.biglobe.ne.jp/ZenTech/world/map/british/Map-UK-Country-Scotland.htm より引用

受け入れ教員との共同研究
A) スコットランドにおけるインクルーシブ教育に
関する文献調査（教育社会学・特別支援教育
に焦点を置く）
B) 質問紙調査：インクルーシブ教育に対する意
識調査（学校教員100名を対象）
C) 発表者の修士論文に関する意見交換
D) 小学校におけるインタビュー調査

4

5

業務内容と得られた成果

業務内容と得られた成果

A) 文献調査
背景：受け入れ教員が体調不良で、10月末から
12月末まで出勤停止
→文献調査をしておくよう指示がなされる

B) 質問紙調査
スコットランド国内の小中学校で働く教師100名
を対象に、インクルーシブ教育に対する意識調
査を行った。

★スコットランドのインクルーシブ教育に関する
制度展開とその結果を中心に捉える
→後のインタビュー調査などに活用した
➜政策リテラシー・多言語リテラシー
★投稿論文としてまとめた

→伊藤はデータの収集と分析を担当。
➜調査リテラシー
★最終的には受け入れ教員と共著で論文執筆予定

6

7

業務内容と得られた成果

業務内容と得られた成果

C) 発表者の修士論文に関する意見交換
受入先に加えて、独創的研究資金を用いて、修
論の際に参考にした文献著者に会いに行き、意
見交換
➜コミュニケーションリテラシー

予定通りいかなかった理由
・受け入れ教員の体調不良
→想定以上に重く、渡航後会うまで1ヶ月以上

・大学の倫理審査で承認がおりない
→クリスマスも重なり年明けまで持ち越しに

D) 小学校におけるインタビュー調査
アンケート回答者から協力承諾を得た学校への
インタビュー調査を実施
➜フィールドリテラシー

・受け入れ予定の学校との交渉が長引いた
→もうちょっとプッシュをすべきだった（？）
➜次回に活かすほかない
8
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1. 問題意識

海外インターンシップ報告会
I N T ER N AT I O N A L O R G A N I Z AT I O N F O R M I G R AT I O N
M A NI L A A DM I N I S T R AT I V E C ENT ER

• これまでの研究背景＋NPO法人での経験
→国内における外国人住民の現状や支援について

• 帰国した外国人はどのような生活をしているのか
→関連する団体をリサーチ
国際公共政策研究科

博士後期課程2年
堀口安奈

• IOM

Manila Administrative Center

→日本からの自主的帰国者の保護と社会統合のサポートを行う

2.

業務内容・計画

3.

得られたこと

• Migrants Assistance and Protection Unit に配属
→当初：スタッフの業務補助などを行う
• 実際：空港アシスト（３件）、データ入力（１件）のみ
→インターンの受け入れに関して上司とスタッフとのコミュニ
ケーション不足が原因か。

• 週5、1日8時間の勤務

• フィールド経験
• 国際機関で働くことのイメージがいい意味で崩れた
• 多文化共生の難しさ

→IOMは国連団体であるため、MoUが締結できず、個人と
IOM間でのToRしか結ぶことができなかった。

4.

これからインターンに行く人へ

• MoUを結べるなら結んだ方がいい
• 予期していなかったことが起こっても気にしない
• インターンプログラムがあらかじめ
用意されているところを選ぶ
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問題意識

海外インターンシップ報告会
Maui Arts and Cultural Center
文学研究科文化形態論専攻
博士後期課程2年 小泉 朝未

• ⽇本における芸術教育 周縁化された⼈びとへの芸術
• しかし⼤都市での活動に限定、協同分野は多岐

芸術の社会包摂

• アメリカにおける芸術を⽤いた教育
TurnAround Arts 貧困層の家庭などリスクを抱える若者の多い学校に
対して、アーティストを派遣し、アートを通じた学習プログラム（オバ
マ政権政策）
芸術体験の機会、学⼒向上、社会関係、学校環境や先⽣と⽣徒、
保護者や地域との関係改善への成果

マウイ

Maui Arts and Cultural Center 教育部署

• ⼈⼝ 15万⼈程度（マウイ、ラナイ、モロキニ島）
• ⾃然、⺠族の多様性・歴史の複雑さ
• ラハイナ、ハナ、パイア

対象：劇場にやって来る・学校にいる⼦ど
も、アーティスト、⼤⼈を含むコミュニ
ティメンバー、
学校の先⽣
芸術の体験かつ現実認識の変化、⻄洋中⼼
だけでない⽂化理解

業務紹介

インターンシップの⽬標
(1)創造や表現を⾃由に⾏うことを⽬指した教育の実施⽅法
(2)学校教育や⽣涯教育において芸術活動が担う役割
(3)多様な背景を持つ⼈々の関係づくりに何らかの効果を持つの
か

中⾼⽣を対象にした学校での活動
spoken word poetry(SPW)
表現するためのセーフな場作り
⾃分についての詩の創作
皆が聞く場でのパフォーマンス
私たちが⽣きている現実の課題
（占領、⽩⼈中⼼主義の歴史を持
つ）について⾃ら発信することを
⽬指す。
社会正義の追究。

⽣徒たちを出迎え、
イントロダクション、
ダンスの授業を担当。

• 学校の先⽣を対象にした活動Kekaulike Waiver Day
HĀ（ハワイ独⾃の教育指針）を公教育に取り⼊れるための
先⽣向け研修。芸術活動から指針の普及・理解を⽬指す。
準備、運営、撮影

• アーティストを対象にした活動
クリティカルシンキングを取り⼊れた芸術鑑賞・
ヴィジュアルリテラシーと表現についての学習会、
SPWの学習会 p4cハワイとの繋がり、フレイレの教育学
・そのほか
スペイン語授業のサルサダンス、
コミュニティメンバー向けワークショップ、学校公演
カリキュラム開発会議

朗読⼤会を⾏うた
めの準備、機材設
営、⽣徒と先⽣に
インタビュー 。

得られた成果

多元的な価値を許容する社会に向けて

• 教育部⾨（管理部⾨）の役割
カリキュラムの⼀貫性

• ⽇々、多様な⼈々がどのように社会の中で⽣きていくかが課題のハワ
イ・マウイ島
⽇系の⼥性たち、ハワイの伝統⽂化の担い⼿たち、最新の移⺠

教育指針、教育課題（共⽣への課題）との
結びつきを作る、既存のプログラムを変更する
現代アートの⽅法論取り⼊れ

⼩学⽣を対象にした劇場での活動
CAN DO! DAYS
⾃然の中に存在するパターンの学習を共通テーマに
ダンス、⾳楽、演劇、美術それぞれの表現体験

There is no wrong answer
There is can, can’t, no can, try it!

• 芸術が多様性に果たす役割
「⾃らの肩に乗った狭いけどしっかりした経験」に根ざし表現（ルーツ・当事
者性）
集合知を可視化
現実への批判的認識、社会や他者への理解

第3章

• Diversity は当たり前
Pluralism はむずかしい（Bel Hooks）
• 表現活動＝歴史、⽂化、他者との接点を作り、
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発表の流れ
インターンの⽬的

インターンシップ報告会
C O P P E R B E LT U N I V E R S I T Y

インターンの計画と業務内容
得られた成果
来年度インターンをする⼈へ

国際公共政策研究科国際公共政策専攻
岩根あずさ

インターンの問題意識と⽬的

インターンの計画と業務内容

問題意識

• 活動場所：Copperbelt, North-Western, Lusaka

• アフリカの貧困問題に関して多国籍企業が与える影響が議論に
なっている
• アフリカの中で貧困問題と多国籍企業の関係性はどのように意識
されているのか

⽬的
• DHIPSが参加している共同研究Ethnicity and Politicsへの貢献
Ø ⺠族間対⽴が顕著になる背景には経済格差や貧困の問題がある
– 政府、メディア、市⺠の貧困への意識を明らかにすること
– その中で鉱⼭開発がどのように位置付けられているのかを
明らかにすること

インターンの計画と業務内容
• 貧困に関する政府のデータの収集（ルサカ）
– Central Statistical Office(CSO)で貧困に関するデー
タの収集

• Living Condition monitoring Survey などの政府機関
が⾏った調査とその報告の中で貧困がどのよう
に取り扱われているかの分析

インターンの計画と業務内容
• 鉱⼭周辺住⺠への聞き取り調査
– キトウェ、ルアンシャ、ソルウェジ
– 絶対的貧困と主観的貧困に関する質問
– 鉱⼭に関してどのように考えているか

• 物質的な貧困だけを貧困の定義として捉
えていない

インターンの計画と業務内容
• NGOなどでの聞き取り調査
– JESESUIT CENTER
– Save the Children
– Civil Society for Poverty Reduction
• それぞれのNGOがどのように貧困を定義しているの
か、貧困解消のゴールとして何を⾒据えてどのような
活動を⾏なっているのか

インターンの計画と業務内容
• ジャーナリストへのインタビュー
– Times of Zambia, the Mast の記者にインタ
ビュー
– Daily Mail, Daily Nation, News Diggerへは
メールでの質問

• ⺠間新聞、政府新聞の間でのアジェンダ
が設定される背景の明らかな違い

得られた成果
• ザンビアの貧困に関する知⾒の獲得

これから
インターンをする⼈へ

– 鉱⼭周辺地域に暮らす住⺠の⽣活実態の把握

• なんでも話せる⼈を⾒つけること

– 住⺠が考える貧困と政府が捉えている貧困は
必ずしも⼀致していないのではないか

• 健康には気をつけること特に⽔と⾷事
• ⾃分なりのストレス発散⽅法を⾒つけること

• 多⽂化コンピテンシーを構成しているリテラ
シーの向上
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Survival Group (CSG), London School of Hygiene
& Tropical Medicine (LSHTM)

u受け入れ先：Cancer

Ø ロケーション：ロンドン、イギリス
Ø 創立：1899年
Ø 有名な専攻分野：公衆衛生、疫学、熱帯医学
Ø コース：修士課程、博士課程

医学系研究科・環境医学
博士課程4年・査 凌

u活動期間：2017年10月23日～2018年3月16日

u研究テーマ：イギリスにおける卵巣がんの短期生存率（1ヶ月以内）に

影響を及ぼす要因について
u目的：①欠損値の対処法：多重代入法の習得

専攻分野

未来共生

uがん生存解析解析：卵巣がんの短期生

u研究の両立：研究グループのスタイル

存率は合併症の数、剥奪の程度、がん
救急、臨床進行期、組織形態学、診断
時年齢によって影響されると解明した。

②階層性のあるデータの分析：マルチレベル分析の習得
③データのマルチレベル構造を考慮した多重代入法の応用

u新しい統計ソフトRの使い方を習った。

u業務内容：①研究プロジェクト：データクリーニング→解析→結果の解

（普段使うのはStata)
uコラボレーション関係を構築した。

釈→論文作成

に応じて異なるやり方（イギリス型VS
日本型）に合わせて複数のプロジェク
トを同時に進むことができた。→柔軟
性を高めた。
u異文化環境におけるコミュニケーショ

ン能力の成長：英語力の向上および言
語外の能力の獲得。

②研究グループの定例会議および読書会
③大学院生の授業に傍聴、院生との意見交換

ご清聴、ありがとうございました！
インター
ン先の選
定

様々な活
動への
チャレン
ジ

振り返り
を大切に
する

安全と健
康管理を
第一に考
える
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3.6. フィールド・ラーニング（4 年次）
3.6.1.

フィールド・ラーニングの目的

本科目は、博士後期課程 2 年次に在籍する履修生を対象に、共生社会の実現と今後の
キャリア形成のため、学内外の「フィールド」で活躍する人々から学ぶことを目的とす
るものである。具体的には、自身の長期的なキャリア・パスを見据えて、そのロールモ
デルとなるような人びとへのインタビュー、あるいはロールモデルを迎えてのセミナー
を履修生自身が企画する。
本年度 1 学期は、主にプログラム経験を社会で生かすためのキャリア形成について考
え、意見を交換する座学形式の授業を実施した。また同時に、インタビュー先のリサー
チや、セミナーの原案を企画するなどした。2 学期は、履修生それぞれが、自身のロー
ルモデルとなるような研究者、あるいはプログラム経験がその活動に生かせる団体など
をインタビュー訪問するだけでなく、2 本のセミナーが実施された。

3.6.2. 学生企画セミナー「あの部屋をノックする：李静和さんとのスモール・
ダイアローグ」
フィールド・ラーニングの授業において、2017 年
10 月 7 日（土）15 時 30 分から 17 時 30 分まで、豊中
キャンパスのサイエンススタジオ A において、「あの
部屋をノックする：李静和さんとのスモール・ダイア
ローグ」と題するセミナーを開催した。中心となった
のは、高原耕平さん（文学研究科・博士後期課程 2 年）
である。
本セミナーの開催までには、「勉強会」に相当する
ような「ノート」の送付が高原さんから複数回にわた
って続けられた。
「ノート」は、李静和さんの著作（『求
めの政治学』、『つぶやきの政治思想』、『残傷の音』）
を高原さん自身が丁寧にまとめたもので、これによっ
て参加者は（あるいは当日参加のかなわなかった人々

写真

学生企画セミナー「あの

部屋をノックする」のチラシ

も）セミナーの意図を十分に理解したうえで、当日の
李静和さんとの出会いと対話に臨むことができた。
当日は、李静和さん（成蹊大学・教授）を囲んで、「なにかはわからない、つかみき
れない」感覚をアカデミズムの場で、アカデミズムのことばでつかみ取ろうとする試み
や、「客死」という概念について対話した。
「クローズドな会」という当初から想定通り、親密かつセーフな空間で互いにことば
を重ね、充実した時間を共にすることができた。
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3.6.3.

「ダイバーシティセミナー：男女平等の職

場づくりとアドバイス」
フィールド・ラーニングの授業において、2017 年 10
月 23 日（月）14 時 30 分から 15 時 30 分まで、吹田キャ
ンパス・生命科学図書館 4 階 AV ホールにて、
「ダイバー
シティセミナー：男女平等の職場づくりとアドバイス」
と題するセミナーが開催された。アメリカ・サンフラン
シスコ市の女性の地位局で局長を務めるエミリー・ムラ
セさんを講師に迎え、同市における男女平等の職場づく
りをめざした取り組み（給与の平等化、有給産休制度、
就学前教育補助金、セクシャルハラスメント対策、DV
被害者支援）について講演が行われた。
サンフランシスコ市の女性の地位局と本プログラムと 写真 「ダイバーシティセミナ
は、
「海外インターンシップ」を通して強いつながりがあ ー：男女平等の職場づくりとアド
る。2016 年度は木場安莉沙さん（言語文化研究科・博士 バイス」のチラシ
後期課程 2 年）、2017 年度は横木那美さん（人間科学研
究科・博士後期課程 1 年）が同局でインターンシップを実施した。ムラセさんが本学を
訪れたのは、まさに横木さんがインターンシップに従事している最中のことだった。ム
ラセさん自身も、講演資料の作成には横木さんの協力が欠かせなかったことに触れてい
る。こうした本プログラムとの縁もあり、本学の男女協
働推進センターが主催する本セミナーに、未来共生プロ
グラムも「協力」として名を連ねることになった。プロ
グラム側の担当者は、前年度に女性の地位局でインター
ンをおこなった木場さんである。
講演後、木場さんがムラセさんにキャリア・インタビ
ューを実施した。ムラセさんのこれまでのキャリアにつ
いて聞くことで、
「キャリア」が単に仕事上の履歴を指す
だけではなく、人としての生き方を含み込むものだとい

写真

うことが実感できた。

男女平等の職場づくりとアドバイ

「ダイバーシティセミナー：

ス」後にエミリー・ムラセさんと

3.6.4.

フィールド・ラーニング成果発表会の資料

2018 年 3 月 24 日、フィールド・ラーニング／未来共生特別演習 合同成果発表会が
開催された。当日の履修生の資料を次に示す。
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①博士論文概要

2018.3.24

LOGO

①博士論文構想（仮）（簡易版）

未来共生特別演習／
フィールドラーニング
合同総合発表会
言語文化研究科

木場 安莉沙

①博士論文概要

LOGO

1. 序論
本研究では、性的少数者や人種的少数者の語りの質的分析からセク
シュアリティとエスニシティの交錯を捉え、それがどのように語り手の
複合的アイデンティティに現れているかを示してゆく。
2. 先行研究と課題
性的少数者研究では、セクシュアリティが注視されるあまり、多様な属
性を視野に入れた性的アイデンティティの分析がなされてこず、性的
少数者を性的多数者と同じように多層的なアイデンティティの主体とし
て捉える視点が欠けている。
また、性的少数者のアイデンティティを語りから詳察したものが見られ
ない。

①博士論文概要

LOGO

4. アイデンティティの多層性
これまでに国内および国外で複数の性的少数者や在外邦人のコミュニ
ティに人脈を構築し、日本で10人11組、米国で11人9組から単独／ペア
でインタビューデータをとっている。
これまでに収集したデータの分析から、性的少数者かつ人種的少数者
であるインタビュイーが複合的にアイデンティティ・ディスコースを交錯
させる様相や、コードスイッチング（Gumperz 1982）などを通して動的か
つ多層的にアイデンティティを展開することが明らかとなった。

➀博士論文概要／②進捗

LOGO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

序論
先行研究と課題
本研究における分析の枠組み
アイデンティティの多層性
日米のデータに見る少数者の集合的アイデンティティ
アイデンティティの多層性から見える社会的課題
結論

①博士論文概要

LOGO

3. 本研究における分析の枠組み
動的なアイデンティティ構築の場とされる（Georgakopoulou 2006）ナラ
ティブ（語り）の質的分析によって、どのようにディスコースが個人のア
イデンティティを形成し、また性的ディスコースやその他の社会・文化
的ディスコースがどのように関わり合いながら多層的なアイデンティ
ティの構築に寄与しているのかを明らかにすることが本研究の目的で
ある。
本研究のリサーチクエスチョン：
a)性的／人種的アイデンティティのナラティブにおける交わりがどのよ
うなものであるか
b)個人の語りを談話という単位で見たときに、発話参与者の背景的要
因および発話の場におけるローカルな要因といった「大きな」／「小さ
な」アイデンティティを通して、自己や他者がどのように構築されるか

①博士論文概要

LOGO

5. リサーチクエスチョンへの暫定的な解
a)性的／人種的アイデンティティのナラティブにおける交わりがどのよ
うなものであるか
→話し手は人種／性／文化的ディスコースを用いて他者との関係性
から自己を構築する。また、それらは分離不可能であり、尚且つ人種
的アイデンティティや言語的アイデンティティによるフレーミングなしに
性的アイデンティティを語ることはできない。
b)個人の語りを談話という単位で見たときに、発話参与者の背景的要
因および発話の場におけるローカルな要因といった「大きな」／「小さ
な」アイデンティティを通して、自己や他者がどのように構築されるか
→話し手は社会的背景に基づく「大きな」アイデンティティから、会話内
の関係性を築き上げるような「小さな」アイデンティティを構築している。

②進捗／③今後のキャリア展望

LOGO

6. 今後の課題
今後はアイデンティティやディスコースの交錯による社会的・言語的な
副産物、そしてミスコミュニケーションの可能性といったより広い課題に
も取り組んでゆきたい。
例：異なる言語で性的少数者の問題が語られた時に、言語間のパ
ワーの差（英語の優位性）によって何が生じるか など

2. 今後の発表予定
・Sociolinguistic Symposium22（採択済）
アメリカで行った調査内容に基づく、「日系人／Japanese American」の
アイデンティティに関する内容
・共同研究プロジェクト（論文執筆予定）
2017年より参加している、相互行為に関するプロジェクト

②進捗
1. 執筆／改稿中論文
・『社会言語科学』（社会言語科学会）：第二稿審査中
2016年に行った両性愛者に関する発表に基づいた内容
・ “Pragmatics”（International Pragmatics Association）：執筆中
2017年に行ったコードスイッチングに関する発表に基づいた内容

③今後のキャリア展望
1. DC2の完遂
計画書に基づき研究や論文執筆を進める。
2. 留学準備
アメリカでの学位（MA）取得を計画している。

ご清聴ありがとうございました。

LOGO

＜参照文献＞
• Georgakopoulou, Alexandra. 2006. “Small and large identities in
narrative (inter)action.” In A. De Fina, D. Schiffrin and M,
Bamberg (eds.) Discourse and Identity, 83-102. New York:
Cambridge University Press.
• Gumperz, John J., 1982. Discourse Strategies. Cambridge
University Press.
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3月24日（土）

未来共生特別演習・未来共生フィールドラーニング

研究背景と研究目的
2015年の転換（中等教育の重視）

 高等教育/労働市場との接続点であり、就職を念頭においた教育段階。社会移動の
手段としての学校教育。
ケニアの中等教育

総就学率63％、純就学率48％（2015年、GoK 2016）

 アフリカ平均 総就学率42％、純就学率33％（2015年、UISデータベース）
 普及が進む一方で、教育の質への批判（Chimombo 2005; Hungi & Thuku 2010; 大塲 2015）
 学校序列 上層1％：国立学校、中層16％：県立学校、下層66％：市立学校（GoK
2015a）

博論の概要と進捗状況
小川未空

 学校種ごとに学力選抜が実施され、教育の質の差異が前提とされた教育制度
先行研究の傾向

 中等教育の拡充を目指す→不平等を解消していこうとする議論
 本研究の視点：いかに不平等が生成され、不平等が受け入れられていくか
✓どのような論理で、学校制度が社会や個人へ受け入れられていくのか

（人間科学研究科・共生学系）

仮題目と仮章立て
題目：ケニア農村部の中等学校の拡充と受容－EqualityとEquityの観点

第一章、第二章
EqualityとEquityの概念整理

 近年の傾向：個別具体化する人びとの教育ニーズに対して、EqualityよりもEquityの重視
 アフリカにおける「公」や「公正」の独自性（Ekeh 1975; 西 2009; 児玉 2009; 味志 2017）

からー
章立て

学校制度への期待と批判

 序章 研究の背景と目的
 第一章 ケニアにおける中等教育拡充の動態
 第二章 先行研究の検討
 第三章 調査の概要と対象
 第四章 学校における学びの様相―エスノグラフィーから―
 第五章 不平等が生成される構造―学校経営の論理から―
 第六章 質的改善過程に生じる相克―平等性と公平性からみた課題―
 第七章 学校の需要とその公共性―私立校と公立校の比較から―
 第八章 生徒による不平等の解釈―質的改善をめぐる転校から―
 終章 全体考察と課題

第三章

 経済成長と学校の普及を関連づけた理論の興隆（Lewin & Cailldos 2001; Verspoor 2008; UNESCO 2014）
 「学校」や「経済成長」に帰する開発思想の批判（ザックス 1996=1992;大森 1996; Stambach 2000; 勝俣
2013; 内藤 2014）

ケニアの中等教育制度と特徴

 2003年：初等教育（8年間）無償化、2008年：中等教育（4年間）無償化
 拡充におけるコミュニティの影響が強い（Sifuna & Oanda 2014; UNESCO 2015）
 進路決定の先延ばしと受験競争の激化（ドーア 1990=1976; Tasaka 2015）
教育の質の不平等

 初等教育修了時の学力は、既に家庭の経済力に影響を受けている（Oketch et al. 2010; Bold et al.
2011）＋学校ごとに異なる「学費」が徴収される
 制度の想定外にある市立学校間での序列化：学費と学力
✓各学校や学校選択者それぞれの営為におけるEqualityとEquityを探る

Ｎ市内における中等学校の生徒数と学力試験の概観（2015年）

現地調査：のべ約８カ月

 2014年8～9月（3週間）、2015年1～2月（3週間）、2016年2～3月（5週間）、
2016年8～11月（13週間）、2017年4～5月（3週間）、2018年2～3月（6週間）
 西部地域：首都のナイロビに次いで人口密度の高い地域（Kenya Population Data Sheet

1400
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2011）

 ブシア県：徒歩圏内での学校数の増加

7

800

 初等教育純就学率：96.4％（ケニア全体：88.2％）(GoK 2015b)
 中等教育純就学率：39.9%（ケニア全体：47.4％）(GoK 2015b)
 増加する初等教育修了者に対応するため、近年急速に市立学校が増設されている

5

400

4

200
0

 ルイヤ（Luhya）：バンツー語族であり、N市でルイヤ系が全体の半数弱である。西部
に居住する17のバンツー語系の小民族集団が政治的動機によって、1935年頃にひとつ
のエスニシティとなった。N選挙区選出の国会議員はルイヤの出身である。
 テソ（Teso）：ナイル・サハラ語族。ケニアでは少数民族のひとつであるが、ブシア県
ではルイヤ系と並ぶ主要民族。現ブシア県知事はテソの出身である。
 ルオ（Luo）：ナイル・サハラ語族。ケニア西部ではルイヤと並んで多数派の民族であ
る。

6

600

 N市のエスニシティ

70 72 87 98 01 02 06 06 06 08 08 11 11 11 11 13 14 14 14 14 14 14 15
県 県 市 県 私 市 市A 市B 市C 市A 市B 市A 市B 市C 私 市 市A 市B 市C 市D 市E 私 市

学校における学びの様相―エスノグラフィーから―

120 770 274 625 79 339 427 335 106 213 223 210 192 283 73 103 51 183 110 55 140 92 42
平均評点 8.8 7.3 5.8 6.9 5.2 5.8 8.1 5.7 5.0 5.5 5.1 4.1 4.7 4.9 5.9

（出所）N市教育局および各学校への聞き取りを基に発表者作成
（注）2103年以降設立公は、2015年時点で不完全学校のため中等教育修了試験のデータがない

6

第六～八章
第六章

 中等学校における就学と授業の実態を明らかにし、各学校の違いを特徴づける
第五章

3

生徒数

第四・五章
第四章

単位：評点（折れ線グラフ）

単位：人数（棒グラフ）

調査対象地：ケニア西部ブシア県N市

質的改善過程に生じる相克―平等性と公平性からみた課題―

 教育の質的改善に取り組む中等学校を事例に、学校の質的改善、生徒の学校選択、
という双方の選択に焦点を当て、学校における質的改善の意図と、質の変動が在
籍する生徒にもたらす影響を明らかにする

不平等が生成される構造―学校経営の論理から―

 学校の自律的な経営戦略に着目し、教育の質の差異が生成される構造を明らかに
する。地理的コミュニティ（＝学校周辺の住民）と、教育的コミュニティ（＝学
校運営理事会、生徒やその保護者）の違いに着目しながら、各学校の経営に際す
るコミュニティの影響を考察する

第七章

学校の需要とその公共性―私立校と公立校の比較から―

 学校の設立の経緯とその特徴を明らかにし、政府主導で教育普及が推進される現
代におけるハランベーの動態と意味について検討する
第八章

生徒による不平等の解釈―質的改善をめぐる転校から―

 教育の質的改善に取り組む中等学校を事例に、生徒の流動的な学校選択に焦点を
当て、各学校の教育の質を生徒らがどのように価値づけしていくかを明らかにす
る

参考文献

博論の進捗状況と今後の展望






フィールドデータを基とする第四～八章の進捗状況

 第五章と第六章は、それぞれ、学会誌に投稿済みの論文原稿を主とし、一部改稿
予定
 第七章は2018年2~3月のデータ収集を主として記述
 第四章、第八章は、これまでの調査から網羅的にデータを記述
最後のフィールドワーク（2018年2月9日～3月20日）データの分析

 アジア教育研究会（3月）、アフリカ教育研究フォーラム（4月）、日本アフリカ
学会（5月）、日本比較教育学会（6月）
博論の執筆

 2018年
















7～12月




就職活動



 2018年5月 PD申請
 落ちた場合：博論提出後に就職活動
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§ 2012年のWHO報告書によると、毎年タバコによる死亡者は600

万人もいて、そのうち心血管疾患による死亡者は10％を占める。

§ タバコには7000以上の化学物質が入っていて、そのうち多くは

タール、ニコチン、一酸化炭素、二酸化炭素といった有害物質で
ある。
§ 血管内皮機能障害は心血管疾患の初期障害の一つであり、損傷の

厳重さで動脈硬化の進行を判断する。

§ 研究対象：2013年～2016年にCIRCS研究（Circulatory Risk in

ü今までのタバコと血管内皮機能障害の関連を見た先行研

Communities Study＝地域における循環器疾患のリスクに関する研

究のほとんどは症例対象研究で、喫煙の急性影響を見た研

究)に参加した秋田県井川町と大阪府八尾市南高安地区の住民の中で、

究は多いが、長期影響及びdose-responseは見ていない。

FMD検査の参加を同意した30歳～79歳の住民910人（男性517人、女
性393人）

üそのため、今回の研究では地域住民を対象に、長期及び

§ FMD検査方法：

大量喫煙と血管内皮機能障害との関連と疫学根拠を出す事
を目的とする。

Table. Age- and Sex-adjusted Mean Values of FMD and Proportion of low FMD according to Smoking Status, Pack-years and Years of Smoking

Never

ü 血管内皮機能障害をFMD<5.1%（第一四分位）と定義する
ü 現在喫煙者：現在の喫煙量が一日一本以上
過去喫煙者：禁煙者

Number
Age
Men, %
Mean of flow-mediated dilation, %
Low Flow-mediated dilation, %
Baseline brachial artery diameter, mm

364
50.7(0.5)
25
7.37(0.17)
18
3.94(0.03)

Number
Age
Men, %
Mean of flow-mediated dilation, %
Low Flow-mediated dilation, %
Baseline brachial artery diameter, mm

364
50.7(0.5)
25
7.37(0.17)
18
3.94(0.03)

Number
Age
Men, %
Mean of flow-mediated dilation, %
Low Flow-mediated dilation, %
Baseline brachial artery diameter, mm

364
50.7(0.5)
25
7.37(0.17)
18
3.94(0.03)

Never

長期喫煙者：喫煙期間が40年以上
大量喫煙者：喫煙量が40 pack-years(一日の喫煙本数/20 X 喫煙年数)
ü 調整因子：年齢、性別、地域、安静時血管径、BMI、血圧、糖尿病、
高脂血症、降圧剤服薬、糖尿病治療薬使用、高脂血症治療薬使用、
飲酒、運動習慣

Never

Current
<30 cigarettes/day
≥30 cigarettes/day
342
170
34
54.3(0.5)***
51.6(0.7)
50.8(1.6)
76***
79***
100***
7.05(0.16)
7.01(0.23)
6.21(0.51)*
26*
28*
42**
3.95(0.03)
3.97(0.04)
4.11(0.09)
Number of cigarettes smoked, pack-years
12040256
175
115
48.8(0.5)**
55.1(0.6)***
60.4(0.8)***
59***
93***
98***
7.10(0.19)
7.01(0.24)
6.63(0.30)*
23
24
33**
3.91(0.03)
4.03(0.04)
4.01(0.05)
Years smoked, years
12040209
259
78
48.6(0.6)**
53.6(0.5)***
64.6(1.0)***
67***
91***
100***
7.14(0.21)
7.03(0.19)
6.33(0.35)**
21
26
37**
3.92(0.04)
4.00(0.04)
3.99(0.06)
Former

*p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001 compared with never smokers

Figure.
Multivariable-adjusted
Odds
Ratios
Figure.
Multivariable-adjusted
odds
ratioof
ofLow
low FMD according to Smoking status,
Status, Pack-years
Pack-years and
and Years
Years of
of Smoking.
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1

0.5

0.5

0

0
Never

1-

20-

40-

Never

1-

20-

40-

§ Vitamin D2：植物

Vitamin D3：体内、皮膚合成
§ ビタミンD：副甲状腺ホルモンとともに体内カルシウム濃度調節

に必須なホルモン

§ 国際交流
§ 研究

§ ビタミンD欠乏症：血清25(OH)D＜25ng/mL（日本人）

骨粗鬆症、くる病、筋障害

高血圧、冠動脈高度石灰化、心血管疾患
§ 研究仮説：ビタミンD欠乏症は血管内皮機能障害と関連する
§ 研究方法：症例対象研究

１．母子保健
２．生活習慣病、遺伝子疫学
３．国際比較
§ 医師免許

(対象：FMD正常群
症例1：low FMD＆no CVD群 症例2：low FMD&CVD群)
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博論の全体的背景
近年、遺伝学に関する研究が進み、遺伝医療
が著しく発展してきた
日本語版ゲノム知識尺度による
ゲノム知識測定

未来共生特別演習&フィールド・ラーニング
医学系研究科保健学専攻
波田野 希美

【日本国内における先行研究】
遺伝疾患に対するイメージの調査では、否定的
な印象を連想する傾向があることが明らかに
なった(長谷川 1993, 水上 2007, 飯島 2009)
【海外における先行研究】
遺伝の知識に関する研究が複数行われている
知識への関連要因も明らかになってきている。

個人の行動変容に関わる要因としての
知識と態度
健康教育やそれに伴う行動変容に関連する理論
•
•
•
•

1940年代：知識普及の時代
1950年代：KAP理論、KAB理論
1970年代：ヘルス・ビリーフ・モデル
1980年代：プリシードフレームワーク

遺伝に関する既存の知識尺度
• 妥当性・信頼性が十分に担保されていないものや妥当性・
信頼性が検討されていないものが使用された研究が複数
存在(Fitzgerald-Butt 2016)

• これまで、妥当性・信頼性が検討された日本語のゲノ
ム知識尺度は存在しない。

知識の普及だけでは行動変容はおきず、個人の心理や
主観・価値観(ここでは態度)も強く影響している。
健康教育では知識や態度は前提要因に位置づけられる。

• the University North Callorina Genomic
Knowledge Scale(UNC-GKS) (Langer 2017)
• ノースカロライナ大学の研究チームが開発
• 対象：エクソーム解析を受ける成人患者および小児患者の
保護者 計418名
原著者の翻訳の許諾の確認済み

吉田亨 健康教育と栄養教育(4)健康教育の評価とヘルスプロモーション

博論の全体像

日本語版ゲノム知識尺度の妥当性・信頼性を
検討することで、

研究２

研究１

UNC-GKSの翻
訳とその妥当
性と信頼性の
検討

研究の意義

日本人を対象とし
たUNC-GKSの妥当
性・信頼性の検討

• 遺伝医療に関する知識向上に遺伝疾患に対
する偏見や誤解に向けた教育や取り組みの
指標のひとつになりえる。

日本人のゲノム
知識の測定

• 国際比較が可能となる。

研究１
【翻訳】
• ISPOR（lnternational Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research）
タスクフォースによるガイドラインに沿って実施中。
【調査】
• 大阪府内1施設において、エクソーム解析を受けた
経験のある18歳以上の患者および小児患者の両親
を対象
• 無記名自記式質問紙を直接配布または送付

進捗状況と今後の予定
• 5月末には翻訳作業を終了予定。
• 8月頃には研究１のデータ収集終了を目標。
→分析後、海外雑誌への論文投稿
• 研究２では、研究１で検討した尺度(UNC-GKS)
を用いて、オンラインでの横断調査を実施す
る。(ただし、研究１の結果で変更の余地も)

• 約200名配布 再テストで約40名
• 再テスト終了後、全調査対象者へ日本語版UNCGKSの回答・解説を配布

参考文献

今後のキャリア展望
【修士取得後の同期の進路】
• 学部卒ストレート組：病院or保健師or企業就職
• 臨床経験者組：病院就職or大学教員就職or博士後期進学
【インタビュー】
• A先生：看護学卒、養護教諭経験あり、
現在私大教育学部の准教授
• B先生：看護師歴あり、博士後期課程在籍中
現在私大看護学部助教
【結果思ったこと】
• 結婚・出産のタイミング
• やっぱり一回は現場に出よう
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長谷川知子, 五十嵐健康. イメージテストを用いた「遺伝病」に対する意識調査.
東京女子医科大学雑誌 ; 1993;63(臨増):94–101.
水上知香, 高田谷久美子. 看護学生の遺伝病に対するイメージ. 山梨大学看護学
会誌. 2007;6(1):15–21.
飯島久美子, 荻原貴子, 佐久間淳子, 星山佳治. 住民と保健師の遺伝病に対する
イメージに関する研究. 日本公衆衛生雑誌. 2009;56(9):645–54.
Fitzgerald-Butt SM, Bodine A, Fry KM, Ash J, Zaidi AN, Garg V, et al. Measuring
genetic knowledge: A brief survey instrument for adolescents and adults. Clin
Genet. 2016;89(2):235–43.
Langer MM, Roche MI, Brewer NT, Berg JS, Khan CM, Leos C, et al. Development
and Validation of a Genomic Knowledge Scale to Advance Informed DecisionMaking Research in Genomic Sequencing. MDM Policy Pract; 2017;2(1):23
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教育研究からの学び：アカデミックワーク

本プログラムのカリキュラムは、必修科目と選択科目から構成されており、そのうち
必修科目は、「リサーチワーク」と「コースワーク」に分類される。プログラム履修生
が、自身の在籍する研究科での専門研究に、未来共生学的な視点を織り込んで実施する
研究プロジェクトがリサーチワークである。一方、コースワークは、プログラムで開講
されている授業科目を軸に、チームでのプロジェクト企画・運営を目的とした活動全般
のことを指す。コースワークこそ、プログラムの基幹といってよい。
本プログラムでは、コースワークの枠内で、プログラムオリジナルの科目を開講して
いる。これらの科目は、理論を学び、過去の事例を批評的に検討する「アカデミックワ
ーク」と、現場での実践を重視する「プラクティカルワーク」の下位区分にさらに分類
される。本章では、アカデミックワークと海外研修について焦点をあてたい。

4.1. コースワーク
本プログラムの履修生は、在籍する研究科で専門的な学術的教育と研究指導を受ける
のと並行して、本プログラムの「コースワーク」を履修する。コースワークは、「アカ
デミックワーク」と「プラクティカルワーク」から構成されている。

4.2. アカデミックワークの目的
本プログラムが掲げている教育的な目標は、多文化共生社会の実現を目指してさまざ
まな活動に取り組む「未来共生イノベーター」の養成を目指すことである。また、本プ
ログラムでは、未来共生イノベーターの重要な資質として「多文化コンピテンシー」を
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提唱している。多文化コンピテンシーは、コミュニケーションリテラシー、政策リテラ
シー、調査リテラシー、グローバルリテラシー、フィールドリテラシー、多言語リテラ
シーの 6 つのリテラシーから構成されている（図 4.1 参照）。アカデミックワークの目
的は、これらの各リテラシーの育成と発展を目指すことにあり、
「未来共生調査法」、
「未
来共生多言語演習」（1 年次）、「未来共生ワークショップ」（3 年次）など、多様な科目
群を開講している。

図 4.1

本プログラムの教育過程におけるアカデミックワークの位置づけ
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4.3. 履修の流れ
本プログラムは、原則として 5 年一貫の博士課程教育プログラムである（4 年制コー
ス履修者は 4 年一貫）。プログラム履修生は、自身の在籍する研究科での教育活動と並
行して本プログラムを履修する、実質的な「ダブルメジャー」教育を受けることになる
（ただし、博士学位はひとつ）。表 4.1 および 4.2 は、平成 29 年度に入学した履修生の
5 年制および 4 年制のコースワークの流れを示す。授業は、(1) 必修科目、(2) 選択必修
科目、(3) 選択科目に区分され、リサーチワークおよび学外研修は単位外となる。
プログラム 2 年終了時に実施される QE(Qualifying Examination)は、プログラム 3 年次
への進級についての資格判定審査である。ここでは、履修生の在籍研究科における前期
課程の修了と後期課程進級状況、本プログラムでの単位取得状況などが総合的に審査さ
れる。審査を通過した履修生は、進級後、プログラム 3 年終了時にリサーチプロポーザ
ルを提出する。プログラム 4 年、5 年次のプログラム履修は、リサーチプロポーザルに
もとづいた教育指導が中心となる。プログラム 5 年終了時には、プログラム修了最終試
験が課せられており、これに合格するとプログラムのコースワーク修了が認められる。
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表 4.1

履修スケジュール（5 年制コース）
１年次
１
学
期

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ワ
ク

未来共生社会論

必修

2

未来共生

未来共生の哲学と諸課題

必修

2

コア科目

未来共生ワークショップ

必修

未来共生特別演習

必修

未来共

未来共生英語演習Ⅰ

必修

生英語

未来共生英語演習Ⅱ

必修

科目

未来共生英語演習Ⅲ

必修

未来共生英語演習Ⅳ

必修

未来共生多言語演習Ⅰ

必修

未
来
共
生
言
語
プ
ロ
グ
ラ
ム

未来共
生多言
語科目

２
学
期

２年次
１
学
期

２
学
期

３年次
１
学
期

２
学
期

４年次
１
学
期

５年次

２
学
期

１
学
期

2
2
1
1
1
1
1

選択
未来共生外国語*

1**

必修

未来共生

未来共生調査法

選択

調査法

A/B ***

必修

未来共生専門科目

選択

未来共生基礎領域科目

選択

プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
ワ

コミュニティ・ラーニング

必修

公共サービス・ラーニング

必修

プロジェクト・ラーニング

必修

海外インターンシップ

必修

ク

フィールド・ラーニング

必修

2

学外研修

必修

リサーチワーク

必修

各期の必修単位数

2
2
2
2
2

10

2

4

3

2

5

*未来共生外国語の履修科目については、担当教員と相談の上、共通教育外国語科目等から履修することが
できる。
**未来共生外国語は、1 年 2 学期から 2 年 2 学期までの間に 1 科目以上履修し、1 単位以上修得すること。
***原則として、未来共生調査法 A を履修すること。
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２
学
期

表 4.2

履修スケジュール（4 年制コース）
１年次
１
学
期

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ワ
ク

未来共生社会論

必修

2

未来共生

未来共生の哲学と諸課題

必修

2

コア科目

未来共生ワークショップ

必修

未来共生特別演習

必修

未来共

未来共生英語演習Ⅰ

必修

生英語

未来共生英語演習Ⅱ

必修

科目

未来共生英語演習Ⅲ

必修

未来共生英語演習Ⅳ

必修

未来共生多言語演習Ⅰ

必修

未
来
共
生
言
語
プ
ロ
グ
ラ
ム

未来共
生多言

２
学
期

２年次
１
学
期

２
学
期

３年次
１
学
期

２
学
期

４年次
１
学
期

２
学
期

2
2
1
1
1
1
1

選択
未来共生外国語*

語科目

1**

必修

未来共生

未来共生調査法

選択

調査法

A/B***

必修

2
未来共生専門科目

選択

未来共生基礎領域科目

選択

プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
ワ

コミュニティ・ラーニング

必修

公共サービス・ラーニング

必修

プロジェクト・ラーニング

必修

海外インターンシップ****

必修

ク

フィールド・ラーニング*****

必修

学外研修

必修

リサーチワーク******

必修

各期の必修単位数

2
2
2
2
2

10

2

4

3

2

5

*未来共生外国語の履修科目については、担当教員と相談の上、共通教育外国語科目等から履修することが
できる。
**未来共生外国語は、1 年 2 学期から 2 年 2 学期までの間に 1 科目以上履修し、1 単位以上修得すること。
***原則として、未来共生調査法 A を履修すること。
****海外インターンシップは、博士論文執筆の都合上、2 年次での履修も可とする。
*****フィールド・ラーニングは、博士論文執筆の都合上、3 年次での履修も可とする。
******4 年制コースの履修生は、1 学年上の 5 年制コース履修生と同じスケジュールで行う。
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4.4. 未来共生ワークショップ（3 年次）
本授業は、プラクティカルワークである公共サービス・ラーニング、プロジェクト・
ラーニングでの経験を理論的に振り返るアカデミックワークとして位置づけられてい
る。ワークショップをもとに「共生」の課題について考える参加型学習の手法を用いる。
実践現場では多様な人びとによる対話やアイディアの創出、課題解決のためにさまざま
なワークショップの技法が用いられており、本授業は、未来共生の諸課題に対して実践
的にとりくむために必要な知識・スキル・態度を学び、イノベーターに求められる行動
力を養うことを目指す。現場における課題抽出、発見、解決に至る一連の流れをワーク
ショップとして学ぶことを目的とする。また、授業で学んだことを、履修生自身が大学
近隣の施設に行ってワークショップやアクティビティを実施する課題が設定されてい
る。
授業では「安心」な場づくりと「コ
ミュニケーション」を基礎に置いて、
そのために履修生自身がどのように
授業に挑めばよいかを考えることか
ら始まった。「安心ルール」「もちあ
じ」
「気持ちを表す言葉」などコミュ
ニケーションの基礎となるワークを

写真

小学校での未来共生ワークショップ

実施し、絵本や新聞紙などを使った
アイスブレイクのアクティビティも行った。
2017 年度は履修生が研究のフィールドとしてかかわっている小学校と、プロジェク
ト・ラーニングでかかわりをもった高校の協力を得て、本授業のワークショップ実践を
実施した。学校の要望や生徒のニーズに合わせて、ワークショップを企画・準備し、小
学校では「あなたにとってほっとする場所」をテーマに、友だちの話を聞き、聞いたこ
とを絵や言葉で表現して相手に返すという、子ども同士のコミュニケーションと表現す
る力を引き出す実践をおこなった。高校では、いくつかグループをつくり、リビングラ
イブラリー（人を本に見立て読者に貸し出し、対話と相互理解を深める試み）形式で、
履修生の研究関心や進路選択に
ついて高校生向けに話をする実
践をおこなった。それぞれの実践
は、学校現場からのニーズを汲ん
で企画したこともあり、現場から
は評価が得られた一方で、未来共
生独自の視点が不十分だったな
どの課題も挙げられた。現場と
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の協働の機会が今後増えていくと思われるが、未来共生イノベーターとしては、要望や
ニーズに応える力と同時に、独自性や創造性を生み出す力の両方が重要だと認識する機
会となった。

4.5. インドネシア海外研修「Disaster Management and Humanitarian Action」
（1 年次）
2018 年 2 月 17 日～3 月 3 日まで、インドネシア・ジョグジャカルタにあるガジャ・
マダ大学(UGM)において「インドネシア集中講義・多文化研修」が実施された。未来共
生プログラム履修生 10 名が参加し、教員 2 名が引率した。現地からは大学院生（国際
関係）12 名が参加、約 2 週間の研修をプログラム履修生とともに受講した。
現地では、キャンパスツアー、オリエンテーションの実施後、ジョグジャカルタでの
研修生活が始まった。18 日からは、午前
中 、 災 害 管 理 ・ 人 道 活 動 （ Disaster
Management & Humanitarian Action）に関す
る授業が開始された。基本的には、毎日
午前中、塚本俊也特任教授（未来戦略機
構第五部門）による講義が行われた。講
義では、モンゴル、コソボ、アチェなど
各地域での人道活動についての概要説明
や災害発生時における国際機関や NGO の

写真

インドネシア研修における塚本教授に

よる講義

対応、メラピ山噴火時における被害状況
や災害救助の状況に関する説明が行われた。また、現地で実際に支援活動を行う際に有
用な Project Cycle Management (PCM) についての紹介や危機発生時におけるリーダーシ
ップやセキュリティに関するシミュレーション体験も実施された。
例年同様、プログラム履修生・インドネシア人学生混成のグループ（政府、民間企業、
国際 NGO、国内 NGO、コミュニティ）を編成し、研修期間を通じて現地における水不
足の問題について PCM 手法を用いて、その解決策を探った。
午後からは、Steve Muller 特任講師（未来戦略機構第五部門）による Global English Skills
Training Course が実施され、歴史、文化、政治をもとに現在多発しているテロの問題、
ジェンダー、LGBT などインドネシアが抱える現在の諸課題や時事ニュースを取り上げ、
学生間での活発な議論や意見交換が行われた。
平日午後には日本やインドネシアにおける多文化理解を深めるための「多文化共生セ
ミナー」も実施された。13 日午後、ガジャ・マダ大学の Maharani Hapsari 先生による
Managing Environmental Resources in a Multicultural Society と題する講義が行われた。
現地のフィールドワークでは、25 日、川沿いのコミュニティにおけるインドネシア
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河川回復運動 (IRRM: Indonesian River Resoration Movement)について河川の汚染浄化の
ためにコミュニティ連携を重視した点などについて説明を受けた。
2 週目の水曜日には、ジョグジャカルタ南部のカトリック教会を訪問した。イスラム
教徒が大多数を占めるインドネシアにおいては少数派であり、同教会の司祭を務める
Amandus Kartono 氏より、同国におけるキリスト教の歴史や現在の活動について概要を
伺った。また、インドネシアの伝統的な文化に触れる機会もあった。RESPECT プログ
ラム履修生は、伝統的な楽器であるガムラン、ジャワダンス、染布のバティックを直接
体験し、現地の文化に触れることができた。
参加した学生からは、「多文化社会でフィールドワークを行うことができ、非常に貴
重な経験になった」「英語の必要性を実感した。ガジャ・マダ大学の学生のレベルの高
さを感じた」「とても刺激の多い 2 週間だった。インドネシアの多民族、多宗教などの
複雑な状況をさらに認識することができた」といったコメントがあった。

写真

インドネシア研修でのカトリック教会

への訪問

写真

インドネシア研修の活動（ガムラン演奏

の体験）

4.6. トロント海外研修（2 年次）
2017 年 4 月 26 日（水）～ 5 月 8 日（月）にカナダ・トロント海外研修を実施した。
未来共生イノベーター博士課程プログラムのカリキュラムの一つ、学外研修における海
外多文化研修は、当プログラムの目的である多文化コンピテンシーの育成として位置づ
けられている。本研修は、「英語演習ⅠとⅡ」の科目及び一年目の海外語学研修英語実
習の学外活動に基づき、英語そのものを身につけることを目的とするのではなく、英語
を実践的に使って、多文化共生について学ぶことだった。多文化研究について英語で学
ぶことと共に、3 年目の海外インターンシップに向けて、多文化社会の現実を様々な教
室外活動を通して体験することを試みた。多文化社会であるカナダで実施される本授業
は、大阪大学の英語専門講師による言語支援をもとに、トロント大学の多文化専門教員
による教室内での活動とフィールド訪問・活動を組み合わせて企画された。トロント海
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外研修の準備として、大阪大学で 4 回の予備授業を行い、そして研修中はトロント大学
で 10 回の授業、トロント各所で 6 回の実習、さらに復習としてトロント大学で 3 回の
授業を行った。成果は①グループごとで英語による 30 分の成果発表、②英語によるホ
ームページの報告、③日本語によるニューズレターでの報告を行った。

4.6.1.

カリキュラム

本研修プログラムは、
（ア）授業（classwork）、
（イ）実習（現場訪問、field trip）から
構成された。すべての授業および実習は、大阪大学及びトロント大学の教職員より企画
され、英語で実施された。
（ア）授業（10 コマ；1 コマ＝1.5 時間、合計：15 時間）
CLUSTER 1: Overview of History and Debates on Canadian Multiculturalism (Prof.
Bonnie McElhinny)
テーマ：多文化主義の歴史と批判、移民、ジェンダー、言語
CLUSTER 2:

Home-making amongst the Diaspora (Prof. Girish Daswani)

テーマ：宗教、移民、居場所作り、グローバル化
CLUSTER 3: Ethnography of Kensington Market and Infrastructures (Prof. Joshua Barker)
テーマ：移民、多文化摩擦、経済と消費、インフラスタラクチャー
（イ）実習（3 回以上；1 回＝半日以上；合計：13.5 時間未満）
FIELD TRIP 1a: Naadmaagit Ki — Indigenous Land/Water restoration project
FIELD TRIP 1b: Near & Middle East Civilization-Cultural Exchange & Support Initiative
FIELD TRIP 2a: Pentecost International Worship Centre (PIWC), North York
FIELD TRIP 2b: Charismatic Church of Kingston-Galloway and Orton Park (KGO)
FIELD TRIP 3a: Walking tour of Kensington Market and environs
FIELD TRIP 3b: Group Fieldwork in Kensington Market

4.6.2.

参加した履修生と成果

履修生の一部（平均 11 名）は、2 月〜4 月の間に 4 回に渡って大阪大学で自由参加の
予備授業（Working Day）を受け、ステファン・ミュラー特任講師（未来戦略機構第五
部門）とゲルゲイ・モハーチ助教（人間科学研究科）の基で、事前に配布された英語の
論文（合計 250 ページ）の一部を解読し、議論してきた。トロント大学では、全ての履
修生は、10 回の授業及び 6 回の実習を受けた。また授業日の午後に、1 時間半前後、大
阪大学の担当教員によるチュートリアルに参加し、その日の授業内容の復習を行ってき
た。実習において、英語能力などをもとに、履修生を 3 つのグループにわけ、各訪問先
の参与観察やインタビュー、取材などの作業がグループ毎に担当され、実施された。そ
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して、最終日（5 月 5 日）の公開ワークショップに成果発表として英語で各グループが
プレゼンテーションを行った。さらに、帰国後は、二種類のレポート（英語・日本語）
とアンケートの提出でプログラムが終了された。

写真

Kensington Market

写真 Naadmaagit Ki
プロジェクト

先住民自然保護

4.7. その他海外研修
4.7.1.

ザンビア海外研修「平和と安全保障スタディ・プログラム」

未来共生プログラムは、コッパーベルト大
学（Copperbelt University; CBU）のダグ・ハマ
ー シ ョ ル ド 平 和 研 究 所 （ Dag Hammarskjöld
Institute for Peace Studies; DHIPS）内に、サテ
ライトオフィスを設置している。ここを拠点
として、2017 年 10 月 31 日（火）から 11 月 7
日（火）までの 8 日間の日程で、ザンビア研
修「平和と安全保障スタディ・プログラム」
写真

が実施された。

履修生のプレゼンテーション

未来共生プログラムの学内プログラム担当教員である、ヴァ―ジル・ホーキンス准教
授（国際公共政策研究科）を中心に企画されたこの研修も、今年度で 5 回目を迎えた。
今年度は、海外インターンシップでザンビアに滞在中の 3 期生の岩根あずささん（国際
公共政策研究科・博士後期課程 1 年）が TA として研修に参加し、参加履修生のサポー
トにまわった。そのほかの参加者は、仲田幸司さん（人間科学研究科・博士後期課程 1
年）、王一瓊さん（言語文化研究科・博士前期課程 2 年）、櫻木晴日さん（人間科学研究
科・博士前期課程 1 年）の 3 名である。また神田麻衣子特任助教（未来戦略機構第五部
門）が引率教員として加わった。
ザンビア研修の中心となるのは、DHIPS と合同で開催するセミナーとスタディ・ツ
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アーである。これまで「難民危機と再定住」など、安全保障分野での時流に合わせたテ
ーマのもとでセミナーが実施されてきた。今年度のテーマは、選挙や開発事業などにお
いて民族間の関係性を考察する「民族的帰属」（Ethnicity）と定められた。これは、前
年に実施されたザンビア大統領選を受け、昨年度と同様のテーマで継続して論じる必要
性が見出されたためである。
多民族状況が日常であるザンビアに比べると、日本に暮らすわたしたちが「民族的帰
属」の問題に直面する機会は少ない。しかし、見えにくくなっている状況であるがゆえ
に、日本における「民族的帰属」の問題はより議論の必要性があるといえるだろう。プ
ログラム履修生は、それぞれの専門的な見地から、日本における民族的帰属の問題につ
いてプレゼンテーションを行った。プレゼンテーションのタイトルは以下の通りである
〔敬称略〕。
幸司：Surviving in a Double Colonization: The Perspective of an

・仲田

Okinawan
一瓊：Minority Language Policies in China and Japan

・王
・櫻木

晴日：Japanese Education System for Children with Foreign Roots

プログラム履修生のプレゼンテーションに共通していたのは、日本社会が民族的な多
様性を抱えている一方で、社会的なシステムが追い付いていないという現状である。フ
ロアからはこの点について多くの質問が寄せられた。なお、この質疑応答を通して、ザ
ンビアの人びとが自国の「民族的統一」をどのように認識しているのか、ということが
浮かび上がってきたことは、わたしたちにとって大きな発見だったといえよう。
毎年、スタディ・ツアーで必ず訪れているのは銅鉱山である。ザンビアの中心的な産
業は銅鉱業で、銅がこの国を経済的に支えているといえるが、得られるはずの利益のわ
りに、ザンビアの実体経済が恩恵を受けているとはいいがたい。スタディ・ツアーでは、
まさにその採掘の現場を訪れる。採掘や加工の現場を見学したり、鉱山の位置するコミ
ュニティに立ち寄ったりすることは、日本で得られる文字情報以上の経験を与えてくれ
る。今年度は、DHIPS の院生・教員とともに、
キ ト ウ ェ （ Kitwe ） 市 内 に あ る ン カ ナ 鉱 山
（Nkana Mine）を訪れた。
銅とコバルトを産出するンカナ鉱山は、露
天掘り坑道と地下坑道の 2 つを有している。
わたしたちは、ンカナ鉱山の運営会社である
モパニ銅鉱山公開有限会社（Mopani Copper
Mines PLC）の広報担当者から、同社の経営や
写真
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その後、防護服と安全装置を着用し、地下坑道での採掘を見学した。地下 700~750 メー
トルにある地下坑道で掘削作業が続けられており、そこでは岩盤の爆破も伴う。坑道の
通気・排気装置や坑道途中に設けられた避難場所などを見学しながら、鉱山会社の担当
者から銅鉱山における危機管理体制に説明を受けた。しかし、同時に、どれほどの危機
管理体制を敷いていても、この場が危険であることは否定できない。排水装置は各所に
設けられているが、坑道内には水が溜まって足元の悪い箇所もある。重い装置を身につ
け、暗い坑道の中を移動することの潜在的な危険を感じざるを得なかった。
「平和と安全保障」をタイトルに掲げるこの研修では、その実現のために命を落とし
た、第 2 代国連事務総長ダグ・ハマーショルドの功績に焦点を当てている。1960 年、
コンゴでの動乱を調停する目的で、ハマーショルドを乗せた航空機が調停会議地である
ンドラ（Ndola；現ザンビア、当時は北ローデシア）を目指していたが、到着寸前に機
体が墜落、ハマーショルドは死亡した。現在、ンドラの墜落現場にはダグ・ハマーショ
ルド記念館が建設され、彼の功績を伝えている。わたしたちは同記念館を訪れ、担当者
から、この事故の背景にある国際情勢について詳細な説明を受けた。
ザンビア研修の後半は、コッパーベルト州から首都のルサカに活動の場所を移し、こ
れまでとは異なる角度から、平和と安全保障について考えることとなる。最初に訪れた
のは、ルサカ市郊外にあるカトゥバ（Katuba）地区である。同地区から選出された国会
議員ムワシングウェレ氏（Honarable
Mwasingwele）の案内で、小学校、診療所、
婦人会、そして同地区内の村落共同体の伝統
的首長宅を訪問した。どの訪問先も、わたし
たちが日本で目にするものに比べれば、設備
が十分だとはとても言えない。しかし、この
一連の訪問で印象的だったのは、人びとが自
らの地区に足りないものを、自分たちの手で
写真

カトゥバ地区の小学校

手に入れようと努力、工夫する姿勢だった。

たとえば、このカトゥバ地区の小学校では、就学する生徒全員を受け入れるために、
一日のスケジュールを早番と遅番という 2 部制で運営している。ここで、教室数が足り
ないという問題を指摘することができるが、それ以上に重要なのは教員が足りないとい
う問題である。地区の住民はこの問題を解決するために、地区で自主的に教員を雇うだ
けでなく、宿舎まで住民たちの力で建設した。ザンビアのような「発展途上国」で教育
の問題が取り上げられるとき、わたしたちはすぐに国際援助の必要性を語り、一方で「援
助慣れ」の弊害について指摘しがちである。しかし、実際に目にしたのは、行政府から
は時機を得た対応は得られないと見切りをつけ、自助努力を続ける住民の姿である。未
来共生プログラムが掲げている「協働」とは、こうした場所にこそ生まれるのではない
だろうか。
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ザンビア研修の最終日、ザンビア国会を訪れた。ここでは、平和と安全保障に関する
部会に所属する官僚と懇談した後、議場を見学した。ちょうど国会の開催期間からは外
れていたため、実際に議場内に足を踏み入れ、議席や議長席、答弁台を間近で見る機会
を得ることができた。
今年度のザンビア研修では、これまでになく「現場」に深く立ち入ることができたと
思う。ザンビアは、南部アフリカ開発共同体（SADC）に属しているために、南アフリ
カ共和国資本が多く入っており、街には大型ショッピングモールが続々と建設されてい
る。しかし一方で、1 日 1.9US ドル以下で暮らす人々の割合は 2015 年時で全人口の 57.5%
と、半数を超えている。わたしたちの訪れた現場は、きらびやかな都市の風景を陰で支
えている人びとの場だったといえるだろう。研修に参加した履修生は、日々のプログラ
ムでの学びが、ザンビアにもつながっていることを実感したはずである。

4.8. 北海道研修「対話と共生のコミュニティづくりの実地調査」
未来共生プログラムでは、さまざまな共生の課題に取り組む際に、セーフティな場づ
くりや対話を大事にしている（授業科目「未来共生の哲学と諸課題」）。これまでの対話
にかかわる研修では、ハワイ大学やハワイの学校で実施されている哲学教育プログラム
（子どもの哲学 p4c; philosophy for children）や、沖縄の名桜大学・看護学科で実
施されている p4c を応用した対話プログラムに参加してきた。
2017 年度は、2017 年 11 月 3 日（金）〜7 日（火）の日程で北海道研修を実施し、べ
てるの家（浦河町にある精神障害等をかかえた当事者の地域活動拠点）、アイヌの人々
の活動（白老アイヌ民族博物館、平取町二風谷アイヌ民族博物館、萱野茂二風谷アイヌ
資料館）への訪問を通して、対話や共生のコミュニティづくりを学んだ。履修生は、プ
ログラム 5 期生の島本奈央さん（国際公共政策研究科・博士前期課程 1 年）と瀬戸麗さ
ん（人間科学研究科・博士前期課程 1 年）、4 期生の神谷千織さん（医学系研究科・博
士前期課程 2 年）、引率として、ほんまなほ（本間直樹）准教授（CO デザインセンタ
ー）、高橋綾講師（CO デザインセンター ）、榎井縁特任准教授（未来戦略機構第五部
門）、今井貴代子特任助教（未来戦略機構第五部門）に加えて、アドバイザーとして阿
部寛さんが参加した。以下、参加履修生の報告を引用する。
北海道研修（2017 年度）の報告
研修の前半は白老町のアイヌ民族博物館、二風谷アイヌ文化博物館、萱野茂二
風谷アイヌ資料館、二風谷ダムを訪問・見学し、学芸員や館長の方からお話を伺
いました。後半は精神障害等を抱えた当事者の生活拠点である「浦河べてるの家」
に伺い、朝のミーティングや当事者研究の活動を見学し、その後生産活動として
の昆布の袋詰めを手伝わせていただきました。
前半ではアイヌ文化や歴史、和人とアイヌの共生について考え、理解を深めま
した。白老と二風谷の両地域を訪れることができたのはとても貴重な経験です。
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生活道具の地域差をはじめとして博物館のコンセプトの違い、文化伝承の違いな
ども見聞きすることができました。その中で最も印象的だったのは、アイヌ文化
やアイヌ語を子どもたちに伝える、アイヌの方の生き生きとした姿です。ニュー
ジーランドマオリ族の教育を参考にしながらアイヌ語を教えたり、学校でアイヌ
の文化を教えたりする方々の話からは、とても大きなパワーを感じました。
後半で見学した「べてるの家」の当事者研究は想像以上に動的で温かいもので
した。当事者研究とは似た症状をもっている当事者同士の研究活動で、
「誰しもが
持っている生きにくさを仲間と共に共有し、研究というアプローチから深めてい
くもの」と説明されています。仲間といっても前提となる世界観は一人一人異な
り、自分の世界観を背負いつつ仲間の世界観に寄り添わなくてはなりません。そ
の時に皆さんが拠りどころとされていたのが共通の症状“幻聴さん”であり、こ
れが互いの世界観を理解する糸口とされていたように思います。素朴な疑問を互
いに投げかけたり寸劇のようなものをしたりしながら、
“幻聴さん”が現れる原因
や“幻聴さん”と付き合っていく方法などを追究されていました。「べてるの家」
の見学後、私も大学の先生や友達と当事者研究に挑戦をしてみましたが、二重の
難しさを含んでいると感じました。それは自分の世界観について詳細に説明する
こと、自分の世界観を客観視することの難しさです。当事者研究は正直かつ冷静
に自分と向き合うだけでなく、仲間の声に真剣に耳を傾ける姿勢があってこそ成
立するものだと思いました。(2017 年 11 月 30 日

写真

白老町のアイヌ民族博物館に

並ぶ

写真

瀬戸)

二風谷アイヌ文化博物館館内

にて
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第5章 未来共生学の構築

5.1. ジャーナル『未来共生学』の発行
2013 年度に創刊されたジャーナル『未来共生学』は、2017 年度で第 5 号まで刊行さ
れた。本誌の目的は、7 年間のプログラムにおいて、そのよってたつ理論や学問を議論
し「未来共生学」の構築を目指すことである。8 研究科 3 センターの教員によって「未
来共生」にかかわるカリキュラムが策定され履修生の教育が行われているが、「未来共
生」にかかわる知識や能力、経験は「レディメイドなパッケージ」として既存の学問の
なかに存在しているわけではない。「未来共生」とはなにか、「未来共生イノベーター」
とはだれか、といった議論はつねにプログラムの根幹となる問いである。
『未来共生学』
の位置づけは以下の通りである。
①

「未来共生」とはなにか、
「未来共生イノベーター」とはだれか、それぞれの理念
と実践について議論するためのフォーラム

②

未来共生にかかわる研究成果の発表の場

③

大学院生のトレーニング、文章修行、自己表現の場

④

本プログラムの活動の記録媒体、アーカイヴズ的機能

⑤

本プログラムの本学内外への広報

5.1.1.

投稿原稿の募集

「未来共生学」創生のためのフォーラムを目指す本誌は、広い意味で「未来共生学」
の創出に関連するテーマを論じた「論文」「研究ノート」「フィールドワーク報告」「書
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評」
「エッセイ」の原稿を以下の要領で募集している（「投稿規定」については資料とし
て添付）。
2017 年度は投稿原稿の募集を 2017 年 4 月に開始し、9 月末に締め切りを設定した。
投稿原稿及び特集論文などは、すべて『未来共生学』編集委員会によって審議され掲載
の可否についての決定が行なわれた。
『未来共生学』第 5 号は、編集作業を経て 2018 年
3 月に刊行に至った。
投稿原稿の区分と原稿量の目安
①

論文

……

20000〜25000 字程度

②

研究ノート

……

12000 字程度

③

フィールドワーク報告

……

10000 字程度

④

書評

……

2000〜3000 字程度

⑤

エッセイ

……

2000 字程度

投稿資格
未来共生イノベーター博士課程プログラム参画部局（下記参照）の教員と大学院生。
その他編集委員会が適当と認めた者。
・

文学研究科（文化形態論専攻、文化表現論専攻）

・

人間科学研究科

・

法学研究科

・

経済学研究科

・

医学系研究科（保健学専攻、医学専攻）

・

工学研究科（地球総合工学専攻、ビジネスエンジニアリング専攻）

・

言語文化研究科

・

国際公共政策研究科

・

未来戦略機構第五部門

・

国際教育交流センター

・

CO デザインセンター

・

グローバルイニシアティブ・センター

審査・校閲
論文・研究ノートについては、編集委員会が選出した複数の査読者による査読結果に
基づき、編集委員会が掲載の可否を決定する。それら以外の原稿の校閲に関しては編集
委員会が行い、その結果に基づき、改訂・修正の可能性がある。投稿された原稿の掲載
の可否は、編集委員会が決定する。
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5.1.2.

『未来共生学』第 5 号の発刊

『未来共生学』第 5 号の構成は表 5.1 の通りである。第 5 号の特集は 2 つあり、「排
外主義の台頭と多文化共生の未来」と「未来共生プラクティカルワークの現場から」で
ある。前者は、世界で起きている移民・難民排斥の背景を探り、多文化共生の行方を考
えようとするもので、国内外の排外主義の現状と展望が論じられた。後者は、第 4 号に
引き続き、過去 5 年にかけて未来共生プログラムが取り組んできたプラクティカルワー
クの現場を、未来共生の教員と履修生が再訪し、共生における課題を軸に取り組みをま
とめたものである。
第 4 号への投稿原稿は合計 12 本あった。査読と修正を繰り返し、編集委員会での審
査を経て、全て掲載となった。
刊行された『未来共生学』第 5 号は、執筆者以外に、学内外のプログラム担当者、履
修生、学内部局関係、他大学のリーディング大学院、近接学問領域の研究科、広報機関
等に郵送した。また本プログラムにとって重要となるプラクティカルワークの現場には
広報や活動記録としての役目も果たしている。

写真
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表 5.1

『未来共生学』第 5 号

目次一覧
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5.2. リーディングスの発行
プログラムの教育を展開するうえでの基礎資料を蓄積していくために、未来共生リー
ディングスが作成されることになった。プログラムの着実な発展に資することを目的と
した、プログラム担当者・関係者によるモノグラフや論文集が、以下の通り刊行されて
いる。
表 5.2
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第6章 履修生の選抜審査

本プログラムにおける選抜審査体制は 4 段階に分けられる。第一段階は、プログラム
選抜試験、つまり本プログラムへの入学審査である。この選抜試験で、書類審査、筆記・
面接試験での審査を通過した受験者だけが、本プログラムの履修を許可される。第二段
階は、QE（Qualifying Examination）である。QE は、プログラム 2 年終了時に実施され
る、プログラム 3 年次への進級資格審査である。この段階では、本プログラムの履修状
況だけでなく、在籍研究科における前期課程の修了や後期課程への進級状況などが総合
的に審査される。第三段階となるのは、プログラム 3 年終了時に提出するリサーチプロ
ポーザルである。リサーチプロポーザルは、博士論文の作成に関する研究計画書である。
リサーチプロポーザルで問われるのは、履修生個々の専門研究の進捗状況だけでなく、
プログラム履修によって身につけた、未来共生イノベーターとしての意識のありかたで
ある。最後の第四段階として、プログラム修了最終試験が行われる（5 年制コースは 5
年終了時、4 年制コースは 4 年終了時の実施）。ここでは、在籍する研究科に提出した
博士論文（提出予定のものも含む）について未来共生的観点から審査が行われる。なお、
この審査に通過した履修生には「コースワーク修了認定証」が授与され、学位記にも本
プログラムの修了が記載されることになっている。
平成 29 年度は、本プログラム 6 回目となるプログラム選抜試験と、4 回目となる QE
が実施された。また、プログラム 1 期生から 4 名、2 期生から 1 名（4 年制コース在籍）
が、プログラム修了最終試験に臨んだ。結果、本プログラム初となるコースワーク修了
者を迎えるに至った。
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6.1. 選抜審査の目的
プログラム選抜試験の目的は、未来共生イノベーターとしての潜在的な資質を備えた
学生を獲得することである。その指針となるのが、本プログラムのアドミッション・ポ
リシーに記載されている「求められる学生像」の要件である。
・未来に向けた多文化共生社会の実現のための意欲とヴィジョンを持つ
・多様な人々の共生・共存に関するさまざまな課題・テーマに強い関心を持つ
・異なる国や民族の文化を尊重する態度を持つ（敬意：respect）
・民族や世代や性別を超えて交流するためのコミュニケーション能力がある
・病や障がいを持つ人や異なる価値観や世代の人々への共感性がある
・グローバル化時代のリーダーとしての統率力がある
・文理に偏らない総合的な知性がある
・知識を実践へと導く行動力がある
また、QE（Qualifying Examination）の目的は、2 年間のプログラム履修を通して、未
来共生イノベーターが有すべき多文化コンピテンシーの獲得状況やその達成度を測る
ことである。多文化コンピテンシーとは、以下の 6 つのリテラシーによって構成される。
1)

多言語リテラシー

2)

フィールドリテラシー

3)

グローバルリテラシー

4)

調査リテラシー

5)

政策リテラシー

6)

コミュニケーションリテラシー

プログラム履修年限満了年度に実施されるプログラム修了最終試験においても、上記
コンピテンシーの最終的な獲得状況が再度測られることとなる。

6.2. 選抜審査の体制
プログラム選抜試験では、2 段階の審査体制が採られている。第一段階は、出願者全
員に対する書類選考である。これを通過した出願者だけが、第二段階となる筆記試験、
面接試験を受験することができる。書類選考では、出願書類一式（履歴書、出願理由書、
小論文、推薦書）を審査対象として、本プログラムへの適性・資質および参加意欲につ
いて審査する。次に行われるのが、筆記試験と面接試験である。筆記試験では、多文化
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共生社会の実現に関するテーマが出題され、制限時間内（90 分）1に日本語で小論文を
書くことが求められる。面接試験は、5 名程度のグループ面接という形式を採っている。
このような過程を経て、プログラム選抜試験の合格者が最終的に決定される。
平成 30 年度プログラム選抜試験募集要項および応募書類（平成 29 年度実施分）につ
いては、本報告書の添付資料「平成 30 年度選抜試験（平成 29 年度実施）書類」を参照
されたい。
QE（Qualifying Examination）の中心となるのは、「プレゼンテーション審査」と「海
外インターンシップ審査」のふたつの審査である。プレゼンテーション審査で審査対象
となるのは、修士論文（4 年制コース履修生の場合、修士論文に相当する研究成果）を
ベースとしたプレゼンテーションである。海外インターンシップ審査では、プログラム
3 年次に予定されている「海外インターンシップ」の準備状況が審査される。このほか、
QE では、履修生の在籍研究科における履修状況（博士前期課程の修了判定、博士後期
課程への進級の可否）、本プログラムの履修状況（2 年次修了要件となる単位取得状況、
各科目の成績）、未来共生イノベーターが有すべき多文化コンピテンシーの獲得状況な
どについて総合的に審査が行われ、プログラム履修継続、すなわちプログラム 3 年次へ
の進級の可否を決定する。

6.3. 選抜の実施：平成 29 年度（平成 30 年度入学者）
本プログラム 5 年制コースの募集人数は 15 名程度、出願資格者は、平成 30 年 4 月に
以下に記載する本学大学院博士前期課程に入学予定の者であった。
・文学研究科（文化形態論専攻、文化表現論専攻）
・人間科学研究科
・法学研究科
・経済学研究科
・医学系研究科（保健学専攻）
・工学研究科（地球総合工学専攻、ビジネスエンジニアリング専攻）
・言語文化研究科
・国際公共政策研究科
4 年制コースの募集人数は若干名、出願資格者は、平成 30 年 4 月に本学大学院博士
課程医学系研究科（医学専攻）に入学予定の者であった。
平成 30 年度プログラム選抜試験（平成 29 年度実施）における選抜プロセスは、次の
1

平成 28 年度より、日本国籍を有せず、日本語以外を教育言語とする大学／大学院を卒業、あるいは修了した受験者に
ついて、希望があれば試験時間の延長（30 分）と辞書の持ち込み（2 冊まで。ただし、電子辞書および事典類の持ち込
みは不可）が認められるようになった。
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通りである。
・

願書受理期間：平成 30 年 2 月 16 日（金）～27 日（火）

・

書類選考：平成 30 年 3 月 2 日（金）

・

書類選考 合格発表：平成 30 年 3 月 7 日（水）

・

選抜試験（筆記・面接）：平成 30 年 3 月 9 日（金）

・

最終合格発表：平成 30 年 3 月 15 日（木）
出願書類は、未来共生イノベーター博士課程プログラム事務室（本学豊中キャンパ

ス・文理融合型研究棟 6 階）への郵送および直接持ち込まれたものを受理した。5 年制
コース 15 名程度、4 年制コース若干名の募集人員に対し、出願者は 23 名であった。
書類選考は、3 月 2 日に本学豊中キャンパス・文理融合型研究棟にて実施した。書類
審査委員（6 名）が応募書類を精査し、20 名を書類選考合格者として決定した。書類選
考の合格発表は、3 月 7 日にホームページ上で行った。
選抜試験は、3 月 9 日に本学豊中キャンパス・文理融合型研究棟にて実施した。選抜
試験受験者数は 19 名であった。筆記試験の時間延長は 7 名の受験者から申請があり、
全員に受験延長が認められたが、書類選考の結果、2 名が不合格、1 名が欠席したため、
実際の時間延長受験者は 4 名であった。筆記試験は、通常受験者が午前 10 時開始、11
時 30 分終了、時間延長受験者が午前 10 時開始、12 時終了というスケジュールで実施
された。
面接試験は、受験者 5 名2を 1 グループとするグループ面接方式で、同日 12 時 30 分
より開始した。審査会場 2 室、1 室につき審査官 4 名の体制で、各室 2 回、計 4 グルー
プに対して面接審査を実施した。
面接試験終了後、書類選考、筆記試験および面接試験結果を総合的に検討する合否判
定会議での審議の結果、7 名（すべて 5 年制コース）を合格とし、3 月 15 日にホームペ
ージ上で最終合格発表をおこなった。
平成 30 年度プログラム選抜試験（平成 29 年度実施）について、出願者数、各選考段
階での合格者数等については、表 6.1 の通りである。

2

書類選考合格者 20 名のうち、選抜試験を 1 名が欠席したため、1 グループのみ受験者が 4 名となる面接グループがあ
った。
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表 6.1

平成 30 年度（平成 29 年度実施）選抜試験出願者、各選考段階における合格者の内訳
(

3

9

253

24

0

9

30

4

0
1 (1)

0
1 (1)

0
1 (1)

0
1 (1)

0
1 (1)

11 (10)

9 (8)

8 (7)

3 (3)

3 (3)

0
1 (1)

0
1 (1)

0
1 (1)

0
0

0
0

0
1 (0)

0
1 (0)

0
1 (0)

0
0

0
0

2 (1)
4 (4)
1 (1)

1 (1)
4 (4)
1 (1)

1 (1)
4 (4)
1 (1)

1 (1)
1 (1)
0

1 (1)
1 (1)
0

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1 (1)

1 (1)

1 (1)

0

0

23 (20)

20 (18)

19 (17)

7 (7)

7 (7)

1

6.4. QE の実施：平成 28 年度入学者
履修生は、プログラム 2 年終了時に、3 年次への進級資格審査として QE(Qualifying
Examination)に臨んだ。平成 29 年度 QE における選抜プロセスは、以下の通りである。
・プレゼンテーション審査

修士論文概要提出：平成 30 年 2 月 5 日（月）
書類提出：平成 30 年 1 月 31 日（水）

・海外インターンシップ審査

・プレゼンテーション審査資料提出：平成 30 年 2 月 9 日（金）
・プレゼンテーション審査および海外インターンシップ審査：
平成 30 年 2 月 13 日（火）
・プレゼンテーション審査および海外インターンシップ審査

合格発表：

平成 30 年 2 月 22 日（木）
・QE 総合審査：平成 30 年

3 月 9 日（金）

・QE 最終合格発表：平成 30 年 3 月 15 日（木）
プレゼンテーション審査の事前提出資料として、修士論文概要（A4 用紙 1 枚：1,600
字程度）を 2 月 5 日、プレゼンテーション用資料（パワーポイント）を 2 月 9 日にそれ
ぞれ受理した。QE 受験資格者は、留学、休学などのため前年度に QE を受験しなかっ
た履修 3 期生（平成 27 年度入学者）3 名を含む、計 12 名3であった。
3

海外インターンシップ審査の受験者は同じく 12 名であったが、顔ぶれが異なっている。プレゼンテーション審査の受
験者 1 名については、文部科学省主催のプログラムでの留学活動が「海外インターンシップ」相当と認められたため、
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プレゼンテーション審査は、2 月 13 日に本学豊中キャンパス・文理融合型研究棟 7
階共通講義室 3, 4 にて実施された。プレゼンテーション審査委員（7 名）が事前提出資
料を参考資料として、各プレゼンテーションを審査した。プレゼンテーション審査関連
資料については、本報告書の添付資料「未来共生プログラム QE：プレゼンテーション
審査プログラム」、
「修士論文概要」および「プレゼンテーション用資料」を参照された
い。
海外インターンシップ審査は、プレゼンテーション審査と同日の 2 月 13 日、本学豊
中キャンパス・文理融合型研究棟 6 階共通講義室 1、共通講義室 2 の計 2 室にて、各室
3 名の審査委員が、事前提出書類をもとに面接試験（英語）を実施した。
プレゼンテーション審査、海外インターンシップ審査終了後、総合的な検討をおこな
った結果、プレゼンテーション審査は 12 名を合格、海外インターンシップ審査は 10 名
をそれぞれ合格とした4。上記審査結果について、2 月 22 日に KOAN 上で合格発表を行
った。
QE 総合審査は、3 月 9 日に本学豊中キャンパス・文理融合型研究棟 6 階会議室にて
実施された。QE 受験者について、在籍する研究科の履修状況（博士前期課程の修了判
定結果、博士後期課程の合格判定結果）、本プログラムにおける多文化コンピテンシー
の獲得状況（単位取得、プレゼンテーション審査結果、海外インターンシップ審査結果）、
本プログラムの履修に支障をきたす問題点の有無などを確認し、総合的な検討をおこな
った結果、12 名を合格とし、3 月 15 日に KOAN にて最終合格発表をおこなった。

6.4.1. QE の修士論文概要とプレゼンテーション用資料
QE（プレゼンテーション審査）の審査参考用資料として、
「修士論文概要」と「プレ
ゼンテーション用資料」（パワーポイント）を次ページより示す。

海外インターンシップ審査の受験を免除された。代わって、昨年度、履修再開試験を通してプログラム履修を再開し、
プログラム 3 年次に編入した履修生 1 名が海外インターンシップ審査を受験した。
4
海外インターンシップ審査の不合格者 2 名は、3 月 9 日に再試験を受験し、海外インターンシップ審査の合格が認めら
れた。
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日本におけるダイバーシティ経営企業とその組織マネジメント
―ダイバーシティ経営企業の取り組みと収益性に着目して―
工学研究科 ビジネスエンジニアリング専攻
増田 智香
日本の労働市場は、少子高齢社会の進展や生産年齢人口の減少に伴い、益々多様化の一
途をたどっている。企業における女性活躍推進や障がい者雇用の拡大・高齢者の再雇用な
どの増加が顕著な例である。また、グローバリゼーションに伴い、ものづくりの進め方も
大きく変化した。グローバルな企業間競争が激化したことで、性能・機能の良いものでは
なく、顧客にとってより高付加価値なものの創造を行うことが必要とされるようになった
からである。そのための、効率的なものづくりインフラも整備されるようにもなった。昨
今これらの変化に伴い必要とされているのが、企業における経営戦略であり、その 1 つが、
多様な環境や人材を上手く自社に取り込むための「ダイバーシティ経営」である。
そこで本稿では、東洋経済新報社および経済産業省がダイバーシティ経営を実施してい
る企業を表彰した事例を対象とし、研究を進めた。本稿の目的は、①ダイバーシティ経営
企業の取り組みの傾向を明らかすること、さらに、②ダイバーシティ経営と収益性との関
係を定量的に評価することにより、ダイバーシティ経営の経営戦略としての有効性を明ら
かにすることである。これまでのダイバーシティ経営に関する先行研究では、女性や障が
い者などの特定のダイバーシティ項目を個別に扱い分析を行うものが主流であった。これ
に対し、本稿では、ダイバーシティ経営企業として評価された企業を取りあげ、複数のダ
イバーシティ項目を扱う企業の取り組みの傾向と収益性に関する定量分析を試みた。
その結果、日本では、大企業のみならず中小企業もダイバーシティ経営を導入しており、
特に大企業に関しては、中長期的に継続した取り組みが確認された。但し、その取り組み
は、女性や障がい者などのマイノリティーへの措置がメインであり、ダイバーシティ推進
を企業の競争優位獲得のための経営戦略として位置づけられていない傾向があった。しか
しながら、ダイバーシティ経営企業の売上高営業利益率は、同業種のその他の企業と比較
して高く、加えて、ダイバーシティのすべての項目においても同様の結果を示したことか
ら、ダイバーシティ経営企業と収益性に正の相関関係があることが定量的に明らかになっ
た。
さらに、多様な人材を上手く自社に取り入れるための組織マネジメントについて、自身
のインターンシップ経験の振り返りと先行研究のレビューおよび、その分類をおこなった。
その結果、異なるキャリアや能力を持った人材を連携する役割の重要性が抽出されたこと
から、キャリア・能力などのダイバーシティを経営戦略に活かすことに着目した研究の必
要性を提示した。ここでは、その方法を明らかにするまでには至らなかったが、インプリ
ケーションとして、組織マネジメントに関する仮説を提示した。
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韓国の学校生活記録簿についての研究
―記載をめぐる高校の実態に対する生徒と教師の語りから―

人間科学研究科

共生社会論
金 世貞

2015 学 年 度 に 入 学 査 定 官 制 度 か ら 名 称 と そ の 内 容 を 変 更 し 実 施 さ れ て い る 韓 国 の
「学校生活記録簿総合選考」については、施行以来 3 年が経った現在、様々な問題点
が指摘されており、社会の各界からの批判的な世論が高まっている。しかしながら、
韓国の高校の中で学校生活記録簿の重要性が浮き彫りにされたというのに、学校の教
師と生徒間で学校生活記録簿をめぐって高校の内部で起こっている現象についての調
査や研究はほとんどないのである。韓国の政府の教育政策として、将来的にも「学校
生活記録簿総合選考」の比重がより高くなっていくと予想される現時点で、「学校生
活記録簿総合選考」により、その重要性が高まった学校生活記録簿をめぐる高校の現
場に起きる様々な現象を正しく把握する必要があると考えられる。
本研究では主に韓国のＤ高等学校の生徒や教師の対象にし、エスノグラフィーの調
査方法を使って、学校生活記録簿の記載をめぐって高校の内部で生じている現象や実
態を明らかにした。その現象や実態については、教師の生徒の学業成績による選別的
な記載の問題、学業成績が良い生徒間の競争激化、学業成績が良くない生徒が感じる
差別及び疎外の感情、学校内の部活動や校内大会•活動の多様性の消え去り、生徒と
教師間の信頼の崩れ、現在の高校での学校生活記録簿が持つ意味の変化が挙げられ
る。学校生活記録簿の記載をめぐるこのような高校内での実態から、韓国の公教育を
正常化させ、教育課程と学校教育及び活動を多様化させようとする政府政策の方向と
実態に大きな差が存在していることが明らかになった。
このようなことから韓国の「トップダウン型」の教育政策について考察しながら
も、韓国と社会•文化や教育制度的が似ている日本の教育政策との比較的な観点から
の考察を行った。その結果、日本と韓国の教育政策方向の大きな違いは、韓国の教育
政策が依然として知識と成績を中心としており、大学進学に焦点を当てながら政策的
な枠を変えようとする教育改革を目的としていることに対して、日本の教育政策は社
会の流れに合わせた新しい社会に対応できる人材像を提示し、それに従う学校教育現
場の声を再びその教育政策に反映させることができる点である。さらに、韓国の教育
政策は中央集権的な性格を強く含んでいるため、各地域や各学校別の事情や実態に合
わせた、下からの教育的な変化や実践が難しいのが韓国の教育政策や制度上の一つの
大きな問題点として指摘される。
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研究背景
韓国の学校生活記録簿についての研究
―記載をめぐる高校の実態に対する
生徒と教師の語りから―

►2015学年度に入学査定官制度から名称とその内容を変更して
実施されている韓国の「学校生活記録簿総合選考」
(大学入試制度を改善するにあたって、政府政策は基本的に入試競争を緩和し、公教育
を正常化させ、私教育費を節減しようとすることにその目的を置いている）

►様々な問題点が指摘されており、韓国の高校の中で学校生活

人間科学研究科 共生社会論
金世貞

記録簿の重要性が浮き彫りにされたというのに、学校の教師と
生徒間で学校生活記録簿をめぐって高校の内部で起こっている
現象についての調査や研究はほとんどないのである。

研究対象及び方法

研究目的
学生簿総合選考により学生簿の重要性が高まった

►高校は高校平準化地域である京畿道富川市にある一般系
高校のＤ高等学校であり、全学年を合わせて約１,０００名（各

今の高校の中で、学生簿の記載をめぐって学校、

学年別３５０名ほど）の生徒が通っている規模の学校。

教師と生徒間の内部でどうような現象が現れてい

►インタビュー調査の対象としては、２年生が１０名、３年生が

るのかを明らかにし、その現象が韓国の高校教育

３名（生徒）。

現場や政策に示唆している点を日本の教育政策に

►インタビュー調査対象は、学級の担任教師が２名、教科担

照らし合わせながら考察することを目的とする。

当の部長教師が２名、進路相談教師が１名（教師）。
►参与観察、インタビュー調査を中心としたエスノグラフィー

調査結果

調査結果
①選別的な記載による問題

③生徒と教師間の信頼をめぐる問題

►生徒の学業成績別記載の差

►学生簿の記載をめぐって生じる教師への信頼に対する

►学業成績が良い生徒間の競争激化

生徒の疑い

►生徒の差別と疎外に関する認識

►信頼をめぐる問題の要因に対する教師の立場

②学校での多様性の消え去り

④現在の高校で学校生活記録簿が持つ主な意味

►部活動の内容の変化

►生徒の統制と管理の手段

►校内大会と活動内容及び対象の限定化

►生徒と教師のストレスの主要因

考察

考察

►最近政府は高校教育を正常化させるために学校生活記録簿の重
要性を高めたが、依然として高校では入試中心の教育、教師の自

韓国のような中央集権的な教育政策の制定や教育改革は

律性と生徒の多様性の無視、高校教育の非人間化、私教育の盛

教育現場での変化や改革をより難しくする一つの要因であ

行などの問題が続けて指摘されている。

ろう。そのため、韓国のような教育政策や教育改革上の諸

►このような政府の「トップダウン型」の教育改革政策は、学校の現

問題が起こらないようにするために、日本では現在行われ

場内の実態を正しく理解せず、上からの政策だけによって、学校の

ているような、より自律的な地方自治体の教育政策や各学

教育問題や環境を変えようとする。そのため、学校の現場のことを

校での教育実践を根強く定着させ、学校現場のニーズに合

よく理解しないまま政府が公表する教育改革政策は学校の現場の

わせた教育的な変化を求める必要性が示唆される。

事情とがかみ合わないことは当然な結果だと考えられる。

共生を目指す学校教育
►良い大学に進学が厳しい、もしくは大学進学しな
い生徒たちにも同等な関心
►生徒の特性や個性を認めて、各自が自分の可能
性を活かせるようにする指導
►多様性を認め、それを生かせる教育
►競争ではなくて、協力を大事にする教育
►下から変化を図る教育や学校システムづくり
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中国人の海外育児における『WeChat ママグループ』の役割と問題点
—日本在住の中国人母親の観点から—
国際公共政策研究科 比較公共政策専攻 張茜樺
グローバル化の進行と伴い、国境を超えた移民はますます増加している。その中、女性は半数近く
であり、今後グルーバル化の進行につれ、女性の海外出産・育児はますます重要な課題になると考
えられる。日本における国際婚姻の中、国籍別に見れば、外国人妻も、父母とも外国人の出生数も、
中国籍の方が最も多い。しかし、在日中国人母親の育児状況に関する研究は多くない他、支援状況
や課題を指摘するに留まっており、日本在住の中国人母親は真に必要となる子育て支援に関する具
体的な検討は十分にされてきたとは言い難い。また、近年、日本における外国人に対し、多言語での
発信など、子育て支援が充実されつつある中、実際に関連情報を得にくく、それらの支援と遠ざける
外国人母親がいる。この点から、日本における外国人育児家庭に対する支援策の制定には、多言語
での発信だけでは不十分であり、その発信手段に工夫する必要もあることが分かる。本研究は SNS
が提供するソーシャル・サポートに着目し、日本在住の中国人母親の WeChat ママグループ（以下「マ
マグループ」と表記する）の利用状況及びそれに対する評価について考察してきた。
本調査では、ママグループの利用が日本在住の中国人母親の育児生活におけるソーシャル・サポ
ートの獲得に果たす役割と問題点を明らかにすることを目的とし、日本在住の中国人母親 26 名に対
する半構造化インタビューを実施した他、ママグループを通じて企画・開催されたイベントへの参与
観察も 3 回行った。その結果、ママグループは日本在住の中国人母親にとって、「情報的サポート」
「情緒的サポート」「交際的サポート」を提供している他、「存在証明の提供」もできているが、「道具的
サポート」を提供していないことが判明した。ただ、前者の 4 つのソーシャル・サポートの機能をしてい
ると言っても、ママグループにおける「正しい答えがない」「メッセージ量の過剰」「管理の欠如」「（特に
大きいママグループは）地域性が弱い」などの問題点がある他、「日本人母親との疎遠」も課題になっ
ていることが窺える。
上述の結果を踏まえ、区役所などの公的機関はその地区のママグループを作成し当地区の中国人
母親をサポートするという政策提言を試した上、このような提言をした理由及びそれに対する期待も陳
述した。
本論文に扱うソーシャル・サポートの機能的側面
機能

例

①

道具的サポート

家事、移動、子どもの世話に対する実質的な援助、道具や金銭の貸与

②

情報的サポート

子どもの健康や発達に関する知識、アドバイス；海外生活の衣食住に関す

③

情緒的サポート

る情報、及びこれらの情報の確認
子育て悩みの相談と子育てに対する考え方の肯定から得られる安心感、子
育て以外の内容からもたらしたリラックス感
④

交際的サポート

実際な生活でのやりとり、レジャー、娯楽活動への同行、社交的活動

⑤

存在証明の提供

特定の集団（共同体）への帰属意識から得られる安心感や、（パーチャルな
社会を含む）社会の中での居場所や存在証明の提供

第6章

履修生の選抜審査

99

本発表の流れ
1. 背景＆問題の所在

中国人の海外育児における『WeChatママグループ』の役割と問題点

2. 研究目的

―日本在住の中国人母親の観点から―

3. 調査概要
4. 調査結果・考察
5. 政策提言
6. 未来共生との関連性

2018年 02月 13日

7. 今後の研究における修士論文の位置づけ

国 際 公 共政 策 研 究 科 比 較 公 共政 策 専 攻
張茜樺

1

1.背景＆問題の所在

2

2. 研究目的

◇女性の国境を越えた移民の増加→女性の海外出産・育児の課題
◇海外での出産・育児は母国におけるより困難が多い...

WeChatママグループの利用が日本在住の中国人母親の
育児生活におけるソーシャル・サポートの獲得に果たす役
割と問題点を明らかにする。

―国情・政策・文化などの違い
－言語の違い
－親族・友人が遠方にいる
...

・情報不足
・情緒的不安
・相談できる方がいない
・子育てに手伝ってくれる人がいない
・孤立
...

3

*

4. 調査結果・考察

3. 調査概要
◆調査方法：半構造化インタビュー＆参与観察

機能

例

提供状況

◆調査対象：日本で暮らしている中国人母親（半構造化インタビュー：26人；イベントへの参与観察：3回）

①道具的サポート

家事、移動、子どもの世話に対する実質的な援助、
道具や金銭の貸与

△

②情報的サポート

子どもの健康や発達に関する知識、アドバイス；海
外生活の衣食住に関する情報、及びこれらの情報の
確認

〇

・正しい答えがない
・重複問題が多い⇄メ
ッセージ量の過剰

③情緒的サポート

子育て悩みの相談と子育てに対する考え方の肯定か
ら得られる安心感、子育て以外の内容からもたらし
たリラックス感

〇

・情報面の問題からも
たらす情緒的不安

④交際的サポート

実際な生活でのやりとり、レジャー、娯楽活動への
同行、社交的活動

〇

・地域性が弱い
・日本人母親との疎遠

⑤存在証明の提供

特定の集団（共同体）への帰属意識から得られる安
心感や、（パーチャルな社会を含む）社会の中での
居場所や存在証明の提供

〇

◆調査時期：2017年5月、8月〜 10月、12月
◆調査場所：ーその母親のお宅、或いはその母親のお宅周辺のカフェや公園など（半構造化インタ

ビュー）

ー区民センター（イベント企画会議の際に）及びイベント会場など（イベントへの参与観察）
◆調査内容：ー半構造化インタビュ：「基本的属性」
「育児状況」
「ママグループの使用状況」
「ママグループへの評価」
ー参与観察：「企画段階の困難」「イベント時の参加者の様子」「イベント後の参加者の感想」

問題点

◆使用言語：中国語
5

5. 政策提言
現在…

公的機関

6

6. 未来共生との関連性
今後…

母親個人の相談

中国人母親
（個人）

公的機関

ママグループでの発信

本研究の最終目的は「外国人母親はホスト社会から孤立
しない支援策を模索する」ことであるため、違いを超えて共
生するための未来共生の研究と結びついている。

中国人母
親（集団）

7
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災害時における市民エージェント間の連携
―熊本地震後の創発ネットワーク組織を事例に―

人間科学研究科・人間科学専攻 王文潔
修士論文では、近年、災害時に顕著な動きを示す組織間連携に注目した。この分野の学
術研究の蓄積はわずかであり、中でも変動過程を踏まえた研究とマルチセクターの連携の
研究不足がみられる。連携の担い手がマルチセクターを構成する多種多様な「市民エージ
ェント」であるネットワーク組織に焦点を当て、結合への移行段階や協働の実現手段とし
ての連携のプロセスに着目することに加え、援助者間、援助者と受援者の間の相互作用性
から「連携」の有効性を捉えることを念頭に置いた。市民エージェント間の協働原理を明
らかにするために、緊急社会システム論、公共社会学、即興など複数の理論の限界と有効
性を検討しながら理論枠組みを構成した。先行研究と関連理論を踏まえた上で、一時的な
集合行動にとどまらず、災害時に立ち上げた創発ネットワークはなぜ存続しているのかと
いう問いのもとに、災害支援の現場の実態に迫った。
災害時において異なるレベルの連携態勢を示した複数の団体へのパイロット調査を経て、
熊本地震後立ち上げたネットワーク組織「よか隊ネット熊本」を観察対象として取り上げ
た。この組織及び活動団体の職員に対するインタビューだけでなく、共同イベントや情報
交流会などにおける参与観察を通して、手探りの連携過程について考察した。具体的に、
創設動員期、協働適応期（活動確立）、協働適応期（組織化）という時期区分を設定し、時
期ごとの動きを整理した。また、地元団体と地域外の団体の活動量の変動、直接支援と連
携型支援の両立を目指す原因を捉えた。そのうえで、この地元主導の創発ネットワーク組
織はアンプロフェショナルの「寄せ集め」であることに加え、相互作用性が強い共同事業
体であるという 2 つの特徴を明らかにした。さらに「よか隊ネット熊本」はこういった特
徴をもちながら、2 つの創発機能を担うようになった。調整機能として、発起人が提示した
「最も小さくされた人々に偏った支援を行う」というフレームのもとで行った活動は、支
援に関するニーズを顕在化する地元活動者の使命感を喚起し、彼らに活動領域を自覚させ
る効果がみられた。また、自省機能は、対話や活動を行う様々な場における多様性の保持
と自己満足的活動を制限するといった役割をもつことを示した。
こういった機能をもつ創発ネットワークは、潜在ニーズへの対応と地域の資源を地域に
還元する仕組みの整備という 2 つの効果をあげた。これらの効果は「よか隊ネット熊本」
という創発ネットワークの存続の最大の要因であると結論付けた。つまり、当団体は試行
錯誤の中で、被災者主体を掲げながら、被災者ニーズの多様性を意識し活動していた。そ
の上で活動団体の個性を損わずに、連携型支援であるがゆえのリスクを、被災者が背負う
ことを防ごうとしていた。それと同時に、市民エージェントが社会福祉協議会や行政など
の（準）公的機関との対立を激化させず、異なる活動領域を設定するのではなく、穏便に
着実に信頼を得て連携することの重要性を認識するプロセスを捉えた。また、バックアッ
プ体制を通じて地域外の団体との相互作用を深める中で、地元活動者は自分たちの活動を
再認識するとともに地域の資源を把握するようになる。震災支援の課題が解決されていな
いにも関わらず活動が収束してしまうという傾向が見受けられる一方で、収束後のネット
ワークが平常時の活動へと移行しながらも、社会資源として存続する可能性を指摘した。
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災害時における市⺠エージェント間の連携
―熊本地震後の創発ネットワーク組織を事例に―

災害時における市⺠エージェント間の
連携
―熊本地震後の創発ネットワーク組織を事例に
―
⼈間科学研究科・⼈間科学専攻
共⽣社会論 王⽂潔

創発ネットワ
ーク
研究⽬的

災害時に⽴ち上げた創発ネットワーク組織はなぜ存続しているのかを明らかにすること

先⾏研究

・学術的な研究が極めて少ない
・マルチセクター（特に草の根的な団体間）の連携、変動過程を踏まえた研究の不
⾜
連携の担い⼿が多種多様な「市⺠エージェント」であるネットワーク組織に注
⽬

⽤語整理：

・連携のプロセスのなかで最も相互作⽤性が強い連携として「協働」を位置づける
・「協働」→共同事業（アクション、活動）である
本研究の視点：連携のプロセスに注⽬し、「連携」の有効性を捉える

調査概要
事例研究の対象：熊本地震後の⼀般社団法⼈「よか隊ネット熊本」
（異なるレベルの連携態勢を⽰した複数の団体へ

のパイロット調査）

選定理由［先⾏研究に残された課題の解決］
・
・
素
・

構成組織の多様性、地元団体主導
情報共有、共同事業、事務局による中間⽀援 典型的な要

発⾜前に連携動静の⽋落→
⽇常的なつながりを持たない団体同⼠の災害時の動きを把
握できる
・ 地域外の団体の撤退とともに地元団体が通常業務にもどり
インタビュー：よか隊ネットの職員4名、よか隊ネットの活動団体の職員5
つつある
名
重要な転換期が含まれている。
異なる時期に数回にわたる。
参与観察：放談会、活動交流会を含めた活動団体情報交換会（7回）、
反省会（4回）、共同イベント、中間⽀援セミナー、活
動相談会

分析の視⾓
災害が収束するとともに解消されることが多い、⼀時的な創発的組織間
ネットワーク
（例えば、「よか隊ネット熊本」）が、なぜ存続しているのか？

存続必要性：
⾏政の不⼗分さによって潜在化したニーズへの対応
避難⽣活の改善に向けた、被災者とともに声を挙げていく社会装置

存続可能性：
連携の担い⼿に受容されやすいフレームの提⽰
持続させる⼒をつけるバックアップ体制

観察結果の分析①
変動過程の整理
・

創設動員期、協働適応期（活動確⽴）、協働適応期（組織化）
という3つの時期区分を設定し、時期ごとのよか隊ネットの動きを

観察結果の分析②
創発ネットワークの存続の必要性と可能性
・「被災後の県⺠共感意識」の受け⽫として
・流動化する活動ドライブ

整理した
・

地元団体と地域外の団体の活動量の変動に加え、
直接⽀援と連携型⽀援の両⽴を⽬指す原因を捉えた

・潜在化したニーズの対応
・地元担い⼿のバックアップ
・地元団体―地域外の団体の相互作⽤
・ネットワークが収束することを前提とした継続

「なぜ何度も岐路に⽴って活動を調整したか？」
「この⼀連の動きを⽀えたものとは何か？」
創発ネットワークの存続の必要性と可能性

潜在化したニーズへの対応
熊本地震の特徴：屋外避難の多発、7割の被災者がみなし仮設制度を利⽤

⾞中泊避難者調査－先⾏的なブランド活動

結論①
「よか隊ネット熊本」という創発ネットワーク組織
特徴：アンプロフェショナルの「寄せ集め」
（⼿伝える⼈に呼びかける「友達作戦」の効果絶⼤・・・⽀援初⼼者の

「よか隊、何をやってんだ」「（⾞中泊の⼈）こんだけいるのに、誰も何もたぶん

限界）

してないから」

連携型活動のリスクを意識させられる仮設でのクリスマスパーテ
「勢いでいっちゃった部分が多い」「⼀⼈ひとりに寄り添う伴⾛型⽀援を⽬指した

クが甚⼤）

い」

以下のような創発機能が求められる

⽀援のあり⽅を考える放談会

調整機能：

「つながりたくない」という声、

「最も⼩さくされた⼈々に偏った⽀援を⾏う」というフレームを念頭に置いた

「参加者に『⾃分たちが必要とされるから、つながりにいってやるよ』というわが

活動は、

ままを⾔ってもらおう」

⽀援初⼼者の使命感を喚起し、彼らに活動領域を⾃覚させる

表⾯化していない「みなし仮設住⺠」への⽀援体制

連携は効率性を⽬指すだけでなく、その必要性と可能性を地元の⼈々に受容される
「個⼈情報の壁があるから、横のつながりで頑張らなきゃ」
プロセス
⼤勢が楽しめる場（つながる広場）と⼀⼈ひとりに寄り添う場（つながるカフェ）
の両⽴
社協職員に対して、

「監視役」→板挟みの思いを理解→「あの⼈は本当に情に熱

結論②

い⼈でね」

成果①潜在ニーズへの対応
・

試⾏錯誤の中で「被災者主体」への意識

・

連携型⽀援であるがゆえのリスクを被災者が背負うことを防ぐ

・

公的機関との対⽴→信頼関係の中で、
「潜在化した被災者」の代弁者として被災者のニーズを顕在化す

る意識
成果②地域の資源を地域に還元する仕組みの整備
地域外の団体との相互作⽤を深める中で、
→地元活動者が⾃分たちの活動を再認識するとともに地域の資源を
把握した
⽀援ネットワークが社会資源として存続する可能性
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⾃省機能：
異質な存在や異なる意⾒を包容できる発⾔環境を⽣み出す
対話や活動を⾏う様々な場における多様性の保持と⾃⼰満⾜的活動を制限する
以下のような成果をあげた
主要参考⽂献
Dynes, R.R.and Quarantelli, E.L.1968. Group Behavior under Stress:Required convergence
of Organizational and Collective Behavior Perspectives.Sociology and Social Research,
52.pp.416-429.
Eric,C. Martin Martin, Eric Nolte, Isabelle Vitolo and Emma.2016.The Four Cs of Disaster
Partnering: Communication, Cooperation, Coordination and Collaboration Disasters
40(4):621-650.
Guo,C.andAcar,M.2005.Understanding collaboration among nonprofit organizations:
combining resource depend ency, institutional, and network perspectives Nonprofit and
Voluntary Sector Quarterly 34(3):340-361.
Kreps, G. A.1983.The Organization of Disaster Response:Core Concepts and Processes
International Journal of Mass Emergencies & Disaster 11(3): 37-48.
Naim Kapucu.2011.Nonprofit Organizations in Disaster Response and Management: A
Network Analysis Economic and Political Studies.4(1)83-112.
渥美公秀2008「第5章即興としての災害救助」⼭住勝広、ユーリア・エンゲストローム著『ノットワー
キング結び合う⼈間
活動の創造へ』東京:新曜社。
岩崎信彦・鵜飼孝造・浦野正樹・辻勝次・似⽥⾙⾹⾨・野⽥隆・⼭本剛郎編『阪神・淡路⼤震災の社会
学第1巻被
災と救援の社会学』京都:昭和堂。
上野千鶴⼦2011『ケアの社会学』東京:太⽥出版。
王⽂潔・稲場圭信「熊本地震の⽀援現場における宗教者と市⺠アクターとの連携」宗教と社会貢献
7(2):17-29。
⾦⼦郁容・⽟村雅敏・宮垣元編2009『コミュニティ科学―技術と社会のイノベーション』東京：勁草書
房。
佐々⽊毅・⾦泰昌編2002「公共哲学７中間集団が開く公共性」東京:東京⼤学出版社。
桜井政成2013『東⽇本⼤震災とNPO・ボランティア:市⺠の⼒はいかにして⽴ち現れたか』京都:ミネル
ヴァ書房。
宗教者災害⽀援連絡会・蓑輪顕量・稲場圭信・⿊﨑 浩⾏・葛⻄賢太編2016『災害⽀援ハンドブック: 宗
教者の実
践とその協働』
⽥中弥⽣2011『市⺠社会政策論―3・11後の政府・NPO・ボランティアを考えるために』東京:明⽯書
店。
⽴⽊茂雄2016『災害と復興の社会学』奈良:萌書房。
特定⾮営利活動法⼈ジャパン・プラットフォーム（JPF）2016『東⽇本⼤震災における⽀援者間の連携
・調整多様な
⽀援グループをつなぐネットワークの検証』2015年被災者⽀援報告書。
野⽥隆1997『災害と社会システム』東京:恒星社厚⽣閣。

原爆体験を語ること、聴くことの歴史的変遷と受容の問題
文学研究科・文化形態論専攻

松本渚

原爆体験は、被爆者本人が直接、面と向かって語ることで、証言されてきた。それによ
って生じる臨場感もあり、生で語ることの重要性があることは確かである。しかし、生の
語りを聴く、それだけを重要視する原爆体験の語りが今後続いていくことは、もはやあり
得ないだろう。語る被爆者たちは高齢になり、亡くなっていく。また、被爆証言自体は時
代とともに変遷している。そして、今後も変わりうる。こうした歴史的な変化の相も含め
て、あらためて「原爆体験を語る／聴く(ないし受け容れる)とはどういうことか」を、考
えなおさなければならない。こうした問題意識から研究をはじめた。
第 1 章では、先行研究から、原爆の被害についての情報が各種の調査から明らかになっ
てきたこと、また概観するとこれまでの研究は、原爆被害の解明や原爆体験の理解へと向
かってきた一方で、それら原爆体験を受容する聴き手の存在は主題化されていないことが
明らかになったため、本論文で問うことにする。
第 2 章では、主に中国新聞の原爆、核、平和に関する記事から、原爆体験の語りについ
て取り上げられた出来事を捉え、被爆者がどのように語ってきたか、すなわち原爆体験を
語る場がどのように設けられてきたかを明らかにした。まず、原爆体験の苦難から反核を
訴えるという形で、反核運動という政治的な主張に寄与することから原爆体験を語ること
が要請された。運動の衰退によって、次第にその目的は教育的なものへと変化を遂げ、平
和教育の一環で、被爆者による原爆体験の語りが求められる現状につながる。また、被爆
補償で法的補償を得るために求められかつ自発的な形で語られてきたものが、証言団体の
結成にはじまり、被爆体験伝承者養成など、被爆者自身が「語ること」に重きが置かれは
じめるのである。体験の風化や継承が逼迫する問題としてあらわれている。
第 3 章では、語り手と聴き手が対面する場を想定したとき、そもそも原爆体験を語り／
聴くことは原理的に可能なのかという問いを立て、その困難と可能性について言及した。
語ることや聴くことの困難さは、まず体験をもった語り手がいて、聴き手はその語りを理
解する、という構造があるために生じる困難である。語り手に被爆者という意味づけや、
その語りに証言というような意味づけをした瞬間に、コミュニケーションが不可能になる。
そうではなく、ふつうの人だったはずの被爆者(ある〈語りの特権性〉と〈語り得ないこと
の特権性〉をもった人が被爆者と呼ばれてしまうから、そうカテゴライズされてしまうの
だが)の語りを、ふつうの人だったはずの人が聴く。〈体験者‐非体験者〉や〈当事者‐非
当事者〉という関係ではなく〈わたし‐あなた〉関係において語り／聴くことが重要であ
る。
〈わたし‐あなた〉の関係性を大切にし、聴くときには「分有」という仕方があること
を提示した。理解や共感が困難であっても、出来事を体験者と分有することは可能である。
今後、〈わたし‐あなた〉の関係性が失われ、語り手がいなくなるときには聴き手から
のアプローチによってこそ聴くことは成立する。残された証言集や証言ビデオなどから〈わ
たし‐あなた〉の関係で、体験を聴いていくための工夫が必要であり、課題としていく。
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研究の背景

原爆体験を語ること、聴くことの
歴史的変遷と受容の問題

⽂学研究科⽂化形態論専攻
臨床哲学研究室
松本

u

「被爆証⾔が平和賞に」

u

とりわけ広島や⻑崎では、被爆者による証⾔活動
が、今⽇に⾄るまで絶えず続けられている。

u

原爆体験は、被爆者本⼈が直接、⾯と向かって語
ることで、証⾔されてきた。

u

しかし、語る被爆者たちは⾼齢になり、亡くなっ
ていく。⽣の語りを聴く、それだけを重要視する
原爆体験の語りが今後続いていくことは、もはや
あり得ないだろう。

渚
1

研究の背景

1章 被爆者とは

u

また、原爆体験の語り⾃体は時代とともに変遷し
ている。

u

被爆者とは原爆体験を根拠とした、医学や法的、社会
的⾔説などによって構築されたものである。

u

そして、今後も変わりうる。

u

u

こうした歴史的な変化の相も含めて、あらためて
「原爆体験を語る／聴く(ないし受け容れる)とはど
ういうことか」を問う。

被爆者援護法では、①直接被爆者、②⼊市被爆者、③
⾝体に原爆放射能の影響を受けるような事情の下に
あった⼈、④胎児被爆者が「被爆者」として認定され
る。

u

u

これまでの研究は、原爆被害の解明や原爆体験の
理解へと向かってきた。

しかし、原爆被害は、⽣存者の数だけあるということ
もできる。

u

しかしその⼀⽅で、それら原爆体験の語りを受容
する聴き⼿の存在は主題化されていないため、本
研究で問うことにした。

u

本研究では、医学・法的に認められる⼈だけではなく、
原爆を体験した⼈、特に、原爆の体験を語る可能性を
もった⼈すべてを被爆者と考えた。

3

4

2章 原爆体験を語る歴史的変遷
u

歴史的に被爆者がどのように語ってきたか、すな
わち原爆体験を語る場がどのように設けられてき
たかを明らかにした。

u

〈1945年-1952年〉検閲下で表現者が記す

2章 原爆体験を語る歴史的変遷
u

u

u

5

3章 原爆体験を語り／聴く 困難

3章 原爆体験を語り／聴く 可能性

語り⼿と聴き⼿が対⾯する場を想定したとき、そも
そも原爆体験を語り／聴くことは原理的に可能なの
か。

ふつうの⼈だったはずの被爆者の語りを、ふつうの
⼈だったはずの⼈が聴く。

u

聴くことの困難さ

u

聴き⼿の拒否反応／体験の断絶
語り⼿に被爆者という意味づけや、その語りに証⾔
というような意味づけをした瞬間に、コミュニケー
ションが不可能になる。それは証⾔者がいて、聴き
⼿はそれを理解しうる、という構図で語ってもらお7
うとしたり、聴こうとしたりするからである。

u

博⼠後期課程に向けて

分有 岡(2000)
〈わたし-あなた〉の関係性を⼤切にして聴くとき、
理解や共感が困難であっても、出来事を体験者と分
有することは可能だ。
聴くというのは必ずしも理解することではない。想
像や共感の限界を⾔い出したら、きりが無いが、聴
くことはできるはずだ。分有しながら聴くことが原
爆体験を聴くことについて、求められる境地だろう。8

参考⽂献

u

修⼠論⽂では原爆体験の語りに関する議論を⽂献調査
によって整理した。

u

博⼠後期課程では、フィールドワークも含め、原爆体
験を聴くことに関する研究・活動に取り組んでいく。
①原爆体験を聴く場をつくる

⽯⽥忠『原爆体験の思想化：反原爆論集Ⅰ』，未来社，1986年．
鵜飼哲・⾼橋哲哉『「ショアー」の衝撃』，未来社，1995年．
岡真理『記憶／物語』，岩波書店，2000年．
原爆被害者の⼿記編纂委員会編『原爆に⽣きて：原爆被害者の⼿記』，三⼀書房，
1953年．
徐京植「『証⾔不可能性』の現在 : アウシュヴィッツとフクシマを結ぶ想像⼒」，
『現代法学 : 東京経済⼤学現代法学会誌』(23・24)，pp.99-120，2013年

②被爆者がいなくなるということ

⾼⽊光太郎『証⾔の⼼理学：記憶を信じる、記憶を疑う』，中央公論新社，2006
年.

③原爆体験を聴いたときに、聴き⼿のうちにどの
ようなことが⽣じているのか[負い⽬・リアリ
ティ]を軸に研究を進めていく。

⾼⼭真『〈被爆者〉になる：変容する〈わたし〉のライフストーリー・インタ
ビュー』，せりか書房，2016年．
中国新聞社編『年表ヒロシマ：核時代50年の記録』，中国新聞社，1995年．

・・

直野章⼦『原爆体験と戦後⽇本：記憶の形成と継承』，岩波書店，2015年．

⼈には理解し難い経験を語ったとき、なにか伝わって
いるとは思えないと感じることがある。聴き⼿に何が
伝わっているのかを明らかにすることは、その語り⼿
の感覚にこたえるものとなるだろう。

9
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〈体験者-⾮体験者〉や〈当事者-⾮当事者〉という関
係ではなく〈わたし-あなた〉関係において語り／聴
くことが重要である。

表象不可能性／空しさ／証⾔として
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u

語ることの困難さ

u

〈1980年-現在〉原爆体験の⾵化と継承
1982年にはじめて被爆者による証⾔組織が結成さ
れた。原爆体験を「語る」ということを重視する
動きは、2012年から広島市が⾏う被爆体験伝承者
6
養成事業にも⾒られる。

みずからの体験を語ることは、被爆者の救援とと
もに運動の発展につながると考えられていた。

u

〈1969年-現在〉平和教育のために語る
平和教育の重要性が叫ばれ、修学旅⾏⽣への証⾔
活動がはじまる。

〈1954年-1963年〉反核運動において⽤いられる

u

〈1957年-現在〉被爆補償を求めて語る
被爆を公にして語ることを求める動き、「証⼈探
し」 が⽣まれた。法的かつ医学的⼿続きは、被爆
者の語りを⽅向付けている。

GHQの検閲下にあった⽇本では、作家や歌⼈が原
爆体験を表現しつつあったが、それらは⼀部削除
や⾮合法出版の形で発刊された。

u

2
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濱⾕正晴『原爆体験六七四四⼈・死と⽣の証⾔』，岩波書店2005年．
ヒロシマを語る会編『⽣かされて』，ヒロシマを語る会，1994年．
Lisa Yoneyama, Hiroshima Traces: Time, Space, and the Dialectics of Memory,
Univ. of California, Pr., Oakland, 1999.
⽶⼭リサ(⼩沢弘明他訳)『広島：記憶のポリティクス』，岩波書店，2005年．
10

部落出身者の「打ち明け」をめぐる葛藤
―特措法失効後の世代の語りに着目して―

人間科学研究科 共生社会論研究室

澤井未緩

本研究の目的は、部落出身者の若者が自身の出自を他者へ打ち明ける行為をどのように
意味づけ、どのような葛藤を抱いているのかを明らかにすることである。
かねてから教育現場において部落の子どもたちの「立場宣言」の経験は大切にされてき
た。立場宣言とは、クラスや学校の中で「自分が部落出身である」と他者に打ち明ける行
為を通して社会的な立場の自覚を促し、差別の現実を訴え、部落出身者としての誇りや肯
定的なアイデンティティを獲得していくことを目指す教育実践の一つである。つまり、当
事者が出自を語り、部落問題を語ることを通して差別の解消、差別からの解放を目指して
きたのである。しかし、出自を語ることは同時に他者からの差別のリスクを引き受けるこ
とも意味し、その間で部落出身者は揺れ動いてきた。かつての同和対策審議会答申では、
部落差別の解消が「国の責務」であり「国民的課題」とされ、1969 年から 2002 年にわた
って施行された同和対策特別措置法によって部落を取り巻く環境は大幅に改善した。法を
根拠とした行政対策は部落の子どもたちの就学率や進学率を上げ、部落内のインフラや生
活水準も向上させた。また、部落解放同盟による解放運動も発展し、学校での同和教育も
盛り上がりを見せた。しかし、同法が失効してから特別対策は縮小に向かい、学校教育に
おいても、同和教育に打って変わるかたちで人権教育が広がりを見せ、部落問題そのもの
を扱う学校は減っている。日本社会の中で部落問題は「解決済み」や「ないもの」とされ
たり、タブー視されたりする風潮があり、差別事件や問題そのものが不可視化されている
状況がある。そのような現状にあって、部落出身の若者がどのように出自を打ち明け、ど
のような葛藤を抱いているのか、また打ち明けられた側はどのような対応をしているかと
いうミクロな視点での研究はあまりされてこなかった。
本研究では、関西地方のある被差別部落 A 出身の若者（調査当時 19 歳～23 歳）6 名を
対象に、半構造化インタビューを行った。調査の結果、A 地区を校区に有する C 小学校・
D 中学校・E 高校には系統だった同和教育が根付いており、部落問題を語り、出自を語る
ことが非常に重要視されていた。守られた環境の中で、部落出身者としての肯定的なアイ
デンティティを獲得し、出自を語ることで仲間との信頼を深めていた。部落問題学習に前
向きではなかったクラスメイトが、出自を語る当事者との出会いを通して立場を変容させ
ていった。しかし、そのような環境で育った若者たちが A 地区から社会に出た時、周囲の
部落問題に対する圧倒的な無理解・無関心を前に、出自の打ち明けに対する不安や葛藤を
深めていた。社会の部落問題を不可視化させるような力が、当事者の声をかき消し、沈黙
させていた。
これまでの同和教育実践は当事者が声をあげることから始まった。これまでの先行研究
でも、出自を語るという行為は部落差別解消の唯一の手立てとされてきた。しかし差別の
リスクによる打ち明けへの不安から、出自を打ち明けることに疑問を呈す若者の姿もある。
本研究から、打ち明けを前提とするような同和教育実践は時に出身者にのみ問題を帰属
させてしまう危険性を指摘した。このことから、同和教育の変革の必要性を示した。
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研究の⽬的

Q E 審査

修⼠論⽂

部落出⾝者の「打ち明け」をめぐる葛藤
―特措法失効後の世代の語りに着⽬して―

⼈間科学研究科

部落出⾝者の若者が⾃⾝の出⾃を他者へ打ち明ける⾏為をどのように意味づけて
いるのか、またどのような葛藤を抱いているのかを明らかにすること

共⽣社会論研究室
澤井 未緩

研究の背景

先⾏研究

・同和教育実践における部落の⼦どもたちの「⽴場宣⾔」
・出⾃を語ること、部落問題を語ることを通して差別の解消・差別からの解放を
⽬指してきた

2000年以降、部落の実態に関する調査はほとんど⾏われてこなかった（齋藤 2107）
→特措法失効の影響⼤
現代の部落の若者を対象とした研究はほとんど蓄積なし

→同時に差別のリスクを引き受けることも意味する
・部落差別の解消が「国⺠的課題」とされ、同和対策特別措置法が施⾏
→部落のひとびとの⽣活⽔準を⼤幅に改善

・地⽅⾃治体レベルやある地域や年齢層に限定した調査はいくつか⾒られる

・しかし、同法の失効を受け⾏政対策や解放運動は停滞

→部落の三世代家族への聞き取り調査（部落解放・⼈権研究所 2001)、部落⻘年のア
イデンティティを4つに類型化した調査（内⽥ 2013;2014）

→学校での「同和教育の軽視」や「部落問題抜きの⼈権教育」（奥⽥ 2017）
・部落問題は「解決済み」「ないもの」とする意識（齋藤 2017）

研究の対象と⽅法

・部落出⾝者がどのように出⾃を打ち明け、また打ち明けをどのようにまなざして
いるのかというミクロな視点から調査を⾏っているものは今なお存在しない

分析の視点

・関⻄地⽅にある被差別部落A出⾝の若者6名
→1993年〜1999年⽣まれ
同和教育や解放運動に親和性のある層
・半構造化インタビュー

Bondy（2015）の「Social Silence」
＝部落問題に対する⽇本社会の「語らなさ」、「解決済み」や「ないもの」
とするような態度＝「寝た⼦を起こすな」

➀⼩学校から⾼校まで
・A地区（C⼩学校・D中学校・E⾼校）での学校経験

・A地区の「寝た⼦を起こす」ことで差別と闘ってきた歴史

→系統だった同和教育が根付いている
・「解放⼦ども会」の役割
②⾼校卒業後から今まで
・進学・就職・結婚などのライフイベント
③出⾃を打ち明ける⾏為について

→A地区の若者たちにとって「Silence」はどのような意味を持つのか？
対抗的な態度を⽰すのか？または受容するのか？

調査結果

考察

➀⼩学校から⾼校まで

・学術的⽰唆

・A地区の中で得た経験が部落出⾝者としての⾃覚を獲得

➀出⾃を打ち明けることの重み、負担感

・当事者ー⾮当事者との出会いを通した相互変容

→差別からの解放と差別のリスクという両義性をどうクリアするのか

・差別が起こったとしても安⼼できる場所＝守られた環境

②同和教育変⾰の必要性

②⾼校卒業後から今まで

→⼈権教育への接合・「当事者」という範囲を超えた教育の在り⽅

・社会の部落問題に対する圧倒的な無理解・無関⼼

・政策的⽰唆

・出⾃の打ち明けへの不安と葛藤

➀部落差別解消のための教育と啓発の重要性

・⾝を守る⼿段としての沈黙

→学校現場でどのようにして部落問題を教えていくのか？が今後の重要課題

③出⾃を打ち明ける⾏為について

②相談制度、⽀援団体の充実化

・まなざしは実に多様

→地域の後ろ盾を失った若者たちの孤⽴化を防ぐ

・打ち明けへの疑問

安⼼して語り合える関係性の構築

今後の課題

ご清聴ありがとうございました。

・対象の偏り

【参考⽂献】

➀A地区という限定性

阿久澤⿇理⼦ 2017 「部落差別解消推進法と学校教育
部落差別解消推進法』解放出版社 pp.80-93.

②同和教育や解放運動に肯定的な層

ex:「もうそんな時代ちゃうねん」

（インタビューデータより）

→他地域や、より広い関⼼層を焦点に

内⽥⿓史 2013
pp.327-353.
内⽥⿓史 2014
奥⽥均 2017
pp.7-17.

・インタビュー調査の限界
➀回顧的なインタビューでは捉えきれない児童、⽣徒・教師間の相互作⽤
→学校現場に⼊り参与観察やエスノグラフィーを⽤いて調査
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調査からみる若い世代の意識」奥⽥均編著『ガイドブック

Bondy C. 2015 『VOICE, SILENCE, and SELF Negotiations of Buraku Identity in Contemporary Japan』Harvard University Asia
Center

齋藤直⼦ 2017

「部落差別への抵抗としての〈アイデンティティの政治〉」『差別とアイデンティティ』阿吽社
『部落問題と向きあう若者たち』解放出版社
「部落差別解消推進法を読む」奥⽥均編著『ガイドブック
『結婚差別の社会学』

部落差別解消推進法』

解放出版社

勁草書房

平沢安政 1997 「⼈権教育としての同和教育─体系的なアプローチを求めて」部落解放研究所編『これからの⼈権教
育─新時代を拓くネットワーク』解放出版社 pp.6-39．
部落解放・⼈権研究所編 2001

『部落の21の家族

ライフヒストーリーからみる⽣活の変化と課題』解放出版社

外国にルーツを持つ子どもと教師のコミュニケーション
―教科内容に関するコミュニケーションの諸相について―

言語文化研究科・言語文化専攻 王一瓊
現在、日本社会では在留外国人の増加に伴い、外国にルーツを持つ子どもの数も増加の
一途を辿っている。彼らも日本社会の一員であり、日本人とともに「多文化共生社会」を
構築することが期待されている。だが、日本の教育現場は、外国にルーツを持つ子どもた
ちへの教育支援という課題に直面している。
このような現状の中で、教科内容を理解できるように、日本語母語話者の教師と日本語
非母語話者の生徒は、日本語と教科内容という 2 つのバリアをどのように乗り越えていく
のかを明らかにすることが本研究の目的である。バトラー(2011)は、教室内での言語バリ
アを乗り越えるため、「やさしい日本語」などの活動をアピールしてきたが、「やさしい日
本語」についての研究は「日本語」のみに焦点を当てているため、
「非言語的行動」や「多
言語の活用」を排除する危険性もあるという指摘がある。また、ESL への「効果的な支援」
を研究した Hammond (2009)は教室内でのコミュニケーションに注目したが、その研究は教
師の役割のみに注目しているため、生徒たちの役割を矮小化する傾向があると考えられる。
以上の先行研究を踏まえて、研究目的を達成するために、本研究は、関西圏の X 高校の取
り出し授業に着目し、
「教師の多言語の活用」、
「教師の非言語的配慮」、
「生徒の役割」とい
う 3 つの側面に焦点を当て、現場で参与観察とインタビュー調査を行った。
調査結果によると、教科内容の理解という目標を達成するために、教師は「言語的配慮」、
「非言語的配慮」及び「その他の配慮」を行うことがわかった。また、教師だけではなく、
生徒も、自らの主体性を生かし、生徒同士の教えあい、代行者などという活動を行うこと
も観察できた。それと同時に、
「教師の過剰説明」、
「効果的ではない教師の配慮」、
「授業内
での私語」といった問題点も明らかになった。
その原因は、教師側と生徒側はそれぞれの活動に対して、捉え方が異なることだと考え
られる。教師と生徒は、それぞれの活動を具体的にどのように捉えているかを明らかにす
るため、本研究では、教師と生徒に対してそれぞれに半構造化インタビュー調査を行った。
教師に対する調査結果によると、教室では、教師は多くの課題に直面していることがわ
かった。また、これらの課題を解決するために、教師は様々工夫をしてきたことも明らか
になった。同じ課題に対しても、教師の対応法にも多様性があることが明らかになった。
一方、取り出し授業へのイメージや教師の工夫、また、生徒間のコミュニケーションに対
して、生徒は類似した意見を出している反面、異なる捉え方を持っていることがわかった。
同じ中国にルーツを持つ子どもにも、多様性があることが明らかになった。
本研究は、上述した外国にルーツを持つ子どもたちを抱える取り出し授業の現状を分析
した上で、「生徒への母語配慮」、「教師の非言語的配慮」、「生徒間のコミュニケーション」
という 3 つの側面に注目し、考察を行った。その結果、以下の 4 点を結論として取り上げ
られた。①教師の配慮の柔軟性、②生徒の多様性への対応、③役割への柔軟な捉え方、④
コミュニケーションへの意識の改善。その 4 点をまとめた上で、本研究では、
「取り出し授
業の改善」、「共生社会の構築」という面から、提言を行った。
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外国にルーツを持つ子どもと
教師のコミュニケーション

01
02
03
04
05
06

CONTENTS

教科内容に関するコミュニケーションの諸相について

所属：言語文化研究科・言語文化専攻
名前：王一瓊

01

研究背景と研究目的
先行研究と本研究の位置づけ
方法論
調査結果
考察と結論
参考文献

02 先行研究及び本研究の位置づけ

研究背景と研究目的

2.1 教室内での言語的配慮

研究背景

●バトラー(2011) 「やさしい日本語」などのような＿＿＿＿言語の構築

●日本全国の公立学校には、「日本語指導が必要な児童生徒」が34,335人(平成28年度)在籍しており、
増加の一途をたどっている。
●学校では日本語の授業や取り出し授業を開講したり、ALT (Assistant Language Teacher)を教室に
配置したりすることで、日本語非母語話者の児童生徒を支援している。
だが、齊藤(2002)では、「日本語の授業で使われる日本語と教科学習で使われる日本語の間にずれが
あるのではないか。」、「子どもの状況を考慮した適切な支援が行われているとは言い難いのではな
いか。」と指摘されている。

問題点:1.固定的な視点

柳田(2015)

2.多言語の排除

安田(2011)

●岡崎(1997)「教科・母語・日本語相互育成学習モデル」の作成
評価：認知面と情意面の双方における意義がある（清田2007)
問題点:生徒の視点の欠如

2.2 効果的に補助する教育実践
●ハモンド(2009)「予め盛り込まれた」マクロ・スキャフォーディング+「偶発的で相互作用的な」ミクロ・
スキャフォーディング
問題点：生徒の役割の矮小化

2.3 本研究の位置づけ

研究目的
より適切な支援が待たれる一方で、日本語母語話者の教師と日本語非母語話者の児童生徒は、教科内

03

教室内における多言語の活用や非言語的行動についての考察+生徒の役割の導入
以上のような新しい視点を導入した上、本研究では、入学試験定員の5%を外国にルーツを持つ子ども専用と
して枠を設けている関西圏の某高校での取り出し授業に着目した。そこで、以下の3つの研究課題を設定した。
（1）教師はどのように多言語を活用しているか。（2）教師はどのように非言語的配慮を行なっているか。
（3）生徒たちはどのような役割を果たしているか。

容と日本語という２つのバリアをどのように乗り越えていくのかを明らかにする。

04

方法論

参与観察の調査結果

参与観察

教師に対するインタビュー調査

生徒に対するインタビュー調査

●筆者は中国語教育支援者として、

●参与観察で観察した現象と見つかった

●参与観察で見られた現象及び教師に

教師の配慮

「観察者としての参加者」（佐藤

問題点に基づき、14項目の質問を設定し

対するインタビュー調査の結果に基づ

●言語的配慮

1.中国語の活用

2002)という立場で参与観察を行

た。

き、18項目の質問を設定した。

●非言語的配慮

1.道具の活用

なった。

●教師数名に対して、30分から40分ずつ、

●より話しやすい雰囲気を作るために、

●分析資料：フィールド・ノート、

●その他の配慮

1.アイデンティティーへの配慮

半構造化インタビュー調査を行なった。

グループインタビュー調査を行なった。

生徒の主体性

科目

6月14日〜7月12日

理科

9月4日〜10月30日

理科 保健 世界史 数学A
数学I 情報（原学級）

保健

世界史

数学A

調査
時間

調査
対象者

2017年11月21日
（11:15~14:35)
理科教師
数学教師

世界史教師
保健教師

調査
時間

調査
対象
者

2017年11月27日
(12:30~3:30)
Group1
E,H,
Z,L

Group2
K,Y

●中国語による教えあい

●私語による言語問題の内部消化

●代行者行為

●英語による言い換え

Group3
D,W,L1,
C,B

現象と問題点：
●効果的ではない教師の配慮（教師の過剰説明・説明不足）
●私語に関する葛藤（教師は生徒の私語がわからないため、簡単に止められない）
・・・

●調査協力者概要：
教師側
生徒側

04

世界史教師のようなベテラン教員もいるが、理科教師のような若手教員もいる。
全員中国にルーツを持つ子どもである。中国の中学校を卒業してから、日本の高校に進学した生徒が多いが、小学生
の頃来日した生徒も何人かいる。

05

インタビュー調査の結果

教科内容をめぐる教師の工夫(質問9,10)

教師の工夫への生徒の評価(質問12,13,14)

・世界史教師 自分の授業内容、生徒が理解する上
で、効果的だと思うのが「書く」と「中国語で確認
する」ことだ。

D,C 先生が中国語を勉強したいのかな。
Y 先生は私たちと近づきたいのではないか。
Z 日本語の漢字は全部中国語からのものなのに、そうい
う質問をするなんて、わけわからない。

・理科教師 予め準備していくが、突発的に絶対出
てくると思う。(中略)その場で対応しかない。その
時使うのは実際にものを見せたり、図を書いたりと
かぐらいしかない。

Y 理解できたらいんだが、理解できない時もあるので困る
K,G 大体わかる。日本語よりわかりやすいと思う。
D,C 先生の腕次第だ。先生が図を描くほど理解できなくなる

・保健教師 中国語を書いたとたん、(生徒は)
「あっ」となることもよくある。中国語をちょ
こっと入れたり、生徒の反応が一気に良くなった。

Z,E,K わかりやすいと思う。でも、中国語を使わなくても
わかる。(両国の)漢字が似ているし。
G,H 面白い。感動している。

生徒間のコミュニケーションに対する教師の
意識(質問12,13)

生徒間のコミュニケーションに対する生徒の捉え方
(質問16,17)

・世界史教師 生徒間のコミュニケーションが大事。
・理科教師/数学教師 いいことだと思う。ただ、メ
リハリをつけないとダメだ。
・保健教師 いいと思うが、生徒同士のコミュニ
ケーションはある程度日本語でやってもらいたい。
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考察とまとめ

3.英語の活用

2.私語の容認

教科内容の理解

授業内容を録音し文字化したもの、
教師が書いた板書の写真など。
調査期間

2.日本語の漢字の活用
2.図の活用

K もう話し合うのが習慣になった。理科の先生が怒り出
すのも理解できる。私たちが何を言っているかがわから
ないから。(中略)でも話し合いは(勉強に)役立つと思う。
Y 私たちが話し合っている時は、いつもニヤニヤしてい
るから、先生に私語だと認定されたと思う。

考察

●教師の配慮の柔軟性

●生徒への母語配慮
・情意面では高く評価されるが、過剰説明になる可能性もある
・生徒の母語の使用により、「教師ー生徒」の役割が転換する

●生徒の多様性への対応

●教師の非言語的配慮

・非言語的配慮は言語的配慮の補助として現れる傾向にある
・補助として存在するが、伝わらない可能性もある

●役割の柔軟な捉え方

●生徒間のコミュニケーション

・生徒の私語をある程度容認
・教師によって容認度が異なる
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未来共生との繋がり

考察とまとめ

●コミュニケーションへの意識の改善

主要参考文献

日本語文献
日本語
母語話者

日本語非
母語話者

日本社会

取り出し授業

「共生社会」における言語の役割についての再考

●意思疎通を行うための手段

教師の配慮
中国語/中国文化の言及

日本語非母語話
者（教え側）

●仲間に入れるため・他者を排除するための道具

108

日本語
母語話者
(教え側）

日本語非母語話
者（受け側）

第6章

斎藤ひろみ(2002)「学校教育における日本語学習支援」『日本語学』5, pp.23-35
植田晃次・山下仁編(2006)『「共生」の内実：批判的社会言語学からの問いかけ』三元社
岡崎敏雄(1997)「日本語・母語相互育成学習のねらい」『平成8年度外国人児童生徒指導資料』茨城県教育庁指導課
清田淳子(2007)『母語を活用した内容重視の教科学習支援方法の構築に向けて』ひつじ書房
バトラー後藤裕子(2011)『学習言語とは何か－教科学習に必要な言語能力－』三省堂
ハモンド, ジェニファー（2009)「スキャフォールディングの実践とその意味－在籍学級のESL生徒の学びをどう支えるか－」川上郁雄
[他]編『「移動する子どもたち」のことばの教育を創造する－ESL教育とJSL教育の共振(シリーズ多文化・多言語主義の現在）』ココ
出版 pp. 8-42
安田敏朗(2013)「『やさしい日本語』の批判的検討」庵功雄・イヨンスク・森篤嗣編『「やさしい日本語」は何を目指すか』ココ出版 pp.
321-341
栁田直美(2015)『接触場面における母語話者のコミュニケーション方略－情報やりとり方略の学習に着目して』ココ出版

英語文献
日本語
母語話者
(受け側）
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Cummins, J. (1984). Bilingualism and special education: Issues in assessment and pedagogy. San Diego, CA: College Hill.

参考URL
文部科学省(2017)『「日本語指導が必要な児童の受入状況等に関する調査(平成28年度)」の結果について』
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/__icsFiles/afieldfile/2017/06/21/1386753.pdf (2018年1月1日 最終アクセス)

関係を探求する
―現代日本におけるゲイの親密性の研究―

人間科学研究科人間科学専攻 冨安皓行
本研究の目的は、さまざまな形式の親密性がゲイとして生きるという経験のなかで、ど
のような意味を持っているのかを探求することであった。具体的にリサーチクエスチョン
を以下の二つに定め研究を行った。ゲイは日常生活において、どのような親密性を築いて
いるのか。ゲイの親密性は、ゲイとして生きる経験においてどのような意味を持つのか。
本研究において、インタビューと参与観察による民族誌的記述を主な方法とした。筆者
は 2016 年 11 月から 2017 年 12 月の期間で、調査協力者であるゲイ男性 5 名にインタビュ
ーと参与観察を行った。また筆者もゲイだと自認していることから、自らの会話や行動な
ども分析の対象とし、オートエスノグラフィー的な民族誌的記述を行った。
「1.はじめに」では、現代の日本におけるゲイ・ムーヴメントの功罪について論じた。
ゲイ・ムーヴメントは、セクシュアル・アイデンティティを持つ主体としてのゲイを構築
した。しかしゲイ・ムーヴメントの構築したセクシュアル・アイデンティティを持つ主体
としてのゲイは、現代において批判の対象となることもあると述べた。
「2.学術的背景」では、日本におけるゲイ・スタディーズとクィア理論の議論を提示し
た。また、セクシュアル・アイデンティティとしてのゲイから、生の様式（生き様）とし
てのゲイへの捉え直しというフーコーの視座を提示した。そして同じく関係に着目するべ
きだというフーコーの視点に基づき、ゲイの関係に着目した研究のレビューを行った。
「3.出会いの『場』―社会的空間とコミュニケーション媒体―」では、ゲイが出会う「場」
と媒体に着目し、その「場」と媒体においてゲイがどのような関係を構築しているかを明
らかにした。現代日本のゲイにとっての出会いの「場」と媒体は、ゲイバーのような特定
の「場」やゲイ雑誌の「文通欄」から、サークル活動やカフェ、インターネット掲示板や
スマートフォンアプリケーションなどに変化していた。出会いの「場」と媒体はゲイにと
って、自身がゲイであると自認していくために大きな意味を持っていた。
「4.ゲイにとっての性愛と友愛―ゲイ同士の「トモダチ」関係―」では、ゲイ同士の友
達関係に着目した。ゲイがゲイと出会う際、相手に対する性的な欲望を持つ可能性があっ
た。相手に対する性的な欲望と友達関係を結びたいという気持ちの中で、性的欲望を認め
ながら、暗に伝えながら、その欲望を無視しようしながらやり取りが展開されていた。ゲ
イの「トモダチ」関係は、お互いに対する配慮により持続されているのではないか。
「5.世代を超えた親密性」では、ゲイの世代間の親密な関係に着目した。ゲイの世代間
の関係においても、相手に対する性的な欲望の可能性が見られた。しかしそのような感情
は、できるだけ両者の関係の実践において無視されていた。そして年長者は年少者に対し
てゲイとしての生き方を伝え、年少者は年長者の助言の中で自らの生き方を模索していた。
「6.まとめ」では、これまでの民族誌的記述を振り返り、ゲイの親密性を述べた。ゲイ
の親密な関係において、相手に対しての性的な欲求を持つ可能性を否定することはできな
かった。相手に対する性的な欲求を認めながら、否定する。これらの特別な配慮こそが、
ゲイの親密性の特徴であると言えるかもしれないと述べた。
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在日ベトナム難民 1 世のライフストーリーからみる
日本語学習動機づけ
文学研究科・文化表現論専攻
林 貴哉
本研究は、日本におけるベトナム人の集住地域として知られる神戸市長田区に在住する
ベトナム難民 1 世の日本語学習の動機づけを明らかにすることを目的としている。ベトナ
ムでは、1975 年にベトナム戦争が終結し、南北ベトナムが統一されたことを契機として難
民が発生した。日本での定住を希望するベトナム難民は、定住促進センターや国際救援セ
ンターにおいて数ヶ月の日本語教育や生活指導を受けた後、就職の斡旋を受け、日本での
定住を開始した。
日本での生活の中で日本語を使用してきた調査協力者の日本語学習を、その背景や文脈
をも含めて理解するために、研究方法としてライフストーリーを採用した。筆者は、ベト
ナム人自助組織でボランティアを行い、ベトナム人が集うカトリック教会やベトナム寺院
といったフィールドに参加することで、ベトナム難民の生活する世界に接近した。そして、
フンさん、ザンさん、クオンさんという 3 名の協力者（仮名）に、日本語とベトナム語を
用いた半構造化インタビューを行ない、ライフストーリーを作成した。
3 人のストーリーからは、普段の生活の中で、特に職場では日本語の使用が少ないという
ことがわかった。その要因として、定住を開始する際に、ほとんど日本語教育を受けてい
ない状態で、日本語を使用する必要のない会社に就職することや、職場において日本語を
使えないことによって不快な思いをした場合には日本語が使用できなくても不利にならな
い職場に転職することが挙げられる。
フンさんとクオンさんのストーリーからは、教室以外での日本語学習を促した場所とし
て宗教施設があることがわかった。フンさんはベトナム寺院を設立したことで、人助けを
行うようになった。来日間もないベトナム人の知り合いのために夜間中学で通訳をした経
験から、自分自身の通学のきっかけを得た。クオンさんは日本語の勉強は好きではないと
話したが、ベトナム人が集うカトリック教会に参加することが日本人の信者と一緒に活動
することにつながり、日本語を使用する機会を得ることができたといえる。一方、ザンさ
んは通訳を利用することで、日本語ができないことによって生じる問題を解決していた。
さらに、深刻なのは就業の問題であった。ザンさんは神戸市の主要産業であるケミカル
シューズ産業に従事していたが、産業の衰退と共に職を失った。再就職を試みるも、日本
語を必要としない職場は限られており、専門的技術を持たないことやザンさん自身の健康
上の問題も相まって、ザンさんは現在、生活保護を受給しながら生活している。また、帰
化申請の収入基準を満たしていないため、帰化することもできない状況にある。
フンさんやクオンさんは、人とつながり、役割を得たことで、日本語学習の動機づけが
高まっていた。一方、来日当初のフンさんや現在のザンさんのように、日本での暮らしに
希望が持てない状態では、日本語における「理想の自己」をイメージし、日本語学習の動
機づけを高めることは難しいといえる。
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研究背景

在日ベトナム難民1世のライフストーリー
からみる日本語学習動機づけ
文学研究科文化表現論専攻
日本語学専門分野
林 貴哉

先行研究

• 「第二言語動機づけの自己システム」（Dörnyei, 2009）
Ø 第二言語における理想の自己（Ideal L2 Self）
Ø 第二言語におけるなるべき自己（Ought-to L2 Self）
Ø 第二言語学習経験（L2 Learning Experience）
→どのような「理想の自己」や「なるべき自己」を思い描いているのかが、動機
づけに影響する。

• 想像することの重要性
Ø「想像の共同体」（＝所属したいと思うコミュニティ）の一員であるこ
とや、そうありたいと望むことは、エイジェンシーや動機づけ、投資
などといった言語学習の道筋に影響を与える（Pavlenko and Norton,
2007）。

研究方法：ライフストーリー
• ベトナム人自助組織でボランティアを行い、ベトナム人が
集うカトリック教会やベトナム寺院といったフィールドに
参加することで、ベトナム難民の生活する世界に接近した。
• 日本語とベトナム語を用いた半構造化インタビューを実施
フンさん
男
南部
仏教徒
1960年
1979年
1988年頃
2017年4月～12月
に計3回

ザンさん
女
北部
仏教徒
1952年
1988年
1991年
2017年7月～9月
に計2回

クオンさん
男
南部（父母は北部）
カトリック
1954年
1981年
1982年
2017年6月～12月
に計4回

★当事者でない人による研究＝フィールドでの立ち位置に関する葛藤
自助組織では、ボランティアとして何ができるか？と問い続け、教会やお寺では、
カトリックでも、仏教徒でもない私は、ベトナム語が話せる・ベトナムに興味がある
ということ、そして「勢い」でフィールドに入っている！？

日本語学習における宗教施設の役割
【フンさん（仏教徒）】
• ベトナム寺院を設立したことで、お寺で人助けを行うようになった。
• 来日間もないベトナム人の知り合いのために夜間中学で通訳をした経験。
→その時は、仕事が忙しく夜間中学に通うことができなかったが、数年後、
自身も通うようになった。
→「理想の自己」に近づくための方法を知った。
【クオンさん（カトリック）】
• クオンさんの家族は神父さんとともに北ベトナムから南ベトナムに亡命。
• ベトナムでの中学校、高校はカトリックの学校。
• 神戸の教会＝「ベトナム人も日本人もみんなが話せて、相談できる
場所」。ベトナム語で相談に乗る。
→「教会」は、クオンさんにとっての「想像の共同体」であった？
• 「日本語教室で日本語を勉強する時間はなく、仕事ができればそれでい
いと考えていた。日本語の勉強は好きではなく、生活の安定を選んだ」。

「共生」との関係と今後の課題

• 目的：日本におけるベトナム人の集住地域として知られる神戸市に在
住するベトナム難民1世の日本語学習の動機づけを明らかにする。
Ø日本語を学んでいる人は、なぜ日本語を学ぼうとしたのか。
Ø学習したいと思っても学習することができない人は、どのような制約を
受けているのか。
Ø日本語を学習しようとしない人は、なぜ日本語を学ぶ必要を感じないの
か。
↓
• 日本での定住の中でどのように日本語を使用・学習してきたか。
• 日本語における「理想の自己」や「なるべき自己」のイメージがあ
るか。
• イメージがある場合には、どのような自己をイメージしているのか。そし
て、そのイメージは日本語学習の動機づけにどのように影響している
か。

日本語を使用する機会が少ない
• 3人のストーリーからは、普段の生活の中で、特に職場では日本語
の使用が少ないということがわかった。
Ø定住を開始する際に、ほとんど日本語教育を受けていない状態
で、日本語を使用する必要のない会社に就職する。
Ø職場において日本語を使えないことによって不快な思いをした場合
には、日本語が使用できなくても不利にならない職場に転職す
る。
• フンさん：日本に定住を開始した当時、夜間中学があることを知らな
かった。「夢があっても意味がないため、自分で夢を持たない
ようにしていた」。
→日本語を勉強したいと思っていたが、日本語における「なりたく
ない自己」の状態から抜け出し、「理想の自己」に近づくための
方法を見つけることができずにいたといえる。

日本語を「学ばない」のか？
• ザンさんは通訳を利用することで、日本語ができないことによって生
じる問題を解決している。
• 深刻なのは就業の問題であった。
• ザンさんは神戸市の主要産業であるケミカルシューズ産業に従事し
ていたが、産業の衰退と共に職を失った。
• 再就職を試みるも、日本語や専門的技術（溶接など）を必要とし
ない職場は限られており、ザンさん自身の健康上の問題も相まっ
て、現在、生活保護を受給しながら生活している。
• 日本について、唯一、好きではないこととして、長年日本に住んでい
るにもかかわらず、帰化をして日本国籍を取得することができな
い点を挙げている。
• 帰化申請の収入基準を満たしていない。→「希望は息子だけ」
→日本での暮らしに希望が持てない状態では、日本語における「理
想の自己」をイメージできず、日本語学習の動機づけを高めることが
できでいない。

参考文献

• フィールドワーカーとして、ボランティアとして私は何ができるのかと
いう問い（意図された「共生」への取り組み）と、教会における、
信仰という目的を同じくした者同士の自然発生的な「共生」や、ベ
トナム寺院における「自助」との差。

• 川上郁雄（2001）『越境する家族：在日ベトナム系住民の生活世界』東京：明石書店.

• 技能実習生、（日本語学校に通う）留学生の急増。新たに来日する
人々もベトナム難民と似た困難な状況に陥っていないか。
• 他国のベトナム人コミュニティとの比較が必要。
→日本における制約がより明らかになる。

• Block, D. (2003) The social Turn in Second Language Acquisition. Washington, D.C. :
Georgetown University Press.

• 複言語使用の実態：日本語だけでなく、ベトナム語ができることで、
達成されうることへの注目。
→制約の中で、どのように主体性を発揮して自身が解決すべき課題
を達成しているのか？
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問題点
• 定住30年以上でも「日本語ができない」とされている人がいる
（ベトナム難民1世へのインタビュー）。
• 日本語に関するサポートの不足が指摘されている（小松, 1986; 国
際移住機関, 2008）。
• しかし、日本語ができないとされている人が必ずしも地域の日本語
教室に通うわけではない（支援者へのインタビュー）。

研究目的とリサーチクエスチョン

• Firth and Wagner（1997）は、第二言語習得研究における研究対象を
学習場面だけでなく使用場面にまで広げ、学習者の視点から、自然
な相互行為を分析すべきだと主張した。
→第二言語習得研究における転回：「Social turn」（Block, 2003）

性別
出身地
宗教
生まれ
出国
定住開始
インタビュー

• 1975年 南北ベトナムの統一
→難民が発生
• 日本への定住許可（1978年～2005年）
• 3～4ヶ月の日本語教育や生活指導、就職の斡旋
• 分散して定住→より良い生活環境を求めて転職転居
→集住地域の形成（川上, 2001）
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小学校教師の保護者へのかかわり
―「しんどい」学校の事例から―

人間科学研究科・共生社会論
１章

山口真美

問題の所在

子どもの教育達成への家庭の影響の大きさが指摘される、現代の格差社会において、公
正な教育を実現するため、学校は家庭の社会経済的背景によって不利な状況に置かれてい
る子どもをどのように支えていけるのか。保護者との関係も難しさを増す今日の学校現場
において、教師の家庭へのかかわりは大きな課題の一つである。本研究の目的は、社会経
済的に厳しい背景を持つ子どもが多く通う学校において、教師らがどのように子どもや保
護者をまなざし、かかわっているかを明らかにすることである。
２章

先行研究

困難を抱える子どもの家庭背景と学校生活をつないで考えるという同和教育の教育実践
を除き、日本の多くの学校ではそうした家庭背景による子どもたちの差異をあえて見よう
としない文化があると指摘されてきた。欧米では、階層による家庭内教育や学校教育への
かかわりの差、教師と保護者の関係性の内実が明らかにされてきた一方で、日本において
は社会経済的背景を加味して教師と保護者の関係を捉えようという研究の蓄積は乏しい。
３章

調査概要

関西地方の Y 小学校を対象校として選定、フィールドワークを行い、12 名の教師に半
構造化インタビュー調査を実施した。Y 小学校は外国籍児童やひとり親家庭など社会経済
的な厳しさを抱える家庭の子どもが多く在籍しており、
「しんどい」状況にある学校である。
４章

教師の子ども・保護者へのまなざし

教師らは、社会経済的背景の厳しさから学習・生活面で困難を抱える子どもについて、
その背景の影響を考慮しつつ、目の前の子どもの様子から困難の要因を探ろうとしていた。
５章

教師の保護者への働きかけ

Y 小学校では、困難を抱える家庭が多いという校区背景を踏まえて家庭に求める役割の
一部を学校で担いながらも、教師らは積極的に保護者とかかわる機会を設けることでつな
がりを作り出し、「すべての子どもの学力保障」を模索する状況にあった。
６章

保護者へのかかわりから得るもの

保護者への積極的なかかわりは、教育活動を成立させるための「子ども理解」という論
理によって支えられていた。同時に、保護者とのつながりは教師のさらなる活用により教
育活動を充実させ、そうしたかかわりのなかで教師を成長させるという役割も有していた。
７章

考察

Y 小学校では学校と家庭の社会文化的な距離が大きいにも関わらず、同和教育実践の流
れを受けて、教師らが「すべての子どもの学力保障」のために保護者とかかわり、そのな
かで家庭の抱える「しんどさ」を理解するようになり、共感的な関係を築いていることが
示唆された。本研究で見出された知見は、同和教育の影響を受けているという特殊性を有
するものの、同時に格差是正を志向する学校の事例として積極的な意味合いを持つと思わ
れる。
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論⽂の内容構成

⼩学校教師の
保護者へのかかわり

１章 問題の所在
２章 先⾏研究
３章 調査概要

―「しんどい」学校の事例から―

４章 教師の⼦ども・保護者へのまなざし
５章 教師の保護者への働きかけ
６章 保護者へのかかわりから得るもの
７章 考察

⼈間科学研究科共⽣社会論分野
⼭⼝真美

1

問題の所在と先⾏研究

2

調査概要

u問題の所在

u⽅法：公⽴⼩学校でのフィールドワーク及び、半構造化インタビュー

•⼦どもの教育達成への家庭の影響

インタビュー対象者：教師12名

•学校における保護者との関係の難しさ

u対象校：関⻄地⽅のX市⽴Y⼩学校（児童数約250名）

→学校は家庭の社会経済的背景によって不利な状況に置かれている⼦ども
をどのように⽀えていけるのか

•公営団地に隣接
→外国籍児童、ひとり親家庭、要保護・準要保護家庭が多い

u先⾏研究
•家庭背景による⼦どもたちの差異をあえて⾒ようとしない⽇本の学校⽂化
•社会経済的背景を加味して教師と保護者の関係を捉えようという研究蓄積の
乏しさ
→社会経済的に厳しい背景を持つ⼦どもが多く通う学校において、教師らは
どのように⼦どもや保護者をまなざし、かかわっているか

⇔近年、新興住宅地の開発が進む
•中学校区に被差別部落を抱え、同和教育実践を⾏ってきた
現在も「すべての⼦どもの学⼒保障」に向けて取り組んでいる
⇔依然として学⼒は「しんどい」

3

教師の⼦ども・保護者へのまなざし

4

教師の保護者への働きかけ

uY⼩学校の⼦どもたち・家庭への⾔及

u学校で担う役割・家庭で担う役割

学校の「学習⾯」と「⽣活⾯」に⾒られる⼦どもたちの「しんどさ」

「家庭学習」と「忘れ物」への対応を学校側で⾏っている

その背景にある保護者の「忙しさ」への理解

u保護者へのアプローチ

u居住形態による差への認識

家庭訪問をはじめとする積極的なかかわり（量）

学校・学年レベル：⽣活背景による影響を感じる

保護者との距離を縮めるようなコミュニケーション上の⼯夫（質）

個⼈レベル：⼀概には⾔えない

→困難を抱える家庭が多いという校区背景を踏まえて、
家庭に求める役割の⼀部を学校で担いながらも、
積極的に保護者とかかわる機会を設けることでつながりを作り出し、
「すべての⼦どもの学⼒保障」を模索している

→「⽣活背景が⼦どもたちの⾔動に影響を与えている」という知識と
「固定観念を持ってはいけない」という規範のはざまで
微妙なバランス感覚を要求されている

5

保護者へのかかわりから得るもの

6

まとめと今後の課題

u教育活動の成⽴

uまとめ

保護者とのかかわり → 深い「⼦ども理解」
→ 適切な指導 → 学級・学校単位の教育活動の成⽴

Y⼩では学校と家庭の社会⽂化的な距離が⼤きいにも関わらず、同和教育
実践の流れを受けて、教師らが「すべての⼦どもの学⼒保障」のために
積極的に保護者とかかわり、そのなかで家庭の抱える「しんどさ」を理
解するようになり、共感的な関係を築いていることが明らかになった。

u教育活動の充実
地域の⼤⼈として、学校教育（⼈権教育）に参画

u本研究の課題

u教師の⼒量形成

•教師側からのみ
→保護者側の視点、相互作⽤の様相、地域社会の影響の検討

多⾯的な「⼦ども理解」や保護者の視点の獲得などの
⼀教師としての学びや気づき

•同⼀集団内での差異、同⼀⼈物内の変容
•同和教育の影響を受けているという特殊性
→時間・空間的に拡げつつ、他事例との⽐較検討を通して、学校・教師と
社会経済的背景に厳しい家庭の「つながり」の可能性を追究したい
7

8
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•格差是正を志向する学校の教師たちの様相
•「共⽣の志向性（違いを尊重し、⼤切にするとともに、他者との出会い
や相互作⽤を通じて、共に⾼まろうとする態度や協⼒して課題解決にあ
たろうとする姿勢）」（平沢 1997:15）を、教師⾃らが保護者とのかかわ
りにおいて体現 →⼦どもたちにとってなによりのロールモデル
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⼭崎鎮親2014「教師らかみる⼦どもたちの学校体験：「他者化」の視線を中⼼に」⻑⾕川裕編著『格差社会における家族の⽣活・⼦育て・教育
と新たな困難：低所得者集住地域の実態調査から』pp.324-362、旬報社。
Hargreaves, Andy. 2001. Emotional Geographies of Teaching. Teachers College Record 103(6):1056-1080.
Lareau, Annette. 2000. Home advantage: social class and parental intervention in elementary education (2nd ed.). The Falmer Press.
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認知症の現象学
人間科学研究科人間科学専攻

岡本かおり

本論は認知症と呼ばれる人々の経験の分析から、フッサール現象学における正常性概念
の乗り越えを目指した。2000 年代以降、認知症ケアは「認知症」と呼ばれる人々を「相互
作用の主体」と捉える新しい理解に基づいて大きく変わった。そして、この間「認知症」
の豊かな経験を明らかにする研究や報告が相次いで発表されている。本論ではそれらの知
見を取り入れ、認知症の人々とのコミュニケーションにおける具体的な経験について、現
象学的に考察することを試みた。
第一章では、フッサールの『間主観性の現象学』と『イデーンⅡ』にみられる正常性と
異常性の問題を論じた。フッサールは世界構成の問題に際して、感覚の異常性を独我論的
に論じたが、独我論の範囲内ではその異常性を克服することができず、感覚経験における
異常の訂正可能性を間主観的な経験に求めた。このとき導入されるのが感情移入とコミュ
ニケーションである。そして両者によって修正できない経験の差異こそが、異常な経験と
解釈されることが明らかとなった。
第二章では、認知症に関する歴史的・社会学的背景について概論し、認知症概念の相対
性について議論した。この相対性は以下の二点に基づく。第一に認知症の診断は必ずしも
画像診断で行われているわけでなく、スクリーニングテスト等が用いられるために、認知
症と診断される人々の様態に幅がある。第二に診断を受ける前から認知症の人々は「認知
症」として社会や周囲の人々からまなざされている。
第三章では、本論が依拠する重要な先行研究である京極重智の議論を紹介した。京極は
ゴッフマンの舞台論を援用し、介護者や家族の世界と認知症高齢者の世界を異なる「状況
の定義」をもった二つの世界と定義し、この両者を繋ぐものとして「声の調子」や「視線」、
「表情」、「動き」あるいは「意味が貼り付けられる前段階の『モノ』」といった物質的要素
に注目した。本論では、このような認知症高齢者と周囲の人々の世界を繋ぎうる媒介につ
いて、フッサール現象学の立場から考察した。とくに阿保順子が『認知症の人々が創造す
る世界』（岩波現代文庫、2004=2010）において報告している「南川さん」や「空っぽのご
み」という二つの事例を繰り返し取り上げ、「偶因的な表現」、「告知」、「知覚的空想」によ
って、物質的媒介がコミュニケーションにおいてどのように働くのかを理論的に分析した。
第四章では、認知症高齢者の「徘徊」「夕暮れ症候群」の事例から、彼らの体験がもつ不
安定性について論じた。第二章で論じた精神科医療における先行研究では、認知症高齢者
は虚構的世界のなかで安定して暮らすとされていた。しかし、彼らは常に同じ虚構的世界
を生きるわけではなく、異なる「状況の定義」や「物語」が生まれる場合があり、その背
景として不安の存在を想定した。
以上のように、本論では「認知症高齢者の世界」を理解する仕方について二つのアプロ
ーチを提示した。一つ目は、「徘徊」などの行動がもつ物語（分節構造）を読むということ
である。二つ目が知覚的空想による空想の共有である。後者は日常的なコミュニケーショ
ンの前提となる基盤であるため、実践において両者は混ざり合っている。しかしそのため
にこれまでの先行研究では両者が切り分けられてこなかったのである。
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新しい
多文化共生社会

認知症の現象学

「多文化」が示す属性はこれ
までより多様なものへと変化
しています。[……]他者と他
者とが互いに認め合い、助け
合い、高め合い、新たな価値
や利益を生み出すことができ
る、創造的で発展的な共生社
会を目指します。
（未来共生ＨＰより）

人間科学研究科

岡本かおり

中核症状

⾏動・⼼理症状

・記憶障害

・徘徊

・⾒当識障害

・妄想など

「声の調⼦」「視線」「表情」「動き」

＜つながり＞ 「意味が貼り付けられる前段階の『モノ』」
（Ａ・シュッツの「物質的基盤」）
＜隔たり＞
⾒当識障害／記憶障害
妄想 ／ 徘徊

「状況の定義」の相違
Ｅx）⽼⼈ホーム
“ 街 ”

事例「南川さん」

：近年の認知症ケアにおける３つの前提
１）「認知症⾼齢者の世界」の存在
２）介助者はその「世界」の内実を窺い知ることが望ましい
３）介助者はその「世界」に「寄り添う」ことが望ましい

⽅法 ②：Ａ・シュッツの「多元的現実論」
異なる世界の＜つながり＞を担保する「物質的基盤」

フッサールの現象学
Edmund Husserl (1859-1938)
・『論理学研究』

「偶因的な表現」
ここ、私、あれ
・『フッサール全集』２３巻
「知覚的空想」
ごっこ遊び

事例「空っぽのごみ」

→『認知症の⼈々が創造する世界』(阿保順⼦, 2011年)から
南川さん
・⽩髪でどことなく品のある８３歳のおばあさん
・デイルームの中央の置き畳＝公⺠館
・廊下の貼り替えられたリノリュームの模様＝菜川（架空の地名）
・消⽕栓の⾚く光るランプ＝駅前
・病棟はかつて住んでいた「町」

⇒「ここ」という「偶因的な表現」が＜つながり＞を担保する
「物質的基盤」として機能する

認知症高齢者の体験世界がもつ構造
１）「徘徊」などの「状況の定義」
=物語などの分節構造をもつもの
２）「空想の共有」による相互⾏為で、
「状況の定義」（分節構造）をもたないもの

両者は経験の構造が異なるために、
異なるアプローチを考えることができる。
空想の共有は言葉でコミュニケーションすることが
難しい認知症高齢者とも可能である。

第6章

地域での共生

⽅法 ①：Ｅ・ゴッフマンの「舞台論」
舞台；「状況の定義」を核として区切られた領域
状況の定義；いまここはいかなる状況であるのかということに関する定義

相互作用の主体
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新オレンジプラン
⇒地域で認知症の人が理解さ
れながら暮らし続けること

先行研究 「認知症高齢者の世界」

課題

２０００年代以降

周囲の⼈々
の世界

『認知症７００万人時代』
２０２５年には、
７００万人
(６５歳以上の約５人に１人)

先⾏研究：京極重智「「認知症⾼齢者の世界」に「寄り添う」ことへの⼀考察」

「コミュニケーションできない」
「何もわからない」

認知症⾼齢者
の体験世界

認知症の人々

履修生の選抜審査

実体のごみではなく、空っぽのごみを拾って渡す⼈がいるのである。
［……］そして、彼⼥たちは、その拾ったごみを丸めたり、あるいは
⼿のひらにそのまま載せて⼤事に持ち歩き、それを他の患者さんに渡
すのである。渡された患者さんはその空っぽのごみを⼤事な贈物のよ
うにして受け取り、同じように懐にしまいこむ。［……］彼⼥らはそ
れを何の不思議さも付与しないであたりまえのこととしておこなって
いる［……］つまり、認知症の⼈々の世界ではごくふつうに通⽤して
いることなのである。（阿保2004, 194f.）

⇒知覚的空想：ごっこ遊びの時に働く空想作⽤

参考文献
Edmund HUSSERL, Logische Untersuchungen, Zweiter Bamd: Untersuchungen zur
Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, I Tail. Max Niemeyer Verlag, Halle a. d.
S., 1913. Vierte Auflage, 1928. ――⽴松弘孝・松井良和・⾚松宏訳『論理学研究
』第2巻・3巻（みすず書房、1970年・1974年）
-----, Husserliana, Bd. XXIII: Phäntasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur
Phänomenologie der anschaulichen Vergegenwartigungen. Texte aus dem Nachlass,
1898-1925, hrsg. von Eduard Marbach, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1980.
阿保順⼦『認知症の⼈々が創造する世界』（岩波書店、2004年、のち岩波現
代⽂庫、2011年）
京極重智「「認知症⾼齢者の世界」に「寄り添う」ことへの⼀考察」（『保健
医療社会学論集』23巻7号、2013年）

福音派キリスト教会の社会活動に関する宗教社会学的研究
―大阪の事例から：社会貢献活動としての防災活動の促進と停滞―
人間科学研究科共生社会論専攻

佐々木美和

研究の目的
本論文の目的は、宗教者の社会貢献を促進・停滞させやすい要素を探ることである。こ
の目的のために大阪のキリスト者による防災の事例を取り上げ、「大阪のキリスト信者の

間で始まった防災の活動を停滞また促進させやすい要素は何か」という問に答えた。
さらに、本論文の事例として取り上げた防災は、その活動を通して自覚的信仰者（マ
イノリティ）と非自覚的信仰者（マジョリティ）の間の橋渡しを図るものでもある。
研究の概要
東日本大震災以降震災時に宗教者が行う支援が注目されてきているが、それは行政
などの公的組織の間隙を埋める迅速性や即効性、丁寧さ、また動員力、さらに他のボ
ランティアの手が届かない、あるいは嫌がる地道な活動を重ねるなどの特徴や強みが
あるためである。震災時の支援で注目を集めていくなか、防災分野においても宗教の
存在が世界規模で注目されるようになり、2015 年には国連防災世界会議パブリックフ
ォーラムとして「防災と宗教」シンポジウムが開かれた。
論文で注目するのはキリスト教会であるが、教会は東日本大震災をきっかけに、防
災ネットワークを作ろうと地域の教会へ呼び掛ける動きを見せた。一方でこの動きは
東京をはじめ、九州において輪が広がっていったのみであり、南海トラフ地震などの
大規模災害が予測されている関西では同様の動きは見られなかった。
そこで筆者は大規模災害が予測されている関西ではなぜ防災の動きが見られないの
か大阪地域で調査を進めるうちに、実際のところは防災に対する隠れたニーズがある
ことを見聞きした。そこで、教会という現場における防災の課題について現場のベタ
ーメントを目指し、現場の方がたと共同で実践をしてくこととした。共同実践は 2016
年 12 月頃から始まり、さまざまな教会が参加していくこととなったが、最終的に主に
A 教会、CCC、関西防災クリスチャンという 3 つの場で共同実践が展開された。
論文中ではこれら 3 つの場で展開された共同実践を事例として、宗教の社会貢献に
関する理念型やモデルを提示した先行研究と、プロテスタントの「エートス」概念を
もとにリサーチクエスチョンについて考察した。結論として、
「大阪のキリスト信者の
間で始まった防災の働きを停滞また促進させやすい要素は何か」という問いに対して、
それは①活動の独立性の高さと②現場のキリスト者におけるエートスであると考察さ
れた。エートスを詳しく言えば「召命」観と、新たな宣教観である。
共生を考える上で
本研究の共同実践の最中には、未来共生プログラムにて学んだ多文化コンピテンシーを
応用し、実践の最中には宗教を超える団体の発足を見るというイノベーションを経験した。
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研究の目的
福音派キリスト教会の
社会活動に関する宗教社会学的研究

• 宗教者の社会貢献を促進・停滞させやすい要素を探る

A sociology of religion research on Evangelical Christian’s
social-contribution activity: Through a case study of Osaka
Disaster Risk Reduction event

• 事例：
• 大阪のキリスト信者の間で始まった防災の働きを停滞また促進させやすい要
素は何か

人間科学研究科共生社会論専攻

• マジョリティ（無自覚の信仰者）とマイノリティ（信仰者）間のやりとりへつながる

佐々木美和

「無自覚の宗教性」（稲場2009）

Miwa Sasaki
Human Science Faculty Kyosei-studies

研究の背景

研究の方法

• 「新たな公」 => 「宗教」

• 2016年4月～熊本でボランティアなどしつつ
大阪の教会で参与観察

• 震災時：宗教の存在
↑ 防災への隠れたニーズ
↑なぜ？
• 教会という現場において防災という課題のベターメントを目指す
• 公的組織の間隙を埋める迅速性や即効性、丁寧さ、また動員力
• 「他のボランティアの手が届かない、あるいは嫌がる…地道な活動を重ねること」

• 2016年12月頃～： 共同実践が始まることとなる

（渥美2016； 稲場2009）

アクションリサーチ
↑フィールド
リテラシー
エスノグラフィー
↑現場へ返す
調査リテラシー

分析枠組み： 組織の構成要素/独立性モデル

現場の概要

エートス

分析視点：

• 分析枠組み１ー 「組織の構成要素」（稲場2009）
①だれが：主体、②だれを：対象（教団内外か、社会一般か）、
③どこで：場所（教団施設内外）、④いつ：頻度（定期的か、要請に応じてか）、
⑤何を：領域（目的、活動内容）、⑥どのように：方法（教団外部組織と協同か）、
⑦なぜするのか：宗教的理念・思想
• 分析枠組み２ー 「独立性モデル」（高瀬2015）
人的・財的資源の宗教団体からの独立性
• 分析視点ー プロテスタントの「エートス」（村田2017）
「召命」感（calling）、宣教観（「伝道至上主義」「包括」）

分析枠組み2 独立性モデル

考察

←←←（組織からの）独立性低い －－－ 独立性高い→→→
宗教組織内資源
人的資源

経済的資源

宗教／教 派内
資源
所 属 宗 教 者 （ 僧 同教団所 属聖
侶・牧師など）
職者
所 属 メンバ ー（ 檀
徒、信徒など）
同教団別 組織
所属メンバー

超 宗 派 ／ 教 派 資 ★宗教外資源
源
他 宗 派 ／ 教派 所 一般参加者
属聖職者

寺院・教会予算

超 宗 派 ／ 教派 系
財団
他 宗 派 ／ 他教 派
団体からの寄付

宗派／教 派内
財団
所属メンバーから 宗 派 ／ 教 派 内
の寄付
団体からの寄付

他 宗 派 ／ 教派 所
属メンバー
政府・自治体
一般民間団体
一般個人寄付
事業運営

防 災 活 動 を 展 A教会
開した
団体
・主な防災活動：
社会貢献
構成要素

防災セミナー

➀主体

A教会の個人

②対象

内部
（⇒来年度より外部へも検討 ）

③場所

A教会

④頻度

一度

⑤領域

教会内部の防災啓発活動

⑥方法
（資源など）

A教会付属のものを使用

⑦思想

CCC

関西防災クリスチャン
（以下、関）
・主な防災活動：
・主な防災活動：
防災祈り会など
i防災祈り会
（10月以降関が主催を担う）
ii防災パーティー

主にCCCの個人
団体外部のひとも受け入れる

福音派

結論

参考文献

• 「大阪のキリスト信者の間で始まった防災の働きを停滞また促進させやすい要
素は何か」
➀社会貢献活動の「独立性」の高さ
②現場のキリスト者における「召命」観と新たな宣教観

• 渥美公秀2016「はじめに―宗教団体による災害
支援に期待すること」蓑輪顕量・稲場圭信・黒崎
浩行・葛西賢太編 『災害支援ハンドブック』春秋
社、17-22。

• ➀について 「独立性」の高さ＝異質な他者との共生の高さ
• ②について 「包括的な」宣教観＝共存の段階？共生にも及ぶか？
• 「関西防災クリスチャン」（スライド５参照）：
↑共同実践中に発足。これから共生への一歩となるか？
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• 稲場圭信・櫻井義秀編 2009『社会貢献する宗教』
世界思想社。

CCCのビル

毎週
防災啓発活動
（防災祈り会・
防災パーティー）
特になし
福音派

★独立性の高い主体の
安定したコミット
超宗派・超教派・
未信者一般など
個人宅・教会
（一般公共施設）
i毎週／ii毎月
防災啓発活動（防災祈り会・
防災パーティー）・宣教・超
宗派超教派間対話・防災グッ
ズ販売
★独立性の高い財的資源 ・
グッズ販売の売上
福音派

• 庄司興吉1997「国民的社会構成と社会構造」塩
原勉・井上俊・厚東洋輔編『社会学理論』東京：東
京大学出版会、203-219。
• 高瀬顕功2015「独立性モデルによる FBO の類型」
『宗教と社会貢献』5(2):1-25。

• 稲場圭信2011『利他主義と宗教』弘文堂。

• 宮家準1986「概説 日本の社会学 宗教」宮家
準・考本貢・西山茂『宗教』東京大学出版会、3-21。

• 稲場圭信・黒崎浩行編 2013『震災復興と宗教』明
石書店。

• 村田充八2017「キリスト教と社会学の間」『キリス
ト教と社会学の間』晃洋書房。

• 稲場圭信・黒崎浩行編 2015「第3回国連防災世
界会議における宗教」『宗教と社会貢献』5(2): 7394。

• 矢守克明2010『アクションリサーチ』新曜社。

• 大谷栄一2005「宗教社会学者は現代社会をどの
ように分析するのか？──社会学における宗教研
究の歴史と現状──」『年報社会科学基礎論研究』
4:76-93。

• 吉野航一・寺沢重法2009「地域社会における「宗
教の社会貢献活動」―札幌市の宗教施設を事例
に」『宗教と社会貢献 』世界思想社、160-183 。

6.5. リサーチプロポーザル
本プログラムの 3 年終了時、履修生はリサーチプロポーザルを提出しなければならな
い。リサーチプロポーザルとは、博士論文の執筆に向けて、プログラム 4,5 年次5におけ
る研究活動の目的および方法、計画等について述べるものである。ここでは、プログラ
ム履修で獲得した多文化コンピテンシーをどのように自身の専門研究に生かし、博士論
文へと昇華させるかが問われる。同時に、本プログラムの学際性の見地から、自身の専
門研究について専門分野外の人々に論理的に伝える能力も求められている。
リサーチプロポーザルの提出期日の周知および所定様式（A4 用紙両面 1 枚）の配布
は、平成 30 年 1 月 11 日に電子メールで行った。提出期限は 3 月 30 日とし、11 名より
提出があった。次ページよりリサーチプロポーザルを示す。

5

4 年制コース履修者については、プログラム 4 年次までである。
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大阪大学博士課程教育リーディングプログラム
未来共生イノベーター博士課程プログラム

リサーチ・プロポーザル

平成 30 年

研究科・専攻
氏

4月 2日

人間科学研究科人間科学専攻
下 朋世

名

研究テーマ

「言語」の枠のゆらぎの中で

―ペルーにおけるケチュア語純粋主義

【プログラム 4~5 年次における研究活動計画・目的・方法】
〔研究活動の全体計画およびその具体的な目的、研究方法について、わかりやすく明確に記述してください。図表などを用い
てもかまいません。なお、参考文献等がある場合は末尾に列挙してください。本様式の両面 1 枚以内にまとめてください。〕

研究の背景
ペルー共和国では、公用語であるスペイン語に加えて、スペイン征服以前から現在まで話され
ている先住民諸語は地域的な公用語とされている。本研究ではその中の一つであるケチュア語に
焦点をあてる。
ある「ことば」を「言語」として切り取り、普及させる過程に付随する「正書法の制定・文法
書の編纂＝“標準語”の策定」というプロセスは、多様なグラデーションである「ことば」の中
に、中心と周縁、境界となる枠を恣意的・人為的に据えるということを意味しており、このこと
がはらむ課題は少数言語・先住民語の振興においても常に浮上してくる。
ペルーでは、ケチュア語の言語計画、正書法や文法書、教材策定をめぐる議論の中で、表記や
借用語の面で他の言語(特にスペイン語)の影響を排した「純粋なる」ケチュア語を志向する動き
として、「純粋主義」とよばれる立場が存在してきた。言語計画を担ったのは、大学の言語学者
や夏季言語研究所（SIL）、ケチュア語アカデミーなど、様々なアクターであるが、議論の中で
は、「ケチュア語の純粋性」に正統性の基軸をおくという点は一致しながらも、何をもって純粋
なケチュア語ととらえるか、その内実、各々が立脚している背景は一様ではない。
例えば、言語学者たち立脚する「純粋な」ケチュア語のモデルが、外国語の影響を受けていな
い、地方周縁部のケチュア語である(Hornberger :1995) 一方、ケチュア語アカデミーの「純粋
主義」は、インカ帝国の時代のケチュア語を志向し、庶民のケチュア語をそれと差異化するもの
だとされている。(Niño-Murcia :1997)
他方、修士課程在学中の 2015 年、2016 年に行ったペルー、クスコ市でのインタビュー調査で
は、言語学者やアカデミー関係者ではない人々からも「純粋なケチュア語」というキーワードが
語られた。ここでの「純粋性」の文脈は、先の文脈と必ずしも一致するものではないだろう。
研究の目的
以上の背景をふまえ、ペルーのケチュア語に関する言語計画の策定や言語学の分野であらわれ
る「ケチュア語純粋主義」、人々の言説の中にあらわれる「純粋なケチュア語」の内実がどのよ
うなものであり、どのように関係しているのかを明らかにすること、そして、スペイン語との混
雑性が忌避され、（理念上でしか存在し得ない）ケチュア語の“純粋性”が志向されている実態
とその背景、そのことが話者にどのように認識され、彼らの言語意識や言語使用にどのように影
響しているのかを明らかにすることを目的とする。
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研究活動計画
① 学習者の言語内多様性の捉え方について
RQ：言語振興に不可欠な「話者数を維持する・増やす」ための場の一つ
であり、（恣意的な）“標準語”・“スタンダード”という概念が表出し
やすいと考えられる語学学校・教室において、言語の枠組み・言語内
多様性が、学習者の視点からはどのように捉えられているのか？
方法：Asociación Peruano Japonesa Cusco（ペルー日系人協会クスコ）
と Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco（国立クス
コ大学）の学生 計 69 名を対象にアンケート調査を実施（済）。
引き続きアンケート結果の分析・必要に応じて追加調査を進めていく。
通年計画

② 「純粋主義」について
RQ：実際に使用されていることばに対し、何らかの理念上の枠組み・輪
郭をもたらすという作業の中で、「純粋性」が志向されるにいたった。
ペルーのケチュア語に関する文脈の中では、
「純粋性」は各々の主張の正統性を確保する際、
あるいは他の意見を批判・否定する際の論拠として使用されたが、その内実は？
方法：ケチュア語に関するもの、その他の言語に関するものについて文献調査。
③ 枠組みをすえる側での「（純粋な）ケチュア語」のとらえられ方
RQ：
「規範」としてのケチュア語、学校で教えるケチュア語はどのようにとらえられているのか？
（借用語、地域的変種の扱いについて）
「純粋な」ということが意識されているのか？
方法：ケチュア語アカデミー他、クスコ市内 2 箇所にある語学学校での教員への半構造化インタ
ビュー、可能であれば授業への参与観察（2018 年 9 月？）
④ 話者の側での「（純粋な）ケチュア語」のとらえられ方
RQ：「純粋なケチュア語」という言説がどういった文脈で現れるのか？
「純粋なケチュア語」とは具体的に何を指して語られているのか？
方法：話者への半構造化インタビュー（WhatsApp インタビューを検討中）
⇒実際には存在しない理念上の「純粋なるケチュア語」が、あたかも存在するかのように感
じ取られる、その背景は何なのか？
参考文献
青木アンヘリカ パロミーノ(2009)，「ケチュア語の社会文化的考察」『奈良史学』(26)、 pp.43-57、奈良大学史学会、
青木芳夫(1999)，「変化の中のケチュア語」，『総合研究所所報』(7), 11-24.
(2002)，「ラテンアメリカにおける先住民言語とアイデンティティ――ペルーを中心に」『奈良大学紀要』(30)、
pp.75-82、奈良大学
砂野幸稔編著(2012),『多言語主義再考―多言語状況の比較研究』，三元社.
寺尾智史(2017)，『言語多様性の継承は可能か』，彩流社.
細川弘明(1982),「言語の交替過程――中央アンデスの事例から」,『季刊人類学』13(1),3-56.
Godenzi, Juan, (2005), En las Redes del Lenguaje: Cognición, Discurso y Sociedad en los Andes, Lima: Centro de
Investigación de la Universidad del Pacífico, Colegio de las Américas, Organización Universitaria
Interamericana.
Hornberger, Nancy (1995), “Five Vowels or Three? Linguistics and Politics in Quechua Language Planning in Peru” in
James W, Tollefson (ed) Power and Inequality in Language Education. New York
Niño-Murcia, Mercedes. (1997), “Linguistic Purism in Cuzco, Peru: A Historical Perspective”, in Language Problems &
Language Planning, 21 (2), 134-161.
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リサーチ・プロポーザル
２０１８年

研究科・専攻
氏

４月

１日

人間科学研究科共生学専攻
仲田幸司

名

研究テーマ

ディアスポラをつなぐ Uchinaaguchi～世界のウチナーンチュコミュニティー
での琉球諸語使用～

【プログラム 4~5 年次における研究活動計画・目的・方法】
〔研究活動の全体計画およびその具体的な目的、研究方法について、わかりやすく明確に記述してください。図表などを用い
てもかまいません。なお、参考文献等がある場合は末尾に列挙してください。本様式の両面 1 枚以内にまとめてください。〕

研究目的
世界中のウチナーンチュディアスポラをつなぐリンガフランカ制定の必要性とコミュニテ
ィーの再建を計り、その意味の考察を行うことで琉球諸語の復興への一助とすること。
研究方法
主な研究方法はアクションリサーチである。2017年9月から2018年３月まで、筆者は南米
ペルーにおけるＡＯＰ（ペルー沖縄県人会）においてウチナーグチの教授活動を行った。そ
の人脈や経験を活かし、オンライン上でのプラットフォーム作り、学習教材作製をする。特
にスペイン語とウチナーグチの語族の違いが顕著であるため、その困難さを克服しやすくす
る教材をつくる。同時に沖縄県とのコラボレーションも増やしていく。
章立て

序章 Why Okinawan Languages Still Matter?
第一章 The process of Language revitalization of Okinawans
第二章 The difficulties of learning Uchinaaguchi, analysis by comparing
the cases in each places (Latino America, Okinawa, Japan, N.America)
第三章 The conflict among each actors, People/ Government/ Scholars
終章 Leave the space of communication about/ in Uchinaaguchi

発表する学会としては国内においては「多言語社会研究会」
（http://tagengo-syakai.sakura.ne.jp/xoops/html/）、「琉球継承言語会」
（https://ryukyuan.wordpress.com）、投稿雑誌は三元社による「ことばと社会」を予定し
ている。海外学会としては２０１７年にオブザーバー参加した International Conference
on Revitalization of Indigenous and Minoritized Languages
（https://icriml.indiana.edu）が２０１９年５月にブラジルのブラジリアで第二回目が開
催される予定なので、そこでの発表を予定している。
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研究の概要
琉球諸語の言語復興に関する議論は２０００年代に入り活発化した。どのように琉球諸語
を次の世代に伝えていくかという視点で、アカデミアに留まらず個々人の活動とその経験か
ら出る知恵が集まってきた。例えば、高齢者の琉球諸語のネイティブスピーカーの中には完
全にボランティアで小学校へ出向き「ウチナーグチ講座」を行う者も多い。行政の取組み（沖
縄県）としては、２００６年の「しまくとぅばの日条例」制定や関連する「しまくとぅばの
日 県民運動」に加えて「しまくとぅば読本」も製作された。しかしながら、その効果はま
だ薄い。（2017年１月１日琉球新報調査）
言語復興のプロセスをはかる上で欠かせないものとして、まず現状の把握があるが、石原
昌英によるものが詳しい。琉球諸語やウチナーグチ、言語・方言関係のイデオロギー性に関
する考察はましこひでのりによるものがある。琉球諸語をどのように表記するかという点で
は小川晋史が編集した「琉球のことばの書き方」があるが、依然として日本語の漢字仮名交
じり表記を使用している。
このように各方面からのアプローチが為されてきたが、南米のウチナーンチュに対するア
ウトリーチが行われているとは言いがたい状況が続いている。それは自らのルーツの言語で
ある「ウチナーグチ」に対する強い繋がりを感じていても、アクセスする機会がこれまでに
ほとんどなかったということだ。
その想いに応えるべく本研究では初級文法が学べるプラットフォーム作りを行い、オンラ
インでの繋がりを強化する。そして同じ教材を使って学ぶことによって”Uchinaaguchi”に
よる言語コミュニケーションを可能にする。その後、各コミュニティー間の交流の活発化を
はかりながら、沖縄県に統一したリンガフランカとしてのUchinaaguchiの製作協力を要請す
る。
参考文献一覧（一部）
石 原 昌 英( 2010 )「 琉 球 語 の 存 続 性 と 危 機 度 ― 逆 行 的 言 語 シ フ ト
は可能か」 ,『東アジアにおける言語復興 ― 中 国 ・ 台 湾 ・ 沖 縄 を
焦点に』 , p 1 1 1 - 1 4 9 , 三元社
グ ギ ・ ワ ・ ジ オ ン ゴ ( 著 ) 宮 本 正 興 ・ 楠 瀬 佳 子 ( 訳 ) ( 2 0 1 0 )『 増
補新版 精 神 の 非 植 民 地 化 』 , 第三書館
言語権研究会 ( 1 9 9 9 ) ,『 こ と ば へ の 権 利 ― 言 語 権 と は な に か 』,
三元社 .
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平成 30 年 3 月 30 日

研究科・専攻
氏

人間科学研究科・人間科学専攻
伊藤

名

研究テーマ

莉央

校区の階層差と教師の協働に関する教育社会学的研究

【プログラム 4~5 年次における研究活動計画・目的・方法】
〔研究活動の全体計画およびその具体的な目的、研究方法について、わかりやすく明確に記述してください。図表などを用い
てもかまいません。なお、参考文献等がある場合は末尾に列挙してください。本様式の両面 1 枚以内にまとめてください。〕

1．研究の背景と研究目的

学校教員の部活動をめぐる多忙化に関して，社会全体で取り上げられるようになってきたことから
もわかるように，教師を取り巻く環境も多きく変化してきている。文部科学省（2015）が「チームと
しての学校の在り方と今後の改善方策について（答申）」をまとめたように，教師の多忙化や専門性
の発揮については，教師だけでなく，各種専門化との連携を行っていくことの重要性が政策的にも述
べられるようになってきた。
教員集団の協働に関しては，学校経営学などの組織論の文脈において理論的に整理されてきた。学
校経営学の文脈では，教育改革などの教育環境の変動が生じた場合においても，安定して成功を収め
た学校と成功を収めなかった学校があることに着目し，教師集団の差異についてその要因が検討され
てきた（例えば Little1982）。Little（1982）が成功した学校の教師どうしの相互作用の次元を 8 つ
に整理したように，欧米の研究の成功を収めている学校は，生徒の学習達成について焦点化されてお
り，よりよい授業づくりや教材開発に向けた教師の協働に関する要素の抽出が目指されてきた。
今津（2000, p. 303）は，
「学校の協働文化は教師文化の中心に現れている」と，教師の協働が文化
的に自然なかたちであらわれてくることを強調する。そして Hargreaves（1994）は，従来の成功的
な学校の教師集団の要素をさぐるという，教員の協働についての内容面ではなく，形態面に注目し，
教師の協働の文化についての 4 分類を提示した。このような流れは，Hargreaves（1992, p. 218）の，
「教員文化は分類され説明される以上に記述され，リスト化されたために，全体としてのティーチン
グコミュニティの相互関係や文化を創り維持する要因は不明確なままである」という問題関心による
ものである。教員の協働に関しても「リスト化」する段階から，なぜどのようにそうした協働の形態
が生じるのかその要因を質的に明らかにすることが求められているのである。
こうしたなかで，近年日本でも教師同士の協働に関する形態の違いがどのように生じるのか，検討
する上で重要となる視点が提示されている。それが校区の階層差である。例えば伊佐（2010）は，校
区の階層差が教師の「現場の教授学」形成し，学校のコンサマトリー化の進行の度合いに差異が生じ
ることを提示した。また志水（2009）では，「しんどい生徒」に手厚い支援を行っていこうとする，
社会経済的に厳しい校区を有する学校の教員集団の協働する姿がエスノグラフィックに描かれた。こ
れら先行研究から，校区の社会経済的背景，階層差が教師集団の関係性になんらかの影響を与えてい
ることは明らかである。そこで本研究では，校区の階層差が教師の協働に与える影響に関して，理論
的に整理し，その協働の差異が生じる要因について質的に明らかにすることを目的とする。
2．研究方法
本研究では，校区の社会経済的背景が異なる，2 つの公立中学校におけるフィールドワークと，教
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員へのインタビュー調査から得られたデータを用いて分析をすすめる予定である。1 つは，2015 年度
より継続してフィールド調査を行っている A 校である。A 校は校区に旧同和地区を有しており，就学
援助率の割合が約半数であるなど，比較的社会経済的に厳しい家庭の生徒が多く在籍している。また
ニューカマー生徒や地区出身の生徒も少数ながら在籍している。続く B 校には，現時点でフィールド
ワークを行えていないが，管理職がこれまで関わりのあった校長であるため，調査研究に対する理解
があることから，フィールドワークを行える見込みは十分にあると考えている。B 校は A 校と学校規
模は同じぐらいであるが，就学援助率が平均的であり，貧困層の家庭は少ない。しかし小数ではある
ものの，ニューカマー生徒や児童養護施設から通う生徒も在籍している。このように校区の背景が対
照的な A 校と B 校で調査を行うことは適当である。
Schein（1985）は，文化を，人工物（建物やオフィスレイアウト，服装，言葉など），価値（一定
の行動様式を直接支える信念，価値，規範など），仮定（成員の感受・思考・判断の仕方を枠づけ，
あらためて議論されることのないような基本的諸前提）という 3 つの次元から理解しようとした。つ
まり対象校における教師集団の関係性の違いについて，これら文化の視点から検討を行う。そして，
Hargreaves（2003）によって提出されている教師の協働の類型を参照しつつ，対象校の教師集団の
協働の類型について，なぜそうした教師同士の関係性が形成されるのか，教育社会学的視点から分析
を行う。
具体的には，教員文化論の先行研究にならい，図 1 の枠組みにそって検討をすすめる。つまり，
（1）
学校のおかれている社会的文脈，つまり学校制度や地域の状況が影響を与え，
（2）管理職が打ち出す
運営方針や学校の伝統的な実践が関係し，
（3）生徒との関わり，
（4）その背景にある保護者との関わ
り，などが相互に関係し合うことで教師集団の関係性，協働の文化が形成されると考えられるのであ
る。これらの視点から，対象校の教師集団の類型について，なぜそうした差異が生じるのか質的に明
らかにする。

参考文献
Hargreaves, A, 1992, “Culture of Teaching: A Focus for Change”. Hargreaves, A.and Michael, G. ed. , Understanding Teacher Development,
New York: CASSELL, pp. 216-240.
――――, 1994, “Changing Teachers, Changing Times”, CASSELL.
――――, 2003, “Teaching in the Knowledge Society” Open University Pres.
今津孝次郎, 2000, 「学校の協働文化」藤田英典・志水宏吉編『変動社会のなかの教育・知識・権力』新曜社, pp. 300-321.
伊佐夏実, 2010, 「公立中学校における『現場の教授学』」『教育社会学研究』第 86 集, pp. 179-199.
Little, J. W., 1982, “Norms of Collegiality and Experimentation”, American Educational Research Journal, 19(3), 325-340.

Schein, E. H. 1980，” Organizational Psychology”Prentice-Hall. 松井賚夫訳, 1981, 『組織心理学』岩波書店。
志水宏吉, 2010, 『「力のある学校」の探求』大阪大学出版会。
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年
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日

人間科学研究科・人間科学専攻
数実 浩佑

名

研究テーマ

学力の階層差に関する共生学的研究

【プログラム 4~5 年次における研究活動計画・目的・方法】
〔研究活動の全体計画およびその具体的な目的、研究方法について、わかりやすく明確に記述してください。図表などを用い
てもかまいません。なお、参考文献等がある場合は末尾に列挙してください。本様式の両面 1 枚以内にまとめてください。〕

1．研究の目的と方法
本研究の目的は，義務教育における学力の階層差に関する分析および考察を通して，低学力の
子どもが抱える困難を解決するための方途を探ることにある。それによって「知的能力に基づく
差別」（中島 2015）という問題の解決に向けて一定の示唆を与えることを目指す。
本研究のアプローチは次の 3 つに分けられる。第 1 に，児童の学力や学習意欲の変化に関する
実態把握を行ったうえで，なぜ学力格差が生じるかについて計量分析を通して検討していく（共
生のサイエンス）。第 2 に，学校現場のエスノグラフィーを描くことを通して，学力格差を解消
するための実践的方法を検討する（共生のアート）。第 3 に，現在の学校教育の理念を支える能
力主義について規範的な理論分析をもとに批判的検討を加える（共生のフィロソフィー）。
※かっこ内の用語は河森ほか（2017）による。共生とは何かを追求する「共生のフィロソフィー」，共生に向け
て社会の現実を理解する「共生のサイエンス」，共生を実現するための手立てを考える「共生のアート」という 3
つの側面から学力格差について分析を進めていく。

2．論文の章構成と研究計画

はじめに

学力格差の縮小は共生社会につながり得るか

「『格差は望ましくない』という平等主義的な前提が，すべての人の議論の出発点として共有
されているわけではない」（広田 2007）ことをふまえると，なぜ学力の「格差」が問題なのか
に関する考察を本稿の出発点とする必要がある。そこでまず「学力格差の縮小は共生社会につな
がり得るか」という問いを設定し，政治哲学における平等論・能力論を援用しながら，学力格差
研究が「誰と誰の共生」を考えることにつながるかを整理する。それによって，本稿の学力研究
を共生学的研究の文脈に位置づけたうえで，本稿の射程と限界を示す。
第1部

学力研究における共生のサイエンス

第 1 部では，学力格差の実態およびその生成メカニズムについて計量分析をもとに明らかにし
ていく。学力格差の構造やその生成メカニズムは複雑であり，依然として多くの課題が残ってい
る（川口 2011）。そこで最も重要な課題となっているのが，これまでの学力調査のほとんどが 1
時点で行われており，学力や学習に対する態度が学年の進行にともなってどのように変化してい
くかが十分に明らかとなっていない点である。そこで本研究では，学力のパネル調査のデータを
用いて，児童の学力および学習状況の変化について分析していく。
＜1 章 学力および学習意欲の変化のパターンに関する検討＞
1 章では，学力と学習意欲の階層差についての実態を把握する。その際，1 時点における階層
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差を見るのではなく，パネルデータを用いて，学力および学習意欲の階層差を経年変化の視点を
含めて分析する。具体的には，学力および学習意欲の変化のパターン（上昇グループ，下降グル
ープ，維持グループはそれぞれどの程度いるか）を分析し，それが子どもの出身階層にどの程度
規定されるかについて検討する。
＜2 章 学力格差の維持・拡大メカニズムに関する検討＞
2 章では，「なぜ学力の階層差は維持・拡大するのか」という問いを設定し，学力の形成過程
における不平等について，パネルデータを用いた計量分析を通して検討していく。その際，学力
と学習態度の因果の方向に着目して分析を進めていく。
第2部

学力研究における共生のアート

公立中学校でのフィールド調査で得られたデータを用いて，学力格差が生じる原因およびそれ
を縮小するために学校ができる実践について検討していく。この調査では，生徒が入学したとき
から卒業するまでの 3 年間を追跡調査しているため，学力格差が広がるプロセスや学力向上を阻
む要因，学力向上に有効な取り組みなど，経年変化の視点を含めたうえで分析することが可能と
なる。また，第 1 部の量的アプローチと異なり，数値データには表れない子どもの性格や子ども
を取り巻く環境（人間関係や授業形態）を含めたうえで考察することができる。
＜3 章 学校現場のエスノグラフィー＞
3 章では，学力格差の縮小に向けて，学校には何ができるかという問いを検証する前段階とし
て，長期の参与観察を通して得られたフィールドデータをもとに，学校現場のエスノグラフィー
を描く。それを通して，学力格差の実態およびその生成メカニズムについて，質的分析のアプロ
ーチから検討していく。
＜4 章 「個に応じた学習」が学力格差に与える影響＞
学力保証を達成するための取り組みとして，「個に応じた学習」に着目し，質的データを分析
していく。具体的には，習熟度別授業や「個別プリント」といった，特定の生徒に焦点を当てた
学校の取り組みのメリットとデメリットについて考察していく。
第3部

学力研究における共生のフィロソフィー

＜5 章 規範的分析による学力格差と能力主義に関する考察＞
学力に対する環境要因の影響を排除するという目標に向けたアプローチは，努力や能力の不足
によって学力を得られなかった子どもに支援が届かないという限界が残る。そこで 5 章では，能
力差を理由に正当化される不平等をいかにして克服するかという問いについて規範論的アプロ
ーチから考察を加える。それによって能力主義社会の限界と展望を述べる。
おわりに

「能力のあるもの」と「能力のないもの」の共生

3．進捗状況と今後の研究計画
・ 1 章は論文にまとめ，『教育学研究』に投稿中。
・ 2 章は論文にまとめ，『教育社会学研究』第 101 号に掲載。
・ 第 2 部のフィールド調査は終了。今年度に必要に応じて教師へのインタビューを行う。
・ 3 章は共同研究の報告書にまとめた内容を加筆修正していく。
・ 4 章と 5 章は，先行研究をまとめつつ，今年度に論文を書き上げる。
4．参考文献
広田照幸, 2007,「教育社会学はいかに格差―不平等と闘えるのか？」『教育社会学研究』第 80 集,
pp.7-22.
川口俊明, 2011,「日本の学力研究の現状と課題」『日本労働研究雑誌』No.614, pp.6-15.
河森正人・栗本英世・志水宏吉, 2017,「共生学は何をめざすか」
『共生学ジャーナル』第 1 号, pp.1-12.
中島義道, 2015,『差別感情の哲学』講談社学術文庫。
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医学系研究科・医学専攻
査
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30 年

凌

尼崎市における石綿（アスベスト）による健康影響（中皮腫）にかかるコホー
ト内症例対照研究

【プログラム 4~5 年次における研究活動計画・目的・方法】
〔研究活動の全体計画およびその具体的な目的、研究方法について、わかりやすく明確に記述してください。図表などを用い
てもかまいません。なお、参考文献等がある場合は末尾に列挙してください。本様式の両面 1 枚以内にまとめてください。〕

【背景】平成 17 年 6 月に、尼崎市内において、石綿取り扱い工場周辺の一般住民に石綿を
原因とする中皮腫の発症が多いことが明らかとなった。これまで、尼崎市では、中皮腫の方
のご遺族へご協力をお願いして、調査を継続して行ってきた。しかし、石綿ばく露と中皮腫
の発症との関係を科学的に明らかにするためには、引き続き調査を行う必要があり、中皮腫
の方だけでなく、それ以外の方についても、これまでの石綿ばく露の状況をお伺いして比較
することが必要である。
【目的】尼崎市における一般環境由来の石綿曝露と中皮腫死亡との関連をコホート内症例対
照研究の手法を用いて検討する。
【方法】2002(H14)年における尼崎市居住者のうち、1975 年（S50）以前に尼崎市民となり継
続して市内に居住していた人を住民基本台帳に基づいて固定して、コホート対象者名簿を作
成する。コホート対象者内における中皮腫死亡例（症例）を同定し、2002〜2015 年までの間
に亡くなれた症例の遺族へ聞き取り調査を実施した中皮腫死亡例を確定する。中皮腫死亡例
の死亡時点で生存が確認される、性、年齢（生年月）でマッチングを行った対照者を、中皮
腫死亡例１例につき３例の割合で設定し、その家族・遺族への接触同意が得られた対象者（対
照者の家族・遺族）に対して聞き取り調査を実施する。症例と対照との間で、クロシドライ
トの市内発生源として最大規模であったクボタ旧石綿工場所在地と対象者の尼崎市内居住
地との距離や居住期間等を比較することにより、一般環境由来石綿曝露と中皮腫死亡との関
連を検討する（コホート内症例対照研究）。
【解析】尼崎市内居住歴に基づいた一般環境由来の石綿曝露状況（居住地、居住期間など）
を症例・対照間で比較することにより、同曝露状況別の中皮腫死亡オッズ比を推定する。マ
ッチドセットの解析として conditional logistic regression analysis を予定する。また、
職歴由来曝露のある症例対照を除外して解析するなど、影響を考慮した解析を行う。
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【意義】尼崎市（2010 年国勢調査人口 45 万人、全国の 0.35%）においては 2002-2010 年の
9 年間で年平均 22 例（男 15 例、女 7 例）の中皮腫死亡が観察されており、これは同期間
の全国年平均 1023 例（男 809 例、女 214 例）の 2.2%（男 1.9%、女 3.2%）に相当する。職
業性曝露による中皮腫を含む数値ではあるが、地域レベルとしては、世界的にみても稀にみ
る高頻度の中皮腫発生が観察されており、この地域における石綿曝露状況には特殊な事情が
あったことが強く示唆される。このような不幸な事象について、後世に対してリスク評価に
つながる記録を可能な限り正確に残すことが重要である。こうした調査は、旧石綿工場周辺
における中皮腫過剰発生が終息するまで継続することが必要であり、今回の調査により、そ
の基盤を構築することができる。
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日本における定住難民の権利と法的地位に関する考察

【プログラム 4~5 年次における研究活動計画・目的・方法】
〔研究活動の全体計画およびその具体的な目的、研究方法について、わかりやすく明確に記述してください。図表などを用い
てもかまいません。なお、参考文献等がある場合は末尾に列挙してください。本様式の両面 1 枚以内にまとめてください。〕

1.

研究の背景
修士論文では、日本に定住する難民の海外渡航の自由の保障状況の検討を国際人権法の観点か
ら行った。本研究の意義は、定住難民の難民性に配慮しながら、これまで検討なされてこなかっ
た海外渡航の自由についての検討を行った点にある。以下、本計画書で用いる難民性とは、国籍
国からの保護の欠如または国籍国からの保護を望まないこと、また国籍国との関係性を持つこと
で生命、身体に脅威が及ぶことを意味し、国籍国からの保護が期待できる通常の外国人と難民の
最大にして最重要な差異がここにあると考える。修士論文においては、条約難民、インドシナ難
民、第三国定住難民を以上のような難民性を持つ者として捉え、「定住難民」と定義した。
以上から、外国人の類型化に基づく在留外国人の権利の検討の必要性が、海外渡航の自由の保
障の現状から明らかになった。日本において正式に難民認定を受けてはいないが、難民性を持つ
者に対して、条約難民に準ずる地位を認め、国籍国からの保護が受けられる一般の在留外国人と
は異なったレベルの権利保障を定住難民に対して行うことが求められると考えられる。
2.

目的と意義
日本には、難民認定法は存在するが、認定後の難民等への保護法に相当する法は存在しない。
そのため、その基盤となるような検討を行うことを博士後期課程における研究目的とする。
博士論文において検討している定住難民の権利と法的地位に関する体系的な研究は、これまで
のところなされておらず、そこに本研究の意義があると言える。また、上記に示した問題は、す
べて国籍と密接に関わるため、特に定住難民に関して問題となり、一般の在留外国人の人権論と
は明確に区別し、慎重に取り扱われるべき重要な問題である。
3.

先行研究
条約難民以外の定住難民の法的地位に関して、現在まで、条約難民に準ずる地位とは、どのよ
うな権利が保障される地位であるのか詳細な検討はなされていない。現状では、インドシナ難民
や第三国定住難民が、条約難民と比較し、法的に不安定な地位にあるという指摘に留まっている。
次に、無国籍に関する研究については、日本が無国籍者の地位に関する条約及び無国籍の削減
に関する条約（以下、無国籍条約）を批准していないこと、また日本において無国籍問題が十分
に認識されていない点が従来の無国籍に関する研究の主な論点である。そのため、難民を両親に
持つ子どもの国籍取得の権利に関しては、無国籍条約以外の国際人権条約を踏まえた包括的検討
はなされていないと思われる。また、在留カードに実効性は無いにも関わらず、事実上の国籍が
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記載されていることもあり、本来は両親が無国籍であるために国籍を付与されるべき子どもに対
しても、国籍の付与が行われず、無国籍が引き継がれているのが現状である。
さらに、家族の呼び寄せについては、外国人労働者等に対する家族呼び寄せの権利とそれに関
する入管法上の問題についての研究が数は少ないが存在する。しかし、定住難民に対する家族呼
び寄せの権利についての研究は未だ十分になされていない。
4.

研究計画
文献調査に加え、上記に挙げた問題点をより明確に把握するため、インドシナ難民や第三国定
住難民を対象として、永住権の取得や帰化に関する問題点について聞き取り調査を実施し、問題
点を整理する（インドシナ難民を両親に持つ２世を対象に、１名のみではあるが、すでに簡単な
聞き取り調査を実施済み）。家族の呼び寄せや子どもの国籍についても同様に、条約難民を対象
にして聞き取り調査を行う予定である。これらの権利について日本において難民が法廷で争った
ケースは見当たらないため、文献調査を中心にしつつ、聞き取り調査により具体的事例を補完し
たいと考えている。修士論文で検討した海外渡航の自由についても、再入国許可書による渡航に
より生じた問題についての事例の蓄積がなされていなかったことから、具体的事例に言及するこ
とが難しかったため、博士論文においては、この点を聞き取り調査で補いたい。
さらに、法的分析としては、国籍と関わる様々な権利について、これらについて規定する国内
法（憲法、出入国管理及び難民認定法、国籍法等）を国際人権法上（具体的には、市民的及び政
治的権利に関する国際規約、難民の地位に関する条約、児童の権利に関する条約等）の観点から
検討する。また、子どもの国籍関する問題については、無国籍に関するガイドライン第４号も参
考にする。当該ガイドラインにおいて、難民から生まれた特別な立場の子どもに対する国籍付与
についての配慮が盛り込まれており、難民の子どもに対する国籍の付与の問題は、国際社会にお
いても重要視されていることは明白である。
すなわち、博士論文においては、これまで「在留外国人」として外国人が一律に扱われてきた
点に、難民の権利保障が進まない一因があると仮定し、国籍国との関係性に注目することで、
「定
住難民」を一般の在留外国人とは根本から異なる状況にある人々と捉え、検討することを試みた
い。本来ならば国籍に基づき国籍国から保障される様々な権利の検討を通じて、国内における定
住難民の権利と法的地位の在り方について考察する。
5.

参考文献
James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law, (Cambridge University Press,
2005)
芦部信喜『憲法学Ⅱ 人権総論』（有斐閣、1994 年）
阿部浩己「無国籍の情景－国際法の視座、日本の課題」UNHCR 駐日事務所、2010 年
大沼保昭「「外国人の人権」論再構成の試み」『法協百年論集２巻』（有斐閣、1983 年）361
－417 頁
小田川綾音「国籍・無国籍認定の現状と課題－改正入管法を踏まえて」『移民政策研究』第
５号、2013 年、30 頁。
川島慶雄「政治難民と出入国管理法案」『ジュリスト』No.483、1971 年、39 頁
小高剛「出入国管理における法務大臣の裁量権の問題点」
『ジュリスト』No.483、1971 年、
31 頁
近藤敦「移民国家」化と家族呼び寄せの権利：グローバル時代における入管行政」『産業経
営研究所報』36 巻、2004 年、103－118 頁
島田征夫「入管法制の歴史的経緯と概要」『ジュリスト』No.877、1987 年、30 頁
Guidelines on statelessness No.4: Ensuring Every Child’s Right to Acquire a Nationality
through Article 1-4 of the 1961 convention on the Reduction of Statelessness,
HCR/GS/12/04, 21 December 2012, pp.6-7.
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Intercultural Communication Conflicts Management
in Chinese Multinational Companies
研究テーマ
中国系多国籍企業における異文化間コミュニケーション摩擦のマネジメント
【プログラム 4~5 年次における研究活動計画・目的・方法】
〔研究活動の全体計画およびその具体的な目的、研究方法について、わかりやすく明確に記述してください。図表などを用い
てもかまいません。なお、参考文献等がある場合は末尾に列挙してください。本様式の両面 1 枚以内にまとめてください。〕

1.Background
With the development of economic globalization , people with diverse cultural backgrounds are working
side by side in many countries, creating a workplace that is multicultural (Iris, Linda,2010) .
As the fastest growing economy in the world , Chinese companies are expanding overseas very fast and
has become the second largest home economy of the foreign direct investments worldwide (figure 1 and
2) in the year of 2016.
Figure 1 China's Outward Foreign Direct Investments

Source：2016 Statistical Bulletin of China's

Figure 2 FDI Outflows, Top 10 Home Economies, 2016

Source: ©UNCTAD, FDI/MNE database

Outward Foreign Direct Investment by the
Ministry of Commerce

However, cultural conflicts are reported as the most significant problems that Chinese companies are
facing (Wang,2017). Since the outcomes of conflict management in multinational organizations
can ‘‘have an impact on the survival of the organization’’ (Boonsathorn,2007,p.204), it is
imperative to study conflict management in the context of multinational organizations.
2.Research question and Research method
2.1 Research Question:
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This study aims to examine how Chinese and Non-Chinese employees of Chinese multinational
organizations deal with cultural communication conflicts between them. So the research question
is that how do the intercultural communication conflicts happen in Chinese companies and how
to solve them?
2.2 Definition :
Intercultural communication: The interaction between people from two or more cultures
(Iris, Linda,2010:28).
Intercultural communication conflicts: Failures of communication when one participant from different
culture does not act as another’s expectation.
2.3 Method: Organizational ethnography (OE)
·Including observation, semi-structured interviewing, and document analysis
・Participants : Chinese and Non-Chinese employees who worked in a multinational
organization and had experience communicating with their intercultural counterpart.
・Research period: July,2018 -March,2019
2.4 Study framework：
To category the conflicts, rather than Hofsted’s(2005)
(2002,2003,2016) Acton-oriented model will be used in this paper.
Value-oriented
(Hofstde,1980,1983;Hofstede,G.&Hofst
de,GJ.,2005)
・power distance index
・individualism index
・masculinity index
・uncertainty avoidance index
・long-term orientation index

Value-oriented

model,

Nishida’s

Action-oriented
(西田,2002,2003,2016)
・Cognitive Conflicts
・Emotional Conflicts

To analyze the way participants deal with the conflicts, Rahim and Bonoma (1979) defined five
conflict management styles ( integrating, dominating, obliging, avoiding, and compromising) will be used.

Reference (partially)
Boonsathorn, W. (2007), Understanding conflict management styles of Thais and Americans in
multinational corporations in Thailand, International Journal of Conflict Management,
Vol. 18 No. 3, pp. 196-221.
Wang Shou. (2017) Your next boss is Chinese :how European employees perceive organizational cultures
in Chinese multinational companies. Dissertations in Education, Humanities, and Theology., no 105,
University of Eastern Finland
D. S. Landes. (1998).The Wealth and Poverty of Nations.New York: W.W. Norton
Iris Varner , Linda Beamer（2010）Intercultural Communication in the Global Workplace 5th, McGraw
Hill Higher Education
Hofstde,G.(1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills,
CA: Sage
Hofstede,G.&Hofstde,GJ.,(2005). Cultures and organizations: Software of the mind. Revised and
expanded 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
Rahim, M.A. and Bonoma, T.V. (1979), ‘‘Managing organizational conflict: a model for diagnosis
and intervention’’, Psychological Report, Vol. 44, pp. 1323-44.
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6.6. プログラム修了最終試験
プログラム履修生は、プログラムの履修年限満了年度（5 年制コースはプログラム 5
年次、4 年制コースはプログラム 4 年次）にプログラム修了最終試験を受験し、合格す
るとコースワークの修了が認定される。平成 29 年度、本プログラムで初めてプログラ
ム修了最終試験が実施された。平成 29 年度プログラム修了最終試験における選抜プロ
セスは、以下の通りである。
・プレゼンテーション審査

プログラム修了最終報告書提出：

平成 30 年 2 月 5 日（月）
・プレゼンテーション審査資料提出：平成 30 年 2 月 19 日（月）
・プレゼンテーション審査：平成 30 年 2 月 20 日（火）
・コースワーク等修了認定審査

合格発表：平成 30 年 2 月 26 日（月）

・修了式：平成 30 年 3 月 24 日（土）
プレゼンテーション審査の事前提出資料として、「プログラム修了最終報告書」（A4
所定書式 5 枚）を 2 月 5 日、プレゼンテーション用資料（パワーポイント）を 2 月 19
日にそれぞれ受理した。QE 受験資格者は、履修 1 期生（平成 25 年度入学者、5 年制コ
ース）4 名と、履修 2 期生（平成 26 年度入学者、4 年制コース）1 名の計 5 名であった。
プレゼンテーション審査は、2 月 20 日に本学豊中キャンパス・文理融合型研究棟 7
階共通講義室 3, 4 にて、プレゼンテーション審査委員（5 名）および陪席者 6 名が列席
する中、実施された。審査に先立ち、本プログラムの運営統括委員、プログラム専任教
員から選出された 5 名が「プログラム修了最終報告書」について所見を提出した。プレ
ゼンテーション審査関連資料として、「プログラム修了最終報告書」と「プレゼンテー
ション用資料」を次ページより示す。
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未来共生イノベーター博士課程プログラム

プログラム修了最終報告書
平成

研究科・専攻
氏

名

30 年

02 月

04 日

法学研究科・法学政治学専攻
藪中

孝太朗

実態調査を踏まえた会社区分問題の再検討
博士論文題目

1.

‐アントレプレナーの行動原理と規制のあり方‐

博士論文の内容

会社区分問題は、株式会社に適用されるべき複雑厳重な規制を貫徹する措置が講じられ
なかったことにより、多くの小規模企業が株式会社形態を選択するという我が国固有の現
象により生じ得る、尊法精神の麻痺、企業秩序の乱れ、取引の安全が脅かされる等の諸課
題を中心に、戦後から 1990 年代まで、会社法制の重要な論点の一つとして議論されてき
た ⅰ 。しかしながら、このような議論は、近年、減少の一途をたどっている。それは、上
記課題が解決に向かっていることに起因するのではなく、バブル崩壊、経済のグローバル
化を背景とした国際競争、ＩＴの進展等、社会情勢の急速な変化に対応する為、政策の方
向が、企業の収益力向上、行動の自由度を高める為の規制緩和、起業促進に、大きく転換
したことに起因する。とりわけ、2006 年会社法改正においては、上述した会社区分問題
の解決に向け導入された最低資本金規制が廃止されるなど、規制緩和の方向性を決定づけ
る改正が数多くなされた ⅱ。
しかしながら、本質的課題に関する議論をなおざりにし、ある種のトレンドに呼応する
形で行われるこれら改正が、真に我が国の経済発展に資するかについては疑問の余地が残
る。その規制が有する伝統的・学術的な意義よりも経済実態を重視し、当該規制の緩和、
撤廃を判断するとことに関する是非はともかくとしても、我が国においては、経済実態を
重視し規制の有無を判断できるほどの実証研究がなされてこなかったことには留意する
必要があるのではないだろうか。実際、個々の改正を見れば、多様な解釈が可能な少数の
データ及び諸外国の調査・研究のみを基に議論が展開されることも多く、改正の根拠とな
る事実そのものが疑わしいことも少なくない。
そこで、博士論文においては、会社法上の規制の有無が経済実態にどのような影響を及
ぼすのかについて、アントレプレナーの行動原理に関する考察を中心に、実証分析・実態
調査を踏まえた検討を試みる。
具体的には、政府統計（会社設立登記件数、雇用保険新規加入事務所件数）を利用し、
最低資本金制度導入・廃止に起因する、起業件数の推移や資本金額、会社形態の変動と共
に、士業インタビューや起業家へのアンケート調査に基づいたアントレプレナーの行動原
理の分析を通じた、会社区分に関する考察・提言を予定している。
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本論文は大きく、四つのセクションからなる。一つ目のセクションでは、会社区分、債
権者保護（有限責任の対価）、資本制度といった、複数の文脈が複雑に絡みあう、中小企
業の設立・運営に影響を与え得る諸規制（最低資本金規制等）の意義を整理し、各規制に
期待される機能と危惧される弊害を抽出する。ここでの議論を前提に、二つ目のセクショ
ンでは、複数の政府統計を利用し、規制の導入・廃止前後の変化を分析し、各規制の影響
に関する幾つかの仮説を提示する。三つ目のセクションでは、現実の企業活動に関与する
士業や起業家に対するインタビュー・アンケート形式での調査を踏まえ、仮説の真偽を検
討すると共に、統計データに反映され難い起業家の行動原理（動機）に関する考察を試み
る。四つ目のセクションでは、第二、第三セクションで得られた知見を基に、従来の議論
の欠陥を指摘すると共に、各規制の機能・弊害を再定義し、会社区分立法に関する提言を
試みる。
現時点では、一つ目、二つ目のセクションを 60 頁程度にまとめた記述的論文を投稿中
である。本稿では、最低資本金規制の議論を中心に、従来の議論で暗黙の前提とされてい
た幾つかの事実（最低資本金規制が起業を妨げる等）に対して、政府統計を利用した分析
により反証データを示すと共に、観察されたデータの推移から導き得る新たな仮説を幾つ
か提示している。加えて、来年度は、中小企業の設立から運営までを長期的にサポートす
る税理士に対するインタビュー調査を基に、資本金別、企業形態別の質問票を作成し、起
業家に対するアンケート調査を実施する予定である。

ⅰ

もっとも、大小会社区分という問題は、論理的には昭和 13 年に有限会社法が定められ

たときからすでに発生していたことが指摘されている。竹内昭夫「最低資本金制度および
大小会社の区分」私法 39 号 107 頁（1977 年）107 頁。「28 年春の経団連の商法改正意見
にも株式会社に最低資本金を設けることが株式会社法整備の前提である旨が述べられ」て
いる。大谷邦夫「株式会社の最低資本金制度」財政経済弘報 484 号（1955 年）
ⅱ

立法担当者の一人であった郡谷氏は「会社法制の現代化に際して緩和された規制の多
くは、従来の改正において現実に企業活動に関与しない官僚や学者などが、実務における
実際の企業活動を考慮せずに、机上の議論のみで考え出した制度であり、こうした制度を
継続することがわが国の企業活動や経済発展に資するものとなるとは到底考えられない」
「その規制が有する伝統的・学術的な意義よりも、当該規制によって生ずるメリット・デ
メリットを経済実態をも踏まえて検証することを重視し、その上で規制の撤廃・緩和を行
っている」との見解を示している。郡谷大輔「会社法の制定の背景とその改正内容につい
て」商業資料 80 号 8 頁（2009 年）
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2.

多文化コンピテンシーと博士論文の関連

博士論文の研究テーマ並びに、後述する事業に関する研究が、本プログラムでの学びに
深く関係していることは間違いない。しかしながら、それらが 6 つのリテラシーからなる
多文化コンピテンシーによって関連づけられるものかと問われると、そうではないと答え
ざるを得ない。
私は、研究者志望ではない学生として、自身の事業運営・新規事業の立上げを目的とし
た活動と、法学研究科、及び未来共生プログラムでの研究・活動をこの 5 年間並行して行
ってきた。これは、一見すると「実践」と「学び」という二足のわらじを履いているだけ
のように思われるかもしれないが、実際の活動は、求められる資質、文化等が、微妙に異
なる 4 つの分野にまたがっており、この 5 年間は、それらを無理やり統合し、研究・活動
を進めてきたと表現するのが正しいのではないかと私は考えている。もちろん、当初は、
全ての分野で求められる資質を修得し、望まれる活動を行う予定であったが、量・質共に
一人の人間が 5 年間でこなせるような内容ではなかった為、私はこのようなスタイルを
早々に断念している。
通常、このような挫折の後に考えられる選択は、活動分野を絞り、その分野での王道を
歩む（その分野で必要とされる資質を備え、その分野で期待される成果を残す）ことであ
ると思われるが、私はそのような選択をしていない。それは、王道で勝ち抜くだけの才能
（資質）が自身にはないことを自覚しているからだ。私は、どのような価値にも依存せず、
自身の強みを活かし得る分野を徹底した取捨選択のもとに創り出すことで、生きながらえ
てきたと考えている。それは今現在も変わっていない。法学分野の知識、未来共生での経
験から得られる資質、事業活動の中で見えてくる課題、それら一つ一つのありきたりな（そ
の分野に精通する人であれば誰もが有しているような）能力や気づきを上手く組み合わ
せ、新しい視点からの研究・事業を見出すことに、ここ数年は何よりも力を注いできた。
もちろん、このような生き方が正しいのかは私にもわからない。ただ、私が社会的に有用
な何かを生み出せるとすれば、それはこのようなスタイルに起因するものだと私は考えて
いる。
このようなスタイルにおいて、最も重要な点となる取捨選択については、私なりの基準
が存在する。一つは、人気のある（多くの人が得意とする）ものは捨て、逆に人気のない
（多くの人が苦手とする）ものは選ぶ、というもの。もう一つは、今、必要としないもの
は捨て、今、必要であればどのようなものでも選ぶというものだ。このような基準で私が
選択したのが、多文化コンピテンシーの中では、調査・フィールド・政策の各リテラシー
であり、その資質を活かした研究が上述の博士論文の研究、及び後述する事業活動に関す
る研究である。より具体的には、実定法分野（特に会社法分野）の研究ではマイナーで、
多くの学生が苦手意識を持つ、実証研究や実態調査を含む研究に照準を絞り、自身の活動
に直結し、且つ実態調査を得意とする社会科学系からの関心が低い法分野（会社法・著作
権法）を対象とした研究を私は選択した。
このような選択は、捨てたもの（グローバルリテラシーや多言語リテラシー、法学分野
で言えば比較法研究）の重要性から、安易な選択であると思われるかもしれないが、個人
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的には、非常に困難な選択であったと感じている。聞きなれない「フィールド」という言
葉に、法学研究科では必修どころか開講すらされない年もある「調査法（実証分析）」の
授業、初めて学ぶ「著作権法」の知識に、法解釈学からの離脱、何よりも人気がない分野
故の先行研究の乏しさには大いに苦しめられた。
このような状況の中で、本プログラムで養われる上述の資質が、当該研究に寄与したこ
とは間違いない。しかしながら、それよりも重要なことを私は本プログラムから学んだと
感じている。研究者志望ではない私が、研究を継続できたのも、これらの研究を完結させ
たいと考えているのも、本プログラムの活動を通し、研究の重要性やおもしろさを体感で
きたからだと私は考えている。
とりわけ、一年目に履修した「未来共生の哲学と諸課題」は、様々な分野の学生との議
論を通じ、学問（研究）の面白さ、多文化共生問題の難しさを改めて確認する契機となり、
5 年間の研究の大きな活力となった。加えて、プラティカルワークでは、大学院生という
身分で様々な現場に出向いたことで、研究やプロジェクトが実際の社会でも必要とされて
いる（現場の人たちに直接寄与している）ことを垣間見ることができ、学術的な探求の重
要性や可能性を深く感じることができた。また、当該プログラムで開講されてきた「未来
共生調査法」や「未来共生社会論」など座学での学習は、実定法分野の研究という私の凝
り固まった視点を変え、結果的に一般的な法学研究とは異なる研究スタイルに至るきっか
けとなった。
以上のような本プログラムでの学びは、多文化コンピテンシー（各リテラシー）を通じ
てというよりは、より本質的な部分で私の研究・活動に大きな影響を与えてきたと私は考
えている。
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3.

今後の課題と展望

私は、来年度、自身の研究に関連する新規事業の立上げを計画している。
当該事業に関する学術的な意味での問題、関心は未来共生ジャーナルに投稿させて頂い
た研究ノートに概ね記載した通りであるが、私は本課題に対し、研究としての考察のみで
なく、解決に向けた事業の立上げをも見据え、調査・研究を行うことを予定している。
具体的には、強力な独占権に基づく創作へのインセティブといった著作権法の基本的な
思想に馴染み難い教育という領域において、従来から存在していただろう課題（教育機会
の補償、著作物の円滑な利用の難しさ等）を解決する為に、コモンズの思想に基づいた著
作物（教育資源）の共有地（知）の創出を、私は起業という手段を用いて実現させるつも
りである。
事業の詳細な内容については準備段階の為、割愛させて頂くが、本事業に関連して、来
年度は、二つの調査とそれに基づく二本の論稿の執筆を予定している。一つは、研究ノー
トにおいて示した、学校現場における教育資源の創作活動の実態と教員の意識に関するプ
レ調査（大阪市内）を、全国規模で行い、その結果から指摘し得る問題点を考察し、その
解決策を提示するもの。もう一つは、教育現場で創作される著作物と職務著作権との関係
を、各自治体へ行う質問への回答を踏まえ考察するものである。
これらの調査・研究は、私が立ち上げようとする事業が、利潤追求ではなく、目標達成
（課題解決）に重きを置いていることを内外に示すという意味合いだけに留まらず、外部
の関心を引き付け、当該課題に関する議論を仕掛けるという意味で、本事業立ち上げの重
要な鍵になると私は考えている。
以上に加え、来年度以降も、現在行っている事業については、継続して行っていく予定
である。既に立上げから 6 年が経過し、事業運営それ自体には真新しさはなくなり、刺激
を受けることも少なくなったが、西成区という独特の雰囲気の中で「教育」に関与し、毎
年、異なるタイプの生徒・保護者と現場で接することからは、未だに大きな刺激を受けて
いる。理想とそこに存在する現実とを行き来することで身に着くバランス感覚や、常に異
なる価値と触れ合うことで培われる批判的な思考力など、当該事業に携わることで得られ
るものは、計り知れない価値があると私は感じている。そのような意味においても、私は
どのような路を歩むにせよ、可能な限りこの現場には携わり続けたいと考えている。
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大阪大学博士課程教育リーディングプログラム
未来共生イノベーター博士課程プログラム

プログラム修了最終報告書
平成

研究科・専攻
氏

2月5日

人間科学研究科 共生学系 共生社会論分野
西 徳宏

名

博士論文題目

1.

30 年

「効果のある学校」のエスノグラフィー

博士論文の内容 〔博士論文（今後提出する予定のものも含めて）の内容を簡潔に説明してく
ださい。（公開する際には，網掛け部分を削除します）〕

本研究の目的と背景
本研究の目的は，日本における「効果のある学校」の形成要因とその課題を，エスノグ
ラフィーの手法用いて明らかにすることを通して，より公正な学校教育の実現に向けた学
問的示唆を導出することである。
本研究の背景に，新自由主義に基づく政治経済の進展と世界規模での格差の拡大，それ
に伴う子どもの貧困の社会問題化，および教育達成の不平等問題がある（Sennett 1999，
苅谷

2002）。格差を是正する社会のあり方が模索される中で，家庭の経済資本とそれに

伴う文化資本や社会関係資本の格差が，子どもたちの「学力格差」にも結びついている事
実が，近年になってようやく日本でも広く知られるようになってきた。日本社会をより包
摂的な社会へと変容させるためには，学力格差の克服が重要な課題である。
問題の設定
学力格差が依然として存在する現代において，学校が社会に果たすことのできる役割と
は何か。この問いに答えようとする教育社会学的研究として「教育効果研究（Educational
Effectiveness Research）」が挙げられる。教育効果研究とは，Edmonds（1979）を嚆矢
として誕生した，公正な教育機関の実現を目指す学校研究を指し，欧米では教育政策や学
校現場において影響力をもつ教育理論である（Reynolds et al. 2014）。日本においても社
会的マイノリティに対する教育研究が蓄積されていた関西を中心に，鍋島（2003）や志
水（2003）らによって輸入され展開をみせる。
しかし，研究課題として「効果のある学校」が形成されるスループットが示されていな
いことが挙げられる。佐古（2011）は，先行研究が卓越した学校の「望ましさのリスト」
の作成にとどまり，「他の学校の取り組みにも応用できるような学校改善プロセスの研究
はなされていない」と，知見の汎用性の限界について批判を提示している。これまでの日
本の「効果のある学校」研究は，「なぜ，そのような現象が生じるのか」，「学校効果をい
かにして生じせしめるのか」といった，効果成立の「プロセス」に焦点を当てた研究は看
過されてきた。そこで，本稿は先行研究の課題を引き継ぎ，「効果のある学校」と認定さ
れた学校が成立し，継続される要因を分析した。
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調査の方法
本稿で扱うデータは，大阪大学グループ（代表：志水宏吉）によって行われた「関西学
力調査」で得られたパネルデータと「効果のある学校」として析出された，関西地区にあ
る公立 A 小学校（以下＝A 小）を対象に行ったフィールドワークデータを用いる。本校
は創立 140 年を数える，児童数 400 名程の中規模校である。A 小は，1970 年代に文部省
から「同和教育研究推進学校」に指定される。それをきっかけとして，教員集団を中心に，
解放子ども会などの地域の保護者組織などと協働し，「荒れ」と「低学力」を克服するた
めの「家庭学習運動」に端を発す地域に根ざした学校改革が行われた。
分析の結果
第二章では，A 小学校の特徴について，学力調査と併せて実施された「小学生の生活と
学習についての調査」と「保護者アンケート調査」をもとにその特徴の分析を行った。⑴
ドリルや小テストといった教材を活用して，子どもたちが授業時間の中で練習問題に取り
組むことに多くの時間を割いている。⑵「自分たちの考えを発表したり，意見を言いあう
授業」も全体と比較して多く行なわれている。⑶全体と比較すると A 小学校に子どもを
通学させている保護者たちの学校に対する意識は，親和的などの特徴が明らかとなった。
第三章では，第一回調査，第二回調査，第三回調査のどの時点においても子ども達の学
力の下支えに成功している「効果のある学校」がその効果を持続させている要因について，
「効果のある学校」の成立要因を教職員や地域住民へのインタビューから明らかにした。
A 小学校では，進路保障としての学力保障実践の継承が行われ，地域背景に根ざした系統
的な人権学習の取り組みが，同和教育の遺産として受け継がれ，高い推移での継続的な学
力保障を実現させる要因として機能していた。学校の外部的な要因として，学校と教育行
政との連携体制や，保護者と学校が協働して運営する解放子ども会組織，地域教育協議会
といった地域ネットワークが組織化され，学校のサポート体制が存在していた。
第四章では，「効果のある学校」を支える教員集団が，転勤や退職，そして新規採用を
通して成員が流出・流入しているにもかかわらず，どのように教員集団の学校組織文化を
継承しているのかを示す。本研究の分析の視点として，正統的周辺参加論を援用して分析
を行った。調査より以下の三点が明らかにされた。第一に成員は集団の歴史的背景に基礎
付けられた教育実践に参加し，状況に埋め込まれた学習を行っていた。第二に，教員同士
の相互交流を通して，熟練のアイデンティティの形成をしていた。第三に，新参者と古参
者の間に生じる永続的な葛藤や軋轢が，集団の教育活動の組織化と成員の相互交流をもた
らしていた。
第五章では，「効果のある学校」の成立に向けた今日的課題を教員たちが抱くディレン
マに着目して明らかにした。分析の結果として，以下の知見が挙げられる。第一に，教師
という職業集団のマクロ人口構造の転換期にあたる現在，そうした取り組みの継承は，急
激な世代交代によって学校全体の課題となっていた。第二に，流動化や経済状況の悪化に
伴い地域の不安定化が進行したことや，同推校時代と比較して，地域連携などに取り組む
ための行政的支援の減少などが相まって，教員の多忙化に拍車がかかり実践の継続が困難
な現状が観察された。以上の分析から得られた知見が持つ，研究関連領域に対する学問的
示唆について，現在考察中である。
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2.

多文化コンピテンシーと博士論文の関連 〔あなたは，プログラム履修を通して，多文化
コンピテンシーをどのように修得しましたか。また，それはどのように博士論文の作成に寄与し
ましたか。多文化コンピテンシーを構成する 6 つのリテラシー（多言語，フィールド，グローバル，調
査，政策，コミュニケーション）それぞれに触れながら，自らの取り組みについて述べてください。〕

多文化コンピテンシーをどのように修得したか
第一に，未来共生多言語演習においてトルコ語，ベトナム語，タイ語など様々な言語を
学習することができた。また，海外調査では，インドネシア語，英語，スペイン語などを
実際に使用する機会に恵まれ，自身の言語に対する多様性の認識は一層深まっている。本
プログラムの履修を通して，多言語リテラシーは大きく向上した。
第二に，フィールドリテラシーについては，自身の研究，東北やインドネシアでの災害
に関する調査，インターンシップ先での参与観察調査などの機会で，折につけ親身に指導
を受けることができた。また，社会的調査を行う上では，学識だけではなく現場の人々と
ラポールを形成していくことが最も大切なことなのだと改めて認識を強くした。自身の未
熟さゆえに迷惑をかけることは少なからずあったが，現場の人々の懐の大きさに助けられ
たことで，調査やプログラムの履修を継続することができた。それらの経験は私にフィー
ルドリテラシーを醸成させる機会となった。
第三に，本プログラムの活動では，日本国内にとどまらず，インドネシア，イギリス，
カナダ，アメリカなど，様々な国と地域に訪問する機会が与えられていた。その中でそれ
ぞれの地域に固有の社会的課題について学問的に接近するだけでなく，一人の人間とし
て，その土地の文化や風習と関わりを持ち，多様性に対する理解を深める重要性を認識す
ることができた。こうした経験は，これまで海外滞在経験が乏しかった私にとって，グロ
ーバル感覚を養う非常に貴重な機会となった。
第四に，本プログラムの未来共生調査法の授業では調査法に関する理論を学ぶととも
に，実際に様々な調査地に足を運び，調査活動に携わった。中でも宮城県南三陸における
共同調査や，インドネシアでの災害調査などでは，実践的な調査に共同的にかかわること
によって，具体的な調査技法を身につけることができた。また自分自身の博士論文執筆と
の相乗効果により，調査遂行の過程で自分の調査リテラシーの向上を感じている。またプ
ラグラム担当教員からアドバイスを受けることができることがとても心強く，それらが，
リテラシーの向上に大きく影響していたと考えられる。
第五に，政策リテラシーについて，未来共生社会論で多様なテーマを学ぶことにより，
自身の研究分野にとどまらない政策課題について見識を深めることができた。本プログラ
ムにおいて行った，海外インターンシップを通して日米の教育保障政策についての理解を
深めることができた。また，それらの政策が教育現場においていかに活用されているか，
そしてどのように現場のアクターの活動を制約しているかという政策社会学的な視野を
醸成することになり，政策リテラシーが向上した。
第六に，コミュニケーションリテラシーについて，未来共生プログラムを通して多様な
人々と交流する機会を得た。大阪人権博物館リバティ大阪でのサービスラーニングや，プ
ロジェクトラーニングでの大阪府港区役所と協働して子供の居場所づくりを P4C の手法
を用いて検討した。また，授業内での討論などを通じて，対話を重ねる機会が頻繁に設定
されており，その作業を経て自分にはない価値観や意見を知ることができた。
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どのように博士論文の作成に寄与したか
第一に，多言語リテラシーは，自身の調査を深める上で重要であった。特に，アメリカ
の小学校の教育保障の取り組みを理解するために行ったフィールドワーク先の小学校で
は，ラテン系移民の子供達が多数在籍していた。普段の英語での会話だけでなく，彼らか
ら，スペイン語を教えてもらい，そして私が日本語を教えることもあった。こうしたお互
いの言語を尊重しあうという経験は，その後の博士論文の調査を行う際にも，家庭内言語
と，学校での使用言語が異なる子供たちへの背景理解に寄与している。
第二に，フィールドリテラシーについては，博士論文に必要なデータを収集する上で，
研究活動に大きく寄与している。筆者は未来共生プログラムに参加する以前は，学校での
参与観察が主たるフィールドワークの場であった。しかしながら，本プログラムで，行っ
た調査活動を通して，学校だけでなく，その地域背景や学校外のインフォーマントを研究
の射程に含みこむ視野が醸成された。またグループ活動で周囲のメンバーの調査方法など
も目にする機会を得られたため，対象者への接触の方法や，インタビューの実施について
多様な方法を学ぶことができた。
第三に，グローバルリテラシーについては，自身の博士論文の主たるテーマである社会
経済的格差の拡大と教育達成の不平等問題が，それぞれ訪問した国々においても共通した
課題であり，国際的な視点を持って自身の研究課題を深めていくきっかけとなった。日本
の教育達成の不平等問題を克服するための効果的な政策的示唆について，学ぶ機会ともな
っている。
第四に，調査リテラシーについては，自身の調査活動の計画立案と遂行を行う上で，特
に重要な役割を果たした。これまでの度重なる QE 中間発表や未来共生特別演習，未来共
生チュートリアルなどの各種面談を通して，比較教育学分野，国際公共政策分野，言語文
化学分野からの助言，そして人類学的，社会学的な調査理論や方法など，多様な分野を専
門とされる先生方から，厳しくもあたたかい助言をいただくことができたことは，メソド
ロジーに対する自身の理解を深めるための，非常に重要な機会であった。
第五に，政策リテラシーについては，海外インターシップでの経験が，自身の博士論文
の作成に寄与している。特にアメリカの教育政策の動向について調べる中で，アメリカと
日本の教育政策が相互参照しながら展開されてきたことを学ぶことになった。そうした世
界的な教育政策の流れについての理解を深める中で，日本の教育政策が，どのような国際
的な文脈によって展開されてきたのか，より大きな枠組みで理解することができた。
第六に，コミュニケーションリテラシーは，これまで自身が無意識のうちに抱いていた
先入観や偏見，個人的な経験則による偏った見方を相対化することで，調査活動を遂行す
る際の，多様な価値観を持つ人たちとの関わりを円滑に進めることに寄与した。また，多
様な価値観や意見を持つ人たちと，共通点や共感する点を見つけ，より良好な関係を築く
ことに役に立った。
以上のように，未来共生プログラムで培われた多文化コンピテンシーは，自身の博士論
文の作成に大きく寄与している。そして，こうした経験によって培われた力は，これから
の研究活動を展開させていく際にも，重要な役割を果たすであろう。
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3.

今後の課題と展望 〔プログラム修了後，研究者，実践家としての今後の課題および展望に
ついて述べてください。〕

今後の課題
今後の課題は，特に以下の 4 点である。
①博士論文を完成させること
第一の課題として，現在執筆中の博士論文を完成させることがある。これまで，学会発
表や学術雑誌，書籍として報告してきたそれぞれの研究を，一つの研究として構成し，学
問的寄与のある形でまとめることが最も重要な課題として挙げられる。
②現在所属している共同研究会のプロジェクトを形にすること
現在，私は数点の共同研究プロジェクトに在籍している。自身の研究のみならず，こう
した各種プロジェクトでの研究についても役割を果たし，研究に取り組んでいくことが，
結果的に自身の研究の質を高めることにつながっていくと考えられる。こうした共同研究
プロジェクトに取り組み，研究の幅を広げていくことも課題である。
③自身の研究をこれまでに行った調査をもとに，発展させていくこと
第三に，自身の研究を発展させていくことが挙げられる。特にアメリカ合衆国では，半
年間の参与観察調査を現地の小学校で行なった。幸運にも現場の教員や，保護者，スタッ
フからサポートや協力を得ることができ，フィールドノーツやインタビューなどのデータ
も収集することができた。これまでの研究との関連性と発展性を模索しつつ，こうしたデ
ータを生かした研究についても新しく着手していくことも，課題として残っている。
④実践家としての役割
未来共生プログラムに参加しながら，東北や大阪での教育事業，各種イベントの主催・
運営業務など，多様な実地経験を積むことができた。しかし，いずれの経験においても自
身の提案による実践ではなく，プログラム主導によるものであった点については，課題が
残っている。自分がこれまで培った経験を生かし，いかに実践に役立てることができるの
かを考えていくことが課題である。
今後の展望
私は，研究者として研究を継続していくことを，第一の希望としている。そのために，
博士論文を完成させることに注力することが最初の課題であり，展望でもある。また大学
での講師経験など，教育経験を積む中で，これまでプログラムで培ってきた見識を他者に
伝え，共生社会の構築に向けた一助を担うとともに，自分自身の多文化コンピテンシーを
磨き続けたいと思う。
未来共生プログラムに参加しなければ，決して学ぶことができなかったことがあり，出
会えなかった人がいる。共生という概念を切り口に，理想の社会のあり方について，これ
ほどまでに多様な人と議論や討論，そして対話をする機会は決して得られなかっただろ
う。こうした機会が決して特別なものではなく，望むなら誰もが得られるような，そうし
た社会や教育の場を築くために，何らかの形で，できうる限りで，微力であっても携わり
続けたい。
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報告の内容

1) 博士論文の概要
人間科学研究科
共生学系 共生社会論分野
西 徳宏

2) 多文化コンピテンシーが博士論文の作成に
果たした役割
3) 研究者，専門家としての今後の展望

博士論文の概要

第一章 目的と背景 調査の方法

第一章 目的と背景

* 本研究の目的

第三章 「効果のある学校」の教育実践

日本における「効果のある学校」の形成要因とその課題を，エスノグラ
フィーの手法用いて明らかにすることを通して，より公正な学校教育の実
現に向けた学問的示唆を導出することである。

第四章 「効果のある学校」の教員集団

* 本研究の背景

第二章 「効果のある学校」の析出と特徴

第五章 「効果のある学校」の継承と今日的困難
第六章 まとめと考察

新自由主義に基づく政治経済の進展（Sennett 1999, Harvey 2007）
「子どもの貧困」の社会問題化（阿部 2008）
学力格差＝教育達成の不平等問題（苅谷 2002，苅谷・志水 2004）。

第一章 問題の設定
* 教育効果研究 Educational Effectiveness Research
Edmonds（1979）を嚆矢として誕生した，公正な教育機関の実現を目指
す学校研究を指し，欧米では教育政策や学校現場において影響力をもつ教
育理論（Reynolds et al. 2014）。日本においても社会的マイノリティに対す

第一章 調査の方法

*

本稿で扱うデータは，大阪大学グループによって行われた「関西学
力調査」で得られたパネルデータと「効果のある学校」として析出され
た，関西地区にある公立A小学校（以下＝A小）を対象に行ったフィー
ルドワークデータを用いる。

る教育研究が蓄積されていた関西を中心に，鍋島（2003）や志水編（2009）
らによって輸入され展開をみせる。
* 研究課題 : 効果成立のプロセス
本稿は先行研究の課題を引き継ぎ，「効果のある学校」と認定された学校

* 創立140年を数える，児童数400名程の中規模校である。「同和教育
研究推進学校」 ： 教員集団を中心に，解放子ども会などの地域の保
護者組織などと協働し，「荒れ」と「低学力」を克服するための「家庭学
習運動」に端を発す地域に根ざした学校改革が行われた。

が成立し，継続される要因を分析した。

第二章 「効果のある学校」の析出と特徴

*

第二章では，A小学校の特徴について，学力調査と併せて実施され
た「小学生の生活と学習についての調査」と「保護者アンケート調査」
をもとにその特徴の分析を行った。

* ⑴ドリルや小テストといった教材を活用して，子どもたちが授業時間の
中で練習問題に取り組むことに多くの時間を割いている。
* ⑵「自分たちの考えを発表したり，意見を言いあう授業」も全体と比較
して多く行なわれている。

第三章 「効果のある学校」の教育実践

* 第一回調査，第二回調査，第三回調査のどの時点においても子ど
も達の学力の下支えに成功している「効果のある学校」がその効
果を持続させている要因について，「効果のある学校」の成立要因
を教職員や地域住民へのインタビューから明らかにした。
* A小学校では，進路保障としての学力保障実践の継承が行われ，
地域背景に根ざした系統的な人権学習の取り組みが，同和教育
の遺産として受け継がれ，高い推移での継続的な学力保障を実
現させる要因として機能していた。

* ⑶全体と比較するとA小学校に子どもを通学させている保護者たちの
学校に対する意識は，親和的である。

* 学校の外部的な要因として，学校と教育行政との連携体制や，保
護者と学校が協働して運営する解放子ども会組織，地域教育協
議会といった地域ネットワークが組織化され，学校のサポート体制
が存在していた。

第四章 「効果のある学校」の教員集団

第五章 「効果のある学校」の継承と今日的困難

* 「効果のある学校」を支える教員集団が，転勤や退職，そして新規採
用を通して成員が流出・流入しているにもかかわらず，どのように教員
集団が学校組織文化（今津 1996）を継承しているのかを示す。

* 「効果のある学校」の成立に向けた今日的課題を教員たちが抱くディ
レンマに着目して明らかにした。

* 正統的周辺参加論（Lave & Wenger 1991）を援用して分析を行っ
た。
* 調査より以下の三点が明らかにされた。第一に成員は集団の歴史的
背景に基礎付けられた教育実践に参加し，状況に埋め込まれた学習
を行っていた。第二に，教員同士の相互交流を通して，熟練のアイデ
ンティティの形成をしていた。第三に，新参者と古参者の間に生じる
永続的な葛藤や軋轢が，集団の教育活動の組織化と成員の相互交
流をもたらしていた。

* 分析の結果 : 第一に，教師という職業集団のマクロ人口構造の転換
期にあたる現在，そうした取り組みの継承は，急激な世代交代によっ
て学校全体の課題となっていた。第二に，流動化や経済状況の悪化
に伴い地域の不安定化が進行したことや，同推校時代と比較して，地
域連携などに取り組むための行政的支援の減少などが相まって，教
員の多忙化に拍車がかかり実践の継続が困難な現状が観察された。
以上の分析から得られた知見が持つ，研究関連領域に対する学問的
示唆について，現在考察中である。
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多言語，フィールド，グローバル
多文化コンピテンシーの役割

① 多言語リテラシー
アメリカで行ったフィールドワーク先の小学校での経験
② フィールドリテラシー
本プログラムで，行った調査活動を通して，学校だけでなく，その地域背景
や学校外のインフォーマントを研究の射程に含みこむ視野が醸成された。対
象者への接触の方法や，インタビューの実施について多様な方法を学ぶこと
ができた。
③ グローバルリテラシー
自身の博士論文の主たるテーマである社会経済的格差の拡大と教育達成
の不平等問題が，それぞれ訪問した国々においても共通した課題であり，国
際的な視点を持って自身の研究課題を深めていくきっかけとなった。

調査，政策，コニュニケーション
④ 調査リテラシー

今後の課題と展望

メソドロジーに対する自身の理解を深めるための，重要な機会を得られた。
⑤ 政策リテラシー
特にアメリカの教育政策の動向について調べる中で，アメリカと日本の教育
政策が相互参照しながら展開されてきたことを学ぶことになった。日本の教
育政策が，どのような国際的な文脈によって展開されてきたのか，より大きな
枠組みで理解することができた。
⑥ コミュニケーションリテラシー
多様な価値観や意見を持つ人たちと，共通点や共感する点を見つけ，より
良好な関係を築くことに役に立った。

今後の課題と展望

引用文献
*
*

* 今後の課題
① 博士論文を完成させること
② 共同研究会のプロジェクトを形にすること
③ 自身の研究を，発展させていくこと
④ 実践家としての役割
* 今後の展望

*
*
*
*
*
*
*
*

*
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大阪大学博士課程教育リーディングプログラム
未来共生イノベーター博士課程プログラム

プログラム修了最終報告書
平成

研究科・専攻
氏

名

博士論文題目

1.

30 年

2月

1日

言語文化研究科・言語社会専攻
沓掛 沙弥香
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

博士論文の内容 〔博士論文（今後提出する予定のものも含めて）の内容を簡潔に説明して
ください。（公開する際には、網掛け部分を削除します）〕

急速なグローバル化に伴い、英語への一極集中化が否定できない現象となっている。一
方で、1990 年代以降ヨーロッパを中心に世界的な潮流となっている多言語主義の波もま
た、アフリカ諸国に影響を与えている。英語化という「現象」と多言語主義という「理想」
の間には乖離がある。筆者の博士論文は、この乖離がアフリカ諸国に与えている影響に着
目し、多言語社会タンザニアが抱える現在の言語問題を明らかにするものである。
第 1 章では、英語化現象と多言語主義に関するそれぞれの議論をまとめ、先行研究に指
摘されるアフリカ諸国への影響を明らかにした。第 2 章では、タンザニアの詳しい言語状
況を明らかにし、先行研究の状況を概観した。その上で、これらの先行研究には、①タン
ザニアの言語政策における「現代性」への視座の不足、②現在の民族コミュニティにおけ
る言語使用の実態の不明、③農村部の調査における 2 つの視点の欠如、④学校に関する調
査における事例の偏り、という 4 つの問題があることを指摘した。
これらの 4 つの問題を解決するために、まず、独立後から現在までのタンザニアの言語
政策の変遷を明らかにし、最近のスワヒリ語振興政策の背景に多言語主義の影響がある可
能性を指摘した（第 3 章）。続いて、第 4 章から第 6 章で、タンザニア南部地域の地方都
市および農村部で筆者が行った、言語使用に関する調査、言語態度に関する調査、教授用
言語に関する実態への調査の 3 つのフィールド調査の結果を報告し、分析を行った。
言語使用調査の結果（第 4 章）からは、タンザニア南部の農村部においても、若年層以
下の世代ではスワヒリ語を第 1 言語とする傾向が見られ、「家庭」のような民族語の使用
が優勢と考えられた領域でも、スワヒリ語の使用が優勢になってきていることが明らかに
なった。また、農村部のような英語の使用の必要性が日常的に皆無と考えられる場所でも、
あえて「英語使用」を申告する人が見られた。民族語に関しては、人々は「民族語を使用
し続けている」という意識があるが、民族語そのものがスワヒリ語に大きく影響を受けて
いる。言語態度調査（第 5 章）においては、農村部においても英語偏重主義的な言説が一
般的となっている状況を明らかにした。さらに、農村部においてもスワヒリ語が「母語」
的言語としての位置づけを確立していると言える状況がある。また、人々は民族語に対し
て、
「民族そのもの」
「文化である」という意識を持ちながらも、それを教育には持ち込み
たくないという態度を共有している。教授用言語に関する実態調査（第 6 章）では、都市
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部のみならず農村部の小学校においても、子どもたちは就学前からスワヒリ語の運用能力
を身につけている場合が多いことがわかった。本質的な問題は教育の質にあるにも関わら
ず、
「英語＝教育」という見方の浸透が進んだ結果、
「教育の質」が高いスワヒリ語の学校
までも否定される状況になっている状況も報告している。中学校以上の教育では、教授用
言語は英語であるとされているが、英語だけで授業を行うことは不可能であることを多く
の教師が認めている。そうであるにも関わらず、校内では「英語オンリー」の規則が維持
され、生徒と教師のコミュニケーションをいびつなものにしている。
これらの結果を踏まえて、第 7 章では、現在タンザニアで見られているスワヒリ語振興
政策の背景に英語化現象と多言語主義の影響があると位置づけて分析を行った。アフリカ
の社会言語学的研究において等閑視されてきた「アフリカ諸語のエンパワーメント＝英語
への抵抗」という見方が現状認識をゆがめている。その結果として、現在のスワヒリ語振
興政策が多言語主義的政策と位置づけられ称揚される傾向がある。しかし、実際には「反
英語」的要素はなく、むしろ言語権の観点から問題が指摘されるものであると言える。第
8 章では、第 5 章での議論を踏まえ、多言語主義の風潮の中で発展してきた言語権の議論
がタンザニアにおける言語に関する人権としてなにを語り得るのか、その射程を明らかに
するための議論を行った。タンザニアにおいては、優先されるべき言語権はスワヒリ語の
習得と使用、および英語の習得であり、民族語の権利は「プラスアルファの権利」として
位置づけた。このようなタンザニアの事例をアフリカの言語問題の新たな局面の一部とし
て位置づけ、英語化現象が顕著なアフリカ諸国における多言語主義が「価値」として機能
しない要因を改めて考察し問題提起を行ったのが第 9 章である。多言語主義がヨーロッパ
的な文脈を内包し続けることにより、アフリカ諸国で従来見られた「多言語使用による多
言語状況の管理」（砂野 2007）を不可能にしている状況がある。それどころか、アフリカ
諸語が置かれた状況を改善しないままそれらの言語への強い結びつきが強調されること
で、不平等な状況の固定化から逃れたいアフリカの人々を英語へと駆り立てているとみる
こともできる。さらに、近年では、多言語主義的な文脈で位置づけられてきた母語教育が
英語を習得するためのマルチリンガル教育に取り込まれるかのような傾向も見られる。そ
こでは、教育におけるアフリカ諸語の使用は、英語習得のためのステップであるかのよう
に扱われるため、アフリカ諸語と英語の間の言語格差が強化されることが懸念される。こ
のような多言語主義の流用が続けば、その理念はますます形骸化してしまいかねない。
タンザニアの言語問題は、英語の価値の高まりと多言語状況の称揚という 2 つの世界的
潮流の影響を同時に受けながら、新たな局面を迎えている。このような状況は、おそらく
他のアフリカ諸国にも共通するものであるだろう。「英語を選択しない」という選択肢が
現実的に選択できなくなった一方で、多言語主義のヨーロッパ性を相対化し、再検討する
作業はいまなお十分ではなく、アフリカ諸国における多言語主義の価値は画餅でありつづ
けている。英語化する世界において、アフリカの多言語状況を生きるすべての人が言語的
に排除されないために、「多言語主義」はどのような理想を語り得るのだろうか。アフリ
カの現実としての多言語状況が、現代的文脈においてどのような変化を迫られているのか
という視点からその具体的な言語状況を明らかにするためのさらなる研究が喚起される。
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2.

多文化コンピテンシーと博士論文の関連 〔あなたは、プログラム履修を通して、多文化
コンピテンシーをどのように修得しましたか。また、それはどのように博士論文の作成に寄
与しましたか。多文化コンピテンシーを構成する 6 つのリテラシー（多言語、フィールド、
グローバル、調査、政策、コミュニケーション）それぞれに触れながら、自らの取り組みに
ついて述べてください。〕

5 年間の活動の中で、本来ならほとんど関わりのなかったであろう他研究科の学生とコ
ミュニケーションをとりながらさまざまな活動を行ったことは、コミュニケーション・リ
テラシーのスキルアップにつながった。特に、東北でのフィールド・ワークを通して、同
じものを見、同じ話を聞いても、それぞれの専門知に基づいて全く異なる見方が行われて
いた。その中で議論を行いながら一つのプレゼンへとまとめる作業は、非常に得難い経験
であった。
また、2013 年 4 月のプログラム履修以来、ロンドン大学（イギリス）、サセックス大学
（イギリス）、コッパーベルト大学（ザンビア）、トロント大学（カナダ）と、世界各地の
様々な研究機関を訪問し、研究者との交流を行うことで、グローバル・リテラシーをより
発達させることができた。特にコッパーベルト大学への訪問を含むザンビアでの研修は、
北側とは異なる視点の形成の助けとなり、同時に、自分の専門であるタンザニア以外のア
フリカ・アカデミアの状況を見ることもできたという点で、私にとって非常に有意義な経
験となった。
さらに、ザンビアにおける研修や、海外インターンシップにおけるダルエスサラーム大
学との共同調査を通し、日本とは異なるコミュニケーション作法を通じてラポールの形成
を行う経験を得たことで、フィールド・リテラシーを伸ばすことができた。同時に、ダル
エスサラーム大学との共同調査を通して、現地の学生と意見交換を行いながら調査を行う
ことで、調査リテラシーを育むこともできた。
私の博士論文は、「未来共生のプログラムを通してこれらのリテラシーを習得したから
書くことができた」というような直接的な影響を受けたものというよりも、これらのリテ
ラシーを育むためのさまざまな経験を得る機会をプログラムに与えられたことによって、
より大きな枠組みで「共生」について考えるものに仕上がることになったと感じている。
また、多文化コンピテンシーの中には含まれていないが、1 年目の哲学の授業で扱った
Brian Fay による “Do you have to be one to know one” という問いとそれへの考察は、この 5
年間ずっと私の中で重要なものとして存在していた。これは、自分の研究課題を追求する
上でも、その他日常の中で直面するさまざまな問題の中でも、自分自身に何度も問い直す
機会があった。このように、「共生」を考える中で得たさまざまな視点は、私の博士論文
作成に寄与するものとなった。
自分の研究分野以外の人に自分の研究について伝えるという機会を通して、常に自分の
研究成果の汎用性を意識するようになったことも、プログラムを通して身につけた重要な
スキルであると考える。私の博士論文で主要なテーマの 1 つとなった多言語主義は、ヨー
ロッパでは価値だが、アフリカではまだ価値になっていない。文脈の咀嚼が不十分ならば、
多様性の保持、あるいは多文化共生的文脈で言われる少数言語の保持は、抑圧と強制とい
う暴力になる可能性がある。
「共生」は、
「強制」になる危険を常に内包している。自分の
価値基準を常に他者の目から問い、照射する必要があり、そのためには多文化コンピテン
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シーに挙げられる諸リテラシーが求められるといえる。その意味で、多文化コンピテンシ
ーの習得を目指した本プログラムを履修したことは、私の博士論文の作成に寄与するもの
であったといえる。
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3.

今後の課題と展望 〔プログラム修了後、研究者、実践家としての今後の課題および展望に
ついて述べてください。〕

博士課程およびプログラム終了後、6 月より専門調査員としてタンザニアの日本大使館
に赴任する予定である。これはアカデミック・ポストではなく、業務内容も「東南部アフ
リカの経済・社会動向調査および日本企業の支援」と筆者の研究とは関連性の薄いものと
なっている。しかし、タンザニアで 2 年間暮らすことによって、これまで外部者としての
研究・調査の中では見えてこなかった社会言語学的状況を理解することができるようにな
ることが期待される。
筆者は研究者としてのキャリアを想定しているため、専門調査員としての 2 年間の任期
中に、業務に終われて自分の研究をおろそかにすることなく、業績をつむ必要がある。ア
カデミックな活動（調査、論文執筆、学会での発表）を可能な限り行い、任地にあるダル
エスサラーム大学をはじめ、さまざまな研究機関・研究者と連携をとりながら、自らとア
カデミアとの十分なつながりを維持していく。
専門調査員としては、タンザニアの経済・社会動向を調査することになり、そのための
報告書などを書くことが予想される。そのため、結果として自分の研究領域に広がりと深
みをもたらすことができる。また、近年では産官連携などが叫ばれているため、アカデミ
ア外での職歴は「経験」としての財産にもなる。2 年の任期を終えたあとは、これらを活
かして大学などの研究機関でのポストに付くことを目指す。
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大阪大学博士課程教育リーディングプログラム
未来共生イノベーター博士課程プログラム

プログラム修了最終報告書
平成

研究科・専攻
氏

2月

4日

人間科学研究科
尾﨑俊也

名

博士論文題目

1.

30 年

DV 加害の社会学――行為、親密性、男性性の観点から

博士論文の内容 〔博士論文（今後提出する予定のものも含めて）の内容を簡潔に説明してく
ださい。（公開する際には、網掛け部分を削除します）〕

本博士論文は、DV（家庭内暴力）加害について、社会学的な行為、親密性（近代家族）、
男性性の観点から、論じるものである。上記三つの観点について以下に説明する。
第一に、社会学者ウェーバー、ギデンズ、メッサーシュミットの行為論を基礎に、DV
加害の行為の位相から理解を試みる。社会学的な行為理論は、目的、合理性、再帰性など
の観点から行為を描写してきた。この枠組みで、DV 加害はどのように説明できるのであ
ろうかというのが、大きな問いである。かねてから、DV は常軌を逸した者による衝動的
な行為であると考えられてきた。ただ、加害者の語りなどを記録した諸外国の文献を紐解
いていくと、暴力行為は合理的に計画され実行されているものだと分かった。アメリカの
社会学者であるメッサーシュミットは、ギデンズの行為の構造化理論を援用して男性の暴
力を分析する理論を打ち立てた。彼の理論を参照すると、DV 加害には、再帰性（反省性）
と後述する男性性が大きく関わっている。再帰性というのは、自己内対話と行為の相互作
用である。つまり反省から行為を企図し実行しまたそのサイクルのなかで思考し行為する
プロセスのことである。DV 加害もその再帰性のなかにあり、非常に考えられ実行される
ものであると言える。またそこに男性性（男らしさ）が関与してくる。男性性は、男性が
より DV 加害に出やすい資源になっている。男性により攻撃的な言葉を許容する言語コー
ドや、男性により横暴であることを許容する社会的な規範が、DV 加害の発生する背景に
なっている側面がある。
このように、DV 加害という行為を社会学的に理解することを通じて、DV 加害という
暴力行為が、衝動や本能など生理学的生物学的な反応としてではなく、またさらに心理学
的意味で個人の精神世界や病理の問題に還元されるものではないことを主張する。しかし
ながら、社会学的な説明ですべて簡潔に説明できるとは考えない。上記立場などが言うこ
との複合的な産物として DV 加害はあると推定できる。
第二に、親密性（近代家族）と DV 加害について論じる。親密性を取り上げる理由とし
ては、まさに DV 加害が発生する場であるのが親密性であることに加えて、DV が発生す
る背景に、近代的な親密性の性質が関与しているからである。今日的な近代家族の閉鎖性
と親密圏の排他性が DV 加害の場であると同時に要因になっている。
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排他的に相互を性的にまた経済的社会的に所有し合うというのが近代的な家族の特徴
であり、日本においては異性愛関係に基づく愛情によって家族が形成されると一般的に考
えられている。しかしながら、そのような家族は自然でも自明なものでもない。近代化に
伴って職住が一体となった住居形態が、しだいに変容していき、働くことと住むことが分
離していく。家族はますます小さな単位になるとともに、家族成員は父親の役割に依存す
るようになる。近代化以前や途上には家父長制が社会的に法律的に敷かれておりそのこと
に基づいた男性による支配が成り立っていた。戦後以降は、このような家父長制ではなく、
経済社会的な男性支配が強く表れるようになる。家族の単位は小さくなり、経済的に家族
成員を保護し養うという父親の役割が、顕在化してくる。博士論文においては、このよう
な家族の状況が、DV 加害が生まれやすくなる条件になっていることを明らかにする。
第三に、上記の二点を踏まえながら、男性性（男らしさ）と DV 加害について論じる。
DV 加害には男性によるものが多い。なぜ男性によるものが多いのか、その問いを解くた
めに博士論文では、ジェンダー化された存在としての男性という観点に着目し、DV 加害
について紐解く。行為のレベルにおいても、親密性の観点においても、男性であること、
あるいは男性性というものが大きく関与していると博士論文では明らかにする。今日的な
日本社会では、男性であることでさまざまな資源や特権に接近する可能性が高くなってい
る。日常的で対面的なコミュニケーションから、教育達成、就職、職業上の昇進にいたる
幅広い領域で、女性に比して男性は自由に思うままに振舞っている。たとえば、社会化の
過程で、「やんちゃ」な振る舞いは、元気のよいこととして許容されたり、教育資源の配
分が全体社会を鑑みれば男子に偏っていたり、実態として企業の管理職や経営者、政府の
要職にはかなり男性が就いている。社会のなかに権力と資源が男性というジェンダーカテ
ゴリーに偏在的に配分されていると言える。それらのことと上記の行為や家族の構造が相
互に作用して、男性により暴力的で攻撃的なかたちで支配を誇示する素地をつくっている
と考えられる。ここで主張したいのは、本質的に男性が暴力的であることでは決してなく、
社会的構造、言語を含めた対面的な相互作用や行為のパターン、親密性の形態、男性性な
ど社会的な諸要素が、DV 加害の条件として作用しているのである。
上記 3 つの観点から、男性の暴力を社会学的に理解した上で、そのような暴力をいかに
防ぐか、また加害者をいかに非暴力化するかというテーマを暴力からの出口に関する考察
として行う。具体的には DV 加害者に対する脱暴力プログラムが研究対象である。しかし
ながら、日本においては、このような取り組みが乏しい。そこで、DV 法を整備し、DV
加害者に対して再教育プログラムを義務化したカナダを事例に考察を行う。報告者にとっ
てカナダは、トロント市を中心にサマースクール、海外インターンシップの経験を重ねて
きた場所であるが、そこでの経験を大いに踏まえながらの脱暴力プログラムの可能性と課
題について論述する。とくに上記の男性性の観点から、前提としてどのようなかたちで
DV 加害者に男性性が内面化されているのか、それを学び落としていくためにどのような
方法が適当なのかが大きなテーマである。現行の脱暴力プログラムは、心理学的な理論と
方法に基づいているが、その心理学的な実践に対して社会学的な視点を用いればどのよう
に捉えられるのかという、学際的で複眼的な考察が可能になる。そのことを通じて、来る
べき日本の状況を展望する材料を提供できると考える。
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2.

多文化コンピテンシーと博士論文の関連 〔あなたは、プログラム履修を通して、多文化
コンピテンシーをどのように修得しましたか。また、それはどのように博士論文の作成に寄与し
ましたか。多文化コンピテンシーを構成する 6 つのリテラシー（多言語、フィールド、グローバル、調
査、政策、コミュニケーション）それぞれに触れながら、自らの取り組みについて述べてください。〕

博士論文執筆には理論と実証両面において、プログラムの活動が影響している。本博士
論文には、カナダで実践されている DV 加害者プログラムの事例研究を盛り込んでいる。
言うまでもなく、未来共生プログラムの中心的な海外研修であった、カナダ・トロント大
学でのサマースクールは、その基礎になっている。この経験をもとに、報告者は、海外イ
ンターンシップを約半年間カナダで行った。さらに、独創的研究経費を用いて、カナダで
の取り組みを事例に、脱暴力プログラムのあり方に関して社会学的な検討を続けてきた。
未来共生プログラムでの海外経験が、海外での知識と情報を取り入れて研究を進めていく
契機になったのは間違いない。日本で行う理論研究や海外に関する文献研究では決して達
することはできない、ある知識や情報の背後にあるその社会の価値や歴史に対する理解が
生まれた。ただ単に文献で分かるレベルというのではなく、とくに海外インターンシップ
で長期間にわたって生活したことで、これまでとは違ったかたちで知識や情報を得た。
報告者が重視する社会学は、西洋近代の歴史と共にはじまり発展してきた。報告者は修
士課程より主に英米加で生み出された理論や知識を参照しながら研究を進めてきた。未来
共生プログラムの活動は、このような研究のあり方を相対化するのに役立った。カナダで
の経験のみならず、さまざまな国内外の研修を通じて、社会学が重視するエスニシティ、
ジェンダー、階層・階級、宗教などの概念が、それぞれの社会によって多様でときには同
じ概念でも指し示す事柄が大きく異なることが経験を伴って理解できた。もっと言うと、
普遍的な社会学の名の下に生産されてきた研究群には、少なからず西洋的なエスノセント
リズムがあること、それを意識しながら、またその違いから日本的な社会状況を適当に描
写しなければならないことが分かった。たとえば報告者は、博士論文のなかで、階層と男
性ジェンダーの関連についてとくに重視しながら分析してきたが、それぞれの社会で階層
や男性性は異なる様相を見せる。一年次に訪れたイギリスではいまだに「階級」という概
念が存在しているが、カナダにおける「階層」はそれと大きく異なる。そこにはイギリス
という伝統社会と、そこから出てきた人々によってつくられたカナダの歴史が関係してい
るが、そのような理解を含めて文献を深めて読むことができるようになった。
カナダにおいて、インターン活動、独創的研究経費を用いた調査活動を行ったことの成
果は大きい。英語を使った諸活動で、多言語のリテラシーを向上させたのはもちろんのこ
と、海外という予想不可能な事態が起こり得る状況でのフィールドリテラシーを鍛錬させ
た。博士論文の大きなテーマである DV 加害者プログラムの現場は、守秘義務があり、保
護観察中の DV 加害者への対応には注意しなければならないことも多い。さらにそもそ
も、そのような現場に大学院生として、研究者として参加すること自体に大きなハードル
がある。日本でも難しい現場に入るために、報告者にとって不自由な言語である英語を用
いて、加害者を取り巻く活動を行う団体に協力を得るように交渉したことで、多言語・フ
ィールド、調査、コミュニケーションの各リテラシーを成長させることができた。そして
現場でも円滑に意思疎通できたことは非常に大きな成果と言える。
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3.今後の課題と展望にて後述するが、報告者は男性の女性に対する暴力を男性主体とな
って啓発予防していこうというホワイトリボンキャンペーン・ジャパンの活動をしてい
る。そのホワイトリボンキャンペーン発祥の地はカナダであり、海外インターンシップま
た独創的研究活動経費を用いた研究において、カナダのホワイトリボンキャンペーン本部
を訪れ、自らの調査活動における知見を得るだけではなく、カナダと日本のネットワーキ
ング活動を行い、国際的な情報共有を行った。いまだ未知数な部分のある日本のホワイト
リボンのために助言や提案をいただき、また日本の情報を伝えた。このような活動を通じ
て、グローバル・リテラシーも磨いてきた。
このように海外での経験を重ねるほどに、多文化コンピテンシーは向上してきた。一年
次のイギリス・ロンドンの研修や二年次のカナダ・トロント大学での研修では、未来共生
プログラムの先生方がプログラムを組み立て、そのなかで履修生が学んでいった。報告者
はそれらの土台に基づきながらも海外インターンシップ、独創的活動経費を用いた 3 度目
のトロントでの調査へと経験を重ねるごとに、自らの意思と行動でネットワークをつく
り、またさらにそれを広げた。海外インターンシップ以後はカナダで生活の基盤を自らつ
くり、単独で実証研究を行える次元まで到達できた。その過程で、自らの研究テーマや関
心事のみならず多様な社会問題に目を向けることが出来た。カナダ社会を見つめることを
通じて、違いや共通性から日本社会をさまざまな角度から再考し、自らが日本社会で生き
てきたなかで内面化してきた価値観、習慣、規範、文化を相対化し、見慣れたものを見慣
れない形に捉え直し他者化する方法を獲得してきた。なにより、理論的なレベルに留まる
ものではなく、その経験は肌感覚を伴っており、研究や社会活動を説得的にする作用をも
っている。それぞれの社会が矛盾や軋轢を抱えている。報告者の場合、程度や性質は異な
っても、カナダ社会の課題や問題を見つめることで、日本社会をよりよく理解することが
できたと言える。その意味で、とくにフィールド、調査、グローバルの多文化コンピテン
シーを鍛錬しながら、目の前の日常性を分析する力を磨いてきた。また、価値観や習慣の
異なる人々とのやりとりを通じて、外国語を伴ったコミュニケーションリテラシーも向上
した。日本で慣れ親しんできた同質性を前提とする曖昧なコミュニケーションを相対化
し、背景が異なる人々が溢れる社会のなかで自分の意思を表明することの重要性を学ん
だ。
しかしながら他方で、政策リテラシーを磨くような状況までには至っていないのが現状
である。DV 加害者対応に関する研究に取り組んでいる以上、日本における DV 加害者対
応の法制化、脱暴力プログラムの義務化などの政策に関わるアクターとしての実践も今後
求められると考えられる。そのような段階には達していないものの、DV 加害者対応が進
んでいるとされるカナダの状況を日本社会で伝達し日本での DV 加害に関する社会認識
を変える運動をする意思は大いにある。また実際に、海外インターンシップから帰国後、
報告者はホワイトリボンキャンペーン・ジャパンの運営委員として、カナダの DV 加害者
に対する取り組みや日本での DV 加害者対応の法制化を訴える講演やシンポジウムを、西
宮市、堺市、茨木市の男女共同参画センターで出張講演を行ってきた。そのほかホワイト
リボンキャンペーン・ジャパン主催のシンポジウムで登壇し、DV に関する社会認識の変
革を訴えてきた。これらは、未来共生プログラム日本とカナダの共通点と違いを踏まえな
がら、日本で政策的に進展を図ろうとするリテラシーを鍛錬する過程になっている。
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3.

今後の課題と展望 〔プログラム修了後、研究者、実践家としての今後の課題および展望に
ついて述べてください。〕

第一に、研究者としての立場で活動していきたいと考える。家族社会学、社会学理論、
男性研究の分野で自らの立ち位置を確立したい。それに加えて、未来共生プログラムで培
った社会問題を複眼的、学際的な視点で検討していくことを大切にしたい。そのために、
自らの専門とする学問分野のみならず、報告者にとって近隣の学問分野である心理学、人
類学、政治哲学などを学問との関係性を重視しながら、批判的かつ学際的に研究に取り組
んでいきたい。それに加えて、国際的な場面で研究や実践に取り組みたい。上述のように、
5 年間の未来共生プログラムにおける活動で、多くの海外研修を重ねた。そのことで経験
知を積むことができた。
第二に、研究者であるとともに、ジェンダーをはじめとする社会問題に関わる実践家で
ありたいと考える。現在報告者は、男性の女性に対する暴力を男性主体で社会啓発してい
こうというホワイトリボンキャンペーン・ジャパンの活動に参加している。この運動の取
り組みとして、男女共同参画センターでの講演活動や、ホワイトリボンキャンペーン主催
のシンポジウムイベントなどを行ってきた。ホワイトリボンキャンペーン・ジャパンでの
活動のみならず、Re Design For Men という任意団体の活動にも運営側として参画してい
る。この団体は、男性をとりまく今日的な状況を、対話によって自覚し変えていこうとい
う当事者団体である。ともすればこのような取り組みは、男性が留飲を下げるだけの役割
に終わり、女性に対する加害に目を向けなくなることもしばしばであるが、この団体にお
いては、加害性を意識しながら、よりより男性のあり方を自省的に問い続けることを重視
して活動を行っている。仙台市と大阪府を拠点に定期的に男性の意識改革グループ
（Conciseness raising group）を開いている。これらの活動は、未知数なところもあり、活
動として成熟しているわけではない。実際のところ社会的な意義や影響力は、大きいとは
決して言えない。しかしながら、報告者としては、研究や調査活動にこだわりそこでのあ
り様に完結するのではなく、社会と関りまた社会との関りを通じて研究活動を行っていき
たい。したがって、報告者は今後もこれらの現場を重視したいと考える。
また、報告者が研究テーマとする DV 加害者の臨床現場に何らかの形で関与したいと考
える。DV 加害者の脱暴力に向けた実践を行っているのは、目下のところ心理学的な立場
である。報告者のような社会学的な立場からは、実際的な関与はほとんどなされていない。
臨床心理学の理論と方法に基づいて行われているのが現状であり、それは日本において
も、報告者が調査地としてきたカナダにおいても同様である。社会学的な立場からの関与
が乏しいというのは、この分野において大きな課題と言える。社会学は、心理学のように
臨床的実践を行う学問ではないが、心理学的な方法を相対化し、統合的な方法を模索する
ことは可能であると考える。その意味で、将来的に志をともにする研究者、実践家ととも
にこれまでの心理主義的な方法論を反省的に超えるような加害者臨床の現場を構築した
い。ところで、カナダでは、DV 加害自体を犯罪として取り締まり、逮捕後の脱暴力プロ
グラムが法制化されているが、日本の取り組みはそれから大きな遅れをとっている。そも
そもこのような DV 加害を取り巻く日本の法律的・社会的状況を変えることが必要であ
り、そこに向けた実践にも関与していきたい。
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博士論文の全体像

DV加害の社会学

―行為、親密性、男性性の観点から―
人間科学研究科博士後期課程
社会環境学講座 尾﨑俊也

• Ⅰ暴力行為の入り口に関する
• ①暴力行為の社会学的行為理論 行為
• ②男性（性）と暴力行為 規範・意識・文化
• ③親密性とDV加害 領域
• Ⅱ暴力行為の出口に関する研究
• 事例研究 ――カナダのDV加害者プログラムー 現場
• 心理学的実践の社会学的考察とそれらの架橋 学際性

研究方法

①暴力行為の社会学的行為理論

• 調査手法：理論研究、文献調査、質的研究
• 研究対象：DV加害行為と脱暴力の実践
• 理論：社会学的行為理論、近代化論

• 生物学的な本能や行動特性に対して、
• 人間の行為には社会的意味・動機 暴力行為の社会学を企図

• 質的研究：カナダでの現地調査
• DV加害者カウンセリング団体での参与観察
ウンセリング実践者への聞き取り

とカ

• アプローチ：ギデンズ（Giddens 1976=1987）
• 行為者の背後にある行為の構造（資源と規則）
• そこに、メッサーシュミット（Messerschmidt 2014）の男性性と行為
に関する理論を組み合わせる。
★ジェンダーの実践と再生産 力の誇示

②男性（性）と暴力行為

③親密性とDV加害

• 男性性（男らしさ）
• ジェンダー実践としての男性の暴力行為（West and Zimmerman
1987; 片田孫2014; 知念2013）
• それを説明可能なものにしている社会的意識 ★男らしさとして許容
されている行為のパターン

• 問い：親密な関係であるとされながら、なぜDVが起こるのか
• 親密性の近代的性格がどのようにDVに関わっているのか
• ★家族の閉鎖性とDV加害の関係を解明する

• 男性（男性であること）
• 現実の社会のなかでそれぞれの男性がもつ資源
• 経済的資源、社会的威信、教育達成、言語的な資源、身体的資源

• 解明の方法
• 近代家族の形成過程
• A歴史的な変遷 B友情関係との比較
• A＝家父長制の変容と男性支配の形態の変化

③親密性とDV加害

事例研究―カナダのDV加害者プログラム―

• 後期近代社会の性質・家父長制の変容
• 家族と教育の役割（生存、経済、教育）と意味の増大
• 新住民問題、地域の中間集団の衰退
• ※婚姻関係 二者関係の排他性と閉鎖性が高い 離脱の困難性

• 海外インターンシップ：２０１５年９月～２０１６年３月
• 独創的研究：２０１８年１月２６日～２月１９日 （※各リテラシー）

• 友情関係との比較
• 特別な取り決めもなく、いつでも離脱可能で流動的
• 今日見られるDV加害の背景にはこのような親密性の性格がある

• 研究対象は、カナダ・オンタリオ州で実践されている暴力や虐待親
向けの脱暴力プログラム ※他州との比較
• 対象例：
• PAR（Partner Assault Response）Program
• Caring Dads Program

事例研究―カナダのDV加害者プログラム―

事例研究―カナダのDV加害者プログラム―

• 着眼点：社会学的な見方を導入する
• 先行研究： Duluth Model ジェンダーに由来するパワーとコント
ロール心理主義的なアプローチが多くを占める
• 日本への紹介 “DV加害者プログラムを入れるべきだ”

• 現行のカウンセリング方法：ジェンダーに基づく認知行動療法
（CBT） ※多様性あり
• 正しい認知の形成失敗とDV加害 ➣その修正によって脱暴力

• 日加の社会的文脈の大きな違い
• 社会問題を解決するときの道筋の違い 民間と政府の関係

• 社会学的な見方 ★むしろ男性支配社会の認知の正しい内面化に
よってDVが起こっている
• ＊心理主義の優勢がもたらす個人化の弊害
• その他問題点：ジェンダー二元論の再生産（本質主義）、個別性の
排除など
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社会問題に広く及ぶ問題点

多文化コンピテンシー

• ★社会問題解決に実践的に関与しようとするときに生じるディレンマ
• 個人化・外在化
• ジェンダーカテゴリーの本質化やジェンダー二元論の再生産
• “いいジェンダー、悪いジェンダー“の生産
• 加害者像としての男性？ ラベル

• 多言語リテラシー
• 授業や海外での研修や調査で英語を使う機会は多かったが、三つ
目の言語を習熟する段階までは至らなかった。
• 英語をつかった参与観察とインタビュー

• ある差別を解決しようとするとき、別の差別を補強・強化する。
• 差別構造を不可避的に、あるいは無意識的に再生産する。

• フィールドリテラシー
• 国内外での研修や調査の経験から、現場の見方や視座を学んだ。
• ひりひりした現場との関り 被災地やDV加害者へのアプローチ

多文化コンピテンシー

多文化コンピテンシー

• グローバルリテラシー
• 海外インターンシップはじめ生活世界からさまざまな違いを認識
• 文化・言語・習慣の違いと日本での生活の相対化

• 政策リテラシー

• 調査リテラシー
• 調査に関して悩むことで研究者としてのあり方を深めた。
• 記述には及ばない見たこと・聞いたことの意味
• ※方法論に関するイベントの開催（２０１７年１２月）

• コミュニケーションリテラシー（調査・グローバル・多言語リテラシーと
関わる）
• “人に期待しない” 互いに慮り合う日本的なコミュニケーションの相
対化

今後の展望と課題

参考文献

• １．研究者としての自立
• 家族社会学、社会学的行為理論、男性研究
• ２．実践への関り
• ホワイトリボンキャンペーンでの社会的予防
• シンポジウム、講演会、キャンペーン活動
• ３．今後に向けて・課題
• DV加害者対応の取り組み・臨床心理家との関り

• 知念渉，2013，「非行系青少年支援における『男性性』の活用――文化実
践に埋め込まれたリテラシーに着目して」『部落解放研究』199: 41-52．
• Giddens, A., 1976, New Rules of Sociological Method: A Positive
Critique of Interpretive Sociologies, New York: Basic Books. （＝松
尾精文・藤井達也・小幡正敏訳，1987，『社会学の新しい方法規準――理
解社会学の共感的批判』而立書房．）
• 片田孫朝日，2014，『男子の権力』京都大学学術出版会．
• Messerschimdt, J., 2014, Crime as Structured Action: Doing
Masculinities, Race, Class, Sexuality, and Crime, Lanham:
Rowman & Littlefield Publishers.
• West, C. and D. H. Zimmerman, 1987, “Doing Gender,” Gender
and Society, 1(2): 125-51.
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• 要課題 日本の社会的文脈を踏まえたアプローチ 日本とカナダの
違いから

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム
未来共生イノベーター博士課程プログラム

プログラム修了最終報告書
平成

研究科・専攻
氏

名

博士論文題目

1.

医学系研究科

医学専攻

30

年

2

月

5

日

公衆衛生学教室

崔美善

喫煙と血管内皮機能障害との関連

博士論文の内容 〔博士論文（今後提出する予定のものも含めて）の内容を簡潔に説明してく
ださい。（公開する際には、網掛け部分を削除します）〕

[背景と研究目的]タバコは様々な疾病の独立した危険因子であり、多くの人を殺す合法ド
ラッグである。タバコには 7000 以上の化学物質が入っていて、そのうち多くは発がん物
質やタール、ニコチン、一酸化炭素、二酸化炭素といった有害物質である [1]。2012 年の
WHO 報告書によると、毎年タバコによる死亡者は 600 万人もいて、そのうち心血管疾患に
よる死亡者は 10％を占める [2]。日本人喫煙者と非喫煙者の心血管疾患罹患率を 11.9 年追
跡した前向きコホート研究によると、男性では喫煙者の罹患率は非喫煙者の 2 倍で、女性
では 2.7 倍となる [3]。血管内皮機能障害は心血管疾患の初期障害の一つであり、損傷の厳
重さで動脈硬化の進行を判断し、心血管疾患の発生リスクを予測する事が出来る。今まで
のタバコと血管内皮機能障害の関連を見た先行研究はすべて症例対象研究で、少人数を研
究対象としたため、研究対象が世の平均との偏りがある可能性がある。それに加え、先行
研究の大多数が喫煙の急性影響を見て、長期及び大量喫煙の影響は見ていない。そのため、
今回の研究では地域住民を対象に、喫煙習慣（喫煙状況、喫煙量、喫煙歴）と血管内皮機
能障害の関連を明らかとする事を目的とする。
[研究方法] CIRCS 研究（Circulatory Risk in Communities Study＝地域における循環器
疾患のリスクに関する研究)の参加者のうち、30～79 歳の地域住民（秋田、大阪）で、2013
年～2016 年に健診を受診し、血流依存性血管拡張反応（FMD）検査に参加した男女 910 名
（男性 517 名、女性 393 名）を分析対象とし、横断研究を行った。CIRCS 研究は 1963 年
から実施した長期にわたる複数地域対象の循環器疾患の疫学研究である。FMD 検査は超音
波装置を用いて上腕動脈を描出し，安静時の上腕動脈血管径を測定する。安静時血管径の
測定後，前腕部を 5 分間駆血する。動脈血流を完全遮断するため，通常カフは収縮期血
圧プラス 50 mmHg の圧にて加圧し、それを 5 分間維持する。その後駆血状態から動脈血
流を開放することによって上腕動脈で血流の増加が生じ、血管内皮を刺激する事で、血管
内皮細胞は一酸化窒素を放出し、上腕動脈の拡張が見られる。駆血開放から 2 分後の血管
径が最初の安静時血管径より拡張した比率で、血管内皮機能を測定できる。血管内皮機能
は FMD 検査により計測した。血管内皮機能障害は第 1 四分位数以下（FMD<5.1%）と定義し、
喫煙量が 40 pack-years(Pack-years=一日の喫煙本数 X 喫煙年数/20)以上を大量喫煙、喫
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煙期間が 40 年以上を長期喫煙と定義した。喫煙習慣と血管内皮機能障害との関連を性別、
年齢、地域、BMI、収縮期血圧、HDL コレステロール、non-HDL コレステロール、中性脂
肪、糖尿病、飲酒状況、身体運動、降圧剤服薬、糖尿病治療薬服薬、高脂血症治療薬服薬
と安静時血管径を調整した多重ロジスティックモデルを用いて分析した。
[研究結果] 非喫煙者は 364 名、過去喫煙者は 342 名、喫煙者は 204 名であり、その内、
一日の喫煙本数が 30 本以上の喫煙者は 34 名、大量喫煙者は 115 名、長期喫煙者が 78 名
であった。喫煙者の％FMD 平均値は、非喫煙者と比べて有意に低かった。性別、年齢を調
整した％FMD 平均値（SE）は、非喫煙者で 7.37(0.17)、30 本/日以上吸っている喫煙者で
6.21(0.51)、大量喫煙者で 6.63(0.30)、長期喫煙者で 6.33(0.35)であった。血管内皮機
能障害の多変量調整オッズ比（95％信頼区間）は、非喫煙者と比べて、タバコを 30 本/
日以上吸っている喫煙者で 2.22(1.00-5.13)、大量喫煙者で 1.86(1.06-3.27)、長期喫煙
者で 2.19(1.17-4.12)であった。
[考察] 血管内皮細胞にある一酸化窒素合成酵素 (eNOS) によって合成される一酸化窒素
は血管拡張物質として大きな役割を果たす。血管内皮は一酸化窒素をシグナルとして周囲
の平滑筋を弛緩させ、それによって動脈を拡張させ血流量を増やす。それから、細胞接着
抑制や血小板粘着凝集抑制などを通じて、血管保護作用も有する [4]。血管内皮機能が障害
されると、血液中に放出される一酸化窒素濃度は低下し、その結果、血管の拡張が遅れる
かできなくなるに加え、血栓を作りやすくなり、最終的には動脈硬化を起こし、心血管疾
患に至る。
今回の研究は複数地域の住民を対象とし、タバコと血管内皮機能障害の関係を調査した
初めての疫学研究である。それに、長期と大量喫煙が血管内皮機能障害を生じると仮説を
立てた初めての研究である。血管内皮機能の検査に使った FMD は非侵襲性検査であり、時
間も比較的短いため、繰り返し何度も検査をする事が出来る。この利点を利用し、横断研
究だけではなく、追跡研究も行う事で、タバコと血管内皮機能障害の因果関係を究明出来
る。今回の研究はその追跡研究のベースライン研究となりうる。
[結論] 地域の一般住民において、大量喫煙と長期間の喫煙は血管内皮機能障害と関連し
た。
参考文献
[1] U.S. Department of Health and Human Services. A Report of the Surgeon General:
How Tobacco Smoke Causes Disease: What it Means to You. U.S. Department of Health
and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for
Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2010.
[2] World Health Organization. WHO global report: Mortality attributable to tobacco.
2012.
[3] Higashiyama A, Okamura T, Ono Y, Watanabe M, Kokubo Y, Okayama A. Risk of smoking
and metabolic syndrome for incidence of cardiovascular disease--comparison of
relative contribution in urban Japanese population: the Suita study. Circ J.
2009;73:2258-63.
[4] Ignarro LJ. Nitric oxide as a unique signaling molecule in the vascular system:
a historical overview. J Physiol Pharmacol. 2002;53:503–514.
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2.

多文化コンピテンシーと博士論文の関連 〔あなたは、プログラム履修を通して、多文化
コンピテンシーをどのように修得しましたか。また、それはどのように博士論文の作成に寄与し
ましたか。多文化コンピテンシーを構成する 6 つのリテラシー（多言語、フィールド、グローバル、調
査、政策、コミュニケーション）それぞれに触れながら、自らの取り組みについて述べてください。〕

私の博士論文テーマを見ると未来共生と余り関係なく思えるかも知れないが、実際、博
士論文を完成するまで必要だったのは知識、フィールド・ワーク、英語で、未来共生で参
加した数々の活動や経験は論文完成に大きく寄与している。
博士課程に入る時、私が一番興味を持っていたのは生化学検査結果と生活習慣病の関係
であり、生活習慣と言う行動に関しては余り関わりたくなかった。生化学検査結果のコン
トロールに置いて重要なのは勿論普段からの生活習慣を直す事であるが、治療薬服用で早
くコントロールする事も出来る。生活習慣を直すのは本当に難しい事で、その介入も、対
策を立てるのもすごく時間が掛かる仕事で、有意義ではあるが、四年間の博士課程でそこ
までやれる自信がなかった。コホート研究のデータ収集のために毎年健康診断に参加して
いたが、地域住民と触れるのは精々何週間だけで、後はデータを見る事しかなかったので、
生きた人のために、疾病の予防のために公衆衛生を選んだはずが、段々すべてのデータが
ただの冷たい数字で、論文を書くための手段でしかなかった。だが、その心境に変化があ
ったのは海外インターンシップ中、世界保健機関（WHO）で働いた 5 ヶ月間がキッカケだ
った。私が所属されていたのは生活習慣病予防部門の CIC（Comprehensive Information
Systems for Tobacco Control）チームで、タバココントロールのための世界の喫煙状況
や喫煙による死亡率統計と地域による禁煙対策を立てるのが主な仕事だった。インターン
シップを始めて直ぐ、私は世界各国から帰ってきた喫煙調査表のデータ解析を任された。
今までやってきた解析よりも単純で、簡単だったので、もう少し時間をかけて、データを
分析した。地域間で全く異なる喫煙パターンに気づき、その理由が知りたくてスーパーバ
イザーに聞くか、部署にある今までの報告書や論文を読んでタバコと世界の喫煙率、また
地域毎の禁煙対策などについて知識を深めた。私が喫煙に大きな興味を示すのを見て、ス
ーパーバイザーは WHO と NCI(National Cancer Institute)との共同報告書の第二章を執
筆する時、私をアシスタントにした。仕事をしていくなか、私の中では全世界の禁煙に対
して使命感すら芽生えた。調査で問題を発見し、論文で問題発生の理由について疫学根拠
を出し、その根拠に基づいて予防対策を出す。当たり前の事ではあったが、私は大学院に
入って二年が終わろうとしていたその時期にやっと本当に理解した。そこで、自分が今ま
でやっていた血管機能検査と喫煙の関係を見る事で、喫煙の有害性について疫学根拠を出
そうと思った。論文テーマで喫煙を選ぶ時に一番影響を受けたのは海外インターンシップ
だったが、疫学研究に置いて重要なコホート研究についての知識を深めたのはロンドン語
学研修とハワイの哲学研修の時だった。ロンドンに行った時、休みの日を利用して、
University College London (UCL)大学の図書館でイギリスの有名なコホート研究である
Whitehall 研究と私たちの研究室が参加している CIRCS 研究と比較した。そこでコホート
研究の類似点と相違点を知り、コホート研究とは何かを教科書の定義ではなく、実際の例
で理解した。ハワイに行った時はホノルル大学で前行っていた有名なコホート研究を知
り、その研究に参加されていた先生に連絡して、実際にお会いし、研究とその結果等につ
いて詳細な説明を受けた。自分が参加している研究をちゃんと分かるようになったから、
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集めたデータで解析が出来た。
データを集めるために必要なのはフィールド・ワークである。我々のフィールド・ワー
クは研究の対象地域に行って健康診断をする事で、最初に健康診断に参加した時、従事者
として受診者と向き合う事に慣れてなくて、任された仕事だけをやり遂げる事に精一杯
で、周りを見る広い視野もなければ、受診者とのコミュニケーションも上手く取れなかっ
た。未来共生に参加してから、色々なフィールド・ワークに参加し、色々な人と出会って、
色々な知識を増やしながら、貴重な経験をした。グループのチームワーク、対象者へのイ
ンタビュー、全く異なる集団への溶け込み方の学習、介入活動の設計や実行。正直、どれ
も始める前は嫌々だった。だが、やって行く中でやりがいを感じ、達成感を覚え、自分の
成長に気づいた。自分自身に自信がついて、研究でのフィールド・ワークでも受診者と積
極的にコミュニケーションを取り、受診者側に立って考えるようになった。そうしていく
うちに、フィールド・ワークがより楽しく、よりスムーズになり、そのおかげで、論文も
決まった時間内に完成出来た。
論文は英語で書くし、参考文献も全て英語である。ある程度の英語力がないと、論文を
書くのも至難の技だ。大学院に入ったばかりの時は英語が非常に不得意で、論文一本読む
のに時間がかかる割には理解が全然出来なかった。未来共生に入る時、私は 3 ヶ国語に堪
能しているので、違う国から来た人達の間に立って共生を促す役割を果たしたいし、もっ
と多い人達やグループを共生させる為には英語は必要不可欠なので、英語の勉強にも励む
と言った。その決心に答えてくれたかのように、未来共生は英語上達の為に色々な機会を
与えてくれた。ロンドンでの英語研修、ハワイでの哲学研修、トロントでの多文化学研修、
海外インターンシップ、ザンビアでの平和と安全保障研修、これだけの海外研修と英語の
授業や集中講義に参加していると、いつの間にか英語が話せるようになり、聴き取れるよ
うになった。海外インターンシップの時、私はスーパーバイザーが与えた仕事とは別に、
リテラチャー・レビューを書いた。レビューを書くために抄録、本文合わせて、全部で
900 本以上の論文を読んだ。読んでいく中でコツを掴み、読む速度も上がり、解読力も著
しく成長した。それが出来るようになったお陰で、博士論文の原稿を書くのに、一ヶ月も
掛からなかった。また、私たちの研究室には留学生が多いが、英語が話せるようになった
おかげで、皆で論文について議論する時もちゃんとコミュニケーションが取れる。
博士課程を卒業するための四年間は長い。だが、私の四年間は他の大学院生の四年間よ
り確実に長かった。私が積み上げてきた経験もまた研究室と家を往復して来た大学院生よ
り多い。人生で初めて参加した社会学の授業は毎回私の知らない世界を教えてくれた。正
解が出ないまま終わる事に大分戸惑ったが、正解などない、答えの出ない社会問題で悩む
うちに、すべての物事を広い視野で見て、判断する事を学んだ。すべてのラーニング・プ
ログラムは殆どがチームワークで、私とは全く違う考え方や答えを出す同級生たちに感心
したし、意見が合わない度に共生する方法を探し続け、最後はいつも円満に収まった。海
外研修やインターンシップで、この先、これ以上に辛い事はないだろうと思うほど、心身
ともに疲労した時もあったが、それでも途中で諦めず、最後まで頑張り続けた。未来共生
に参加したこの四年間で、私は大きく成長した。研究でも、生活でも。強くなった私はこ
の先もまた頑張れる。
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3.

今後の課題と展望 〔プログラム修了後、研究者、実践家としての今後の課題および展望に
ついて述べてください。〕

一年前までは卒業後は「研究者として働く」、この一つの道しかないと思っていた。だ
が、日本で医師になれる道を見つけた。医師国家試験を受けるまでに予備試験と 1 年間の
インターンがあるし、予備試験に合格するまでも何年かかるか分からないが、それでも希
望がある限り私は頑張れる。医者になるのが最終目的ではない。ただ、一つしかなかった
道が今は二つも三つもあるから、私はもっと心の余裕を持って、今出来る事を全力でやっ
て行こうと思っている。
指導教官のご厚意で、しばらくは大阪大学で、今の研究室で研究者として働く事になっ
た。先ず、国際交流に置いては「キャンパス・アジア」と言う世界的健康問題の解決に向
けた医学研究グローバルリーダー育成プログラムに参加する。「キャンパス・アジア」に
は日本、韓国、中国の六つの大学が参加している。他国の参加大学の学生を受け入れ、短
期交換留学プログラム、中期集中プログラムと長期共同研究等を経て、世界的健康問題解
決型の医学研究者育成を目指すこのプログラムで、私は大阪大学と韓国のプログラム参加
大学との連絡を担当する。プログラムのシステムの潤滑な稼働のために積極的にコミュニ
ケーションの場を設け、派遣留学生、受け入れ留学生がもっと有意義な経験が出来るよう
に支援する。未来共生プログラムに入る前から、違う文化の人々が共生するために一番最
優先に解決する必要があるのが言葉の壁だと思っていた。未来共生に参加した四年間、私
は身をもってそれを実感した。やはり言語に堪能でないと、コミュニケーションも円滑に
進まないため、共生は論外である。その時、共生を手助けできる「中間人」になりたい、
これが未来共生に志望した動機だった。「キャンパス・アジア」での私の役割は正にその
「中間人」で、今度は私が日本と韓国の参加大学の「中間人」として、医学・公衆衛生学
分野の教育・研究の共生のために助力する。研究に置いては、研究課題は今までと少し異
なる母子保健になるが、新たな分野の知識を早く吸収しながら、大学院生時代に鍛えた統
計解析力と論文執筆力で一本でも多く論文を書く事を目標とする。又、時間が許す限り、
「キャンパス・アジア」の他の参加大学との共同研究も進めたいと考えている。高齢社会
に入っている日中韓の生活習慣病の特徴や各自実施している予防政策、その中から経験を
吸収して、お互いもっとその社会の実情に合う地域政策を出すための疫学根拠を出す事を
試みる。
仕事以外の時間はすべて医師国家試験予備試験の試験勉強に使う予定である。なるべく
短時間で合格して、一日でも早く医者として臨床で働きたい。研修医も終えた後は、今の
コホート研究は勿論、臨床と社会医学を合わせて、研究の幅を広げるのが目標である。
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背景と⽬的

喫煙と⾎管内⽪機能障害との関連
(Journal of Atherosclerosis and Thrombosis)

u

2012年のWHO報告書によると、毎年タバコによる死亡者は600万⼈も
いて、そのうち⼼⾎管疾患による死亡者は10％を占める。

u

タバコには7000以上の化学物質が⼊っていて、そのうち多くはタール、
ニコチン、⼀酸化炭素、⼆酸化炭素といった有害物質である。

u

⾎管内⽪機能障害は⼼⾎管疾患の初期障害の⼀つであり、損傷の厳重
さで動脈硬化の進⾏を判断する。

医学系研究科公衆衛⽣学教室
崔美善

F

M

D

Flow - Mediated Dilation

⾎流依存性⾎管拡張反応

背景と⽬的

研究⽅法
研究対象：2013年〜2016年にCIRCS研究（CIRCULATORY RISK IN

ü今までのタバコと⾎管内⽪機能障害の関連を⾒た先⾏研

COMMUNITIES STUDY＝地域における循環器疾患のリスクに関する

究のほとんどは症例対象研究で、喫煙の急性影響を⾒た研

研究)に参加した秋⽥県井川町と⼤阪府⼋尾市南⾼安地区の住⺠の中

究は多いが、⻑期影響及びdose-responseは⾒ていない。
üそのため、今回の研究では地域住⺠を対象に、⻑期及び

で、FMD検査の参加を同意した30歳〜79歳の住⺠910⼈（男性517⼈、
⼥性393⼈）
FMD検査⽅法：

⼤量喫煙と⾎管内⽪機能障害との関連と疫学根拠を出す事
を⽬的とする。

研究結果

研究⽅法

Table. Age- and Sex-adjusted Mean Values of FMD and Proportion of low FMD according to Smoking Status, Pack-years and Years of Smoking

Never

ü ⾎管内⽪機能障害をFMD<5.1%（第⼀四分位）と定義する
ü 現在喫煙者：現在の喫煙量が⼀⽇⼀本以上
過去喫煙者：禁煙者

Number
Age
Men, %
Mean of flow-mediated dilation, %
Low Flow-mediated dilation, %
Baseline brachial artery diameter, mm

364
50.7(0.5)
25
7.37(0.17)
18
3.94(0.03)

Number
Age
Men, %
Mean of flow-mediated dilation, %
Low Flow-mediated dilation, %
Baseline brachial artery diameter, mm

364
50.7(0.5)
25
7.37(0.17)
18
3.94(0.03)

Number
Age
Men, %
Mean of flow-mediated dilation, %
Low Flow-mediated dilation, %
Baseline brachial artery diameter, mm

364
50.7(0.5)
25
7.37(0.17)
18
3.94(0.03)

Never

⻑期喫煙者：喫煙期間が40年以上
⼤量喫煙者：喫煙量が40 pack-years(⼀⽇の喫煙本数/20 X 喫煙年数)
ü 調整因⼦：年齢、性別、地域、安静時⾎管径、BMI、⾎圧、糖尿病、
⾼脂⾎症、降圧剤服薬、糖尿病治療薬使⽤、⾼脂⾎症治療薬使⽤、
飲酒、運動習慣

Never

Current
<30 cigarettes/day
≥30 cigarettes/day
342
170
34
54.3(0.5)***
51.6(0.7)
50.8(1.6)
76***
79***
100***
7.05(0.16)
7.01(0.23)
6.21(0.51)*
26*
28*
42**
3.95(0.03)
3.97(0.04)
4.11(0.09)
Number of cigarettes smoked, pack-years
12040256
175
115
48.8(0.5)**
55.1(0.6)***
60.4(0.8)***
59***
93***
98***
7.10(0.19)
7.01(0.24)
6.63(0.30)*
23
24
33**
3.91(0.03)
4.03(0.04)
4.01(0.05)
Years smoked, years
12040209
259
78
48.6(0.6)**
53.6(0.5)***
64.6(1.0)***
67***
91***
100***
7.14(0.21)
7.03(0.19)
6.33(0.35)**
21
26
37**
3.92(0.04)
4.00(0.04)
3.99(0.06)
Former

*p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001 compared with never smokers

研究結果

研究結果

Figure. Multivariable-adjusted Odds Ratios of Low FMD according to Smoking status, Pack-years and Years of Smoking.

Odds ratio

2.5

2.23

2

u

1.5

1.26

1.18

0.5

u

0
Never

Former

Currently <30 cigarettes/day

1.83

Odds ratio

Odds ratio

2

2.16
2

u

1.5

1.5
1

1.14

1.10

1

1

1.07

1

⼤量喫煙者と⻑期喫煙者は⾼い⾎管内⽪機能障
害率を⽰す

1.20

0.5

0.5
0
Never

1-

20-

40-

Pack-year

0
Never

1-

20-

メカニズム
タバコ

• ニコチン、タール、カドミウム、ベンゼン等

• 酸化ストレス

障害

• 炎症

• eNOS (⼀酸化窒素合成酵素)

内⽪

• ⾎⼩板付着

• ⾎管弛緩

NO
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≥ 30本/⽇現在喫煙者のlow FMDは⾮喫煙者の2
倍以上

Currently ≥30 cigarettes/day

2.5

2.5

現在喫煙者のFMD平均値は⽣涯⾮喫煙者より⾼
い

1

1

• ⾎流増加
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40-

Year
Years
s

博⼠論⽂を完成させるまで
u

テーマ、知識

u

英語

u

フィールド・ワーク

知識
u

テーマ

コホート研究

u

★ロンドン：Whitehall Study

★⽣化学検査

★ハワイ：Honolulu Heart Study
u

★⼼電図異常

★海外インターンシップ

フィールド・ワーク
u

★⾃分のポジション
未来共⽣
★チームワーク
★全く異なる集団への溶け込み⽅

喫煙

英語を必要とする所
★参考⽂献

★チームワーク

★インタビュー

→

英語

健康診断

u

⽣活習慣

★アメリカ国⽴衛⽣研究所（NIH）との
共同報告書

疫学、統計学

★コミュニケーション

→

★WHO CIC

★授業

u

喫煙

★論⽂執筆

★ジャーナルの規定

★レビュアーやエディターからのコメント＆レスポンス
u

未来共⽣から得た英語⼒
★英語授業

★海外研修

★チューター制

★海外インターンシップ

★介⼊活動の設計と実⾏

その他

今後の課題と展望

u

発表

u

国際交流

u

レポート

u

研究

u

“Prevalence and Correlates of
Dyslipidemia among Men and Women in
Palau: Findings of the Palau STEPS
Survey” Journal of Epidemiology

１．⺟⼦保健
２．⽣活習慣病、遺伝⼦疫学
３．国際⽐較
u

医師免許
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第7章 サテライト・オフィス

7.1. 野田村サテライト・オフィスの活動状況
7.1.1.

野田村サテライト設置の経緯

野田村サテライト・オフィス（以下、野田村
サテライトと示す）は、2011 年 3 月 11 日、東北
地方太平洋沖地震（以下、東日本大震災と示す）
が発生した際、渥美公秀教授（人間科学研究科）
が務める認定特定非営利活動法人日本災害救援
ボランティアネットワークが、岩手県九戸郡野
田村において救援活動を展開していたことを縁
として、設置されることとなった。

写真

野田村サテライトの外観

発災直後から野田村において支援活動を行っ
てきた団体の連携組織である「チーム北リアス」1が結成され、そこを窓口として、大
阪大学の教員･学生が復興、交流活動に継続的に行ってきた。震災から復興をめざす東
日本大震災被災地には未来共生プログラムの目指す未来共生の萌芽が溢れているとい
う認識を深め、その研究・活動拠点として、野田村に本サテライトを開設して運営して
いくことになった。
1

「チーム北リアス」は、以下共同代表と加盟団体・個人からなる有志ネットワークである。共同代表：永田素彦氏（京
都大学）、河村信治氏（八戸工業高等専門学校）、李永俊氏（弘前大学）、寺本弘伸氏（日本災害救援ボランティアネット
ワーク）。加盟団体：
「チームオール弘前」
（弘前大学、弘前市ボランティア支援センター、弘前市社会福祉協議会、動こ
う津軽）、八戸工業高等専門学校、八戸工業大学、八戸市社会福祉協議会、八戸市 JC、京都大学、大阪大学、関西学院
大学、首都大学東京、「日本災害救援ボランティアネットワーク」、「大阪大学すずらん」、「Japan Contemporary Dance
Network（JCDN）」、「陽だまり IWATE」、「チーム TOMODACHI」。（以上順不同）
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本サテライトは、遠隔教育システムを配備し、各地域間および大阪大学と野田村を結
び、地域内外との情報交換、発信の機能をもつ。東日本大震災から復興へと歩み続ける
地だからこそ見えてくる未来共生の課題解決に向けて、村民やボランティアと共に活動
し、現場に響く教育、研究を行っている。
7.2.1. 野田村サテライトの役割
本サテライトは「教育」、「研究」、「実践活動」の３つの機能を持つ。「教育」では、
夏季集中講義（コミュニティ・ラーニング）を開講し、学生が約 10 日間にわたるフィ
ールドワークを毎年 8 月に行っている。村の歴史、文化、生業、コミュニティ活動、そ
して震災について、村の方々との対話を通じて、地域復興、活性化の道を学生なりに探
ることを授業の目的としている。
「研究」および「実践活動」としては、村民と外部支援者（学生、研究者、ボランティ
ア等）が交流し共に学ぶ機会として、セミナーを月命日の 11 日に 2018 年 2 月 11 日に
第 60 回、丸 5 年間の開催を経て第 1 期の活動を終了した。
「実践活動」では、地元有志の方々との協働でコミュニティラジオ（愛称：のだむラジ
ヲ）の開局に向けた活動のほか、震災の記憶、記録のアーカイブ事業などを展開してい
る。以下に 2017 年度の活動を報告する。

図 7.1

野田村サテライトの役割

7.2.3 教育活動
野田村サテライトは、本プログラムの特徴であるプラクティカルワークの最初の授業、
第一ステップにあたる「コミュニティ・ラーニング」の実施拠点となっている。
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(1)コミュニティ・ラーニング
第 3 章 3.2 コミュニティ・ラーニングに述べたとおり、2016 年度に引き続き 2017 年
8 月 18 日～27 日の 9 日間、フィールドワーク実習を行った。今年度は、履修生 9 名、
人間科学研究科の学生 3 名の計 12 名が本サテライトを拠点に村内で様々な活動を行っ
た。
今年度は、これまでとは異なり、学生一人ひとりがテーマやフィールドをわけて活動
するにではなく、3 人 1 組となり 4 グループに分かれてフィールドワークを行った。
三陸鉄道㈱の「震災学習列車」の乗車などにより野田村における震災の記憶を概観し
た後、山手の集落 2 か所（和野平、日形井）、海手の集落 1 か所（新山）、海と山の中間
地点に位置する集落 1 か所（下明内）を対象にフィールドワークを行った。
昨年度までと同様に、各集落の村民との対話を通じて、各集落の成り立ち、生業、文
化を知り、作業の手伝いなどを通じて、野田村の復興について考える機会をもった。そ
のうえで、共通のテーマとして、国の復興事業として沿岸部に広域的に整備されている
「みちのく潮風トレイル」2の活用を提案することを試みた。
学んだ成果は、野田村民有志との実践活動として展開しているコミュニティラジオ
「のだむラジヲ」の番組としてとりまとめ、8 月 26 日（土）の野田祭りの会場におい
て、生放送で報告を行った。また、野田祭りの会場に大阪大学のブースを出展し祭りの
賑わいに寄与する活動も行った。

写真

早朝サイクリング

写真

フィールドワーク

『みちのく潮風トレイル』とは、環境省が東日本大震災の復興事業として整備した、青森県八
戸市から福島県相馬市までの太平洋沿岸をつなぐロングトレイルである。
2
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(2)コミュニティ・ラーニング成果報告会
8 月 25 日（金）午前 10 時から授業の成果報
告会を行い、遠隔システムを用いて大阪大学吹
田キャンパスとつなぎ、現地（野田村）と大阪
の双方向で活発な意見交換が行われた。また、
報告会終了後は活動の振り返りならびに報告書
の打ち合わせ行った。
7.2.2. 研究・実践活動

写真

成果報告会の様子

(1)野田村サテライトセミナーの開催
野田村サテライトでは、2013 年 3 月 11 日から東日本大震災の月命日である 11 日に
野田村サテライトセミナーを毎月開催してきた。2018 年 2 月 11 日に第 60 回を開催し、
野田村サテライトセミナーの第 1 期を終了した。
セミナーは、復興をテーマとした「復興コース」、野田村に関連したテーマの「のだ
コース」、阪大生が企画、実施する「阪大生コース」など多様な話題で開催してきたが、
2016 年度からは、村民有志による企画会議を設けて村民自らが、企画、準備を行い開
催する「村民企画セミナー」に取り組んだ。

図 7.2

野田村サテライトセミナーのテーマ分布

2017 年度(表 1)は、村民企画セミナーを、第 51 回（5 月）、第 53 回（7 月）、第 55 回
（9 月）、第 57 回（11 月）、第 58 回（12 月）の計 5 回開催した。テーマは「山葡萄ワ
イン」、「北紫雲丹」、「鮭」といった野田村の特産品をはじめ、「都市公園整備事業」や
「宇宙の旅・星空観測会」と多彩な内容となり、毎回、多数の村民が参加し盛会であっ
た。特に特産品のテーマも含め、震災からの復興の取り組みについて多くの会で語られ
たことが印象的であった。
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その他に、第 50 回（4 月）は学生ボランティアについて、第 52 回は災害の「前日」
について、第 54 回（7 月）は「みちのく潮風トレイル」について、第 59 回は「災害ボ
ランティア」についてと、村民企画以外においても災害、防災、復興に関わるテーマで
多くの会を開催した。
例年、恒例となりつつあるコミュニティ・ラーニングの成果を野田村の方々に報告す
る機会として第 56 回（10 月）に学生達がセミナーを開催した。
そして、サテライトセミナー第Ⅰ期最後の第 60 回では「サテライト祭り」と題して、
この 5 年間のセミナーを振り返り、これまで参加してくださった方、講師になってくだ
さった方と大阪大学から多数の教員が参加して第Ⅱ期の展開を考えた。野田村の方々か
らは、
「野田村と大学が協働して、形に残るものを考えていきたい。」といったご意見や、
「村の身近な問題と大学の研究課題をマッチさせる」、
「村の既存の活動を活性化させる
機会に」といった様々な意見をいただき、セミナーを通じてつながる世界を継続してい
くことが大切と確認し終了した。
本セミナーは、5 年間に延べ約 800 名以上の村民、野田村の復興支援に関わる学生、
研究者やボランティアなどが参加した。本セミナーは、近隣に大学がない野田村におい
て学術研究に触れる学びの場、村の資源を再確認、再発見する場として活用されたとい
えるだろう。
なお、野田村サテライトセミナーの 5 年間の記録をとりまとめ、2018 年 3 月に記録
誌として発行している。

写真
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第 57 回（村民企画）セミナーの様子
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写真

第 60 回セミナーの様子

表 7.1
実施日

曜日

4 月 11 日

火

2017 年度野田村サテライトセミナー開催実績

回
50

テーマ

備考（講師等）

関西から大学生は何をしたくて来て

関西学院大学

関嘉寛先生

14

いるのか？
5 月 11 日

木

51

第 4 回村民企画

涼海の丘ワイナリー

涼海の丘から、山葡萄ワイン

を世

18

坂下誠所長

界へ
6 月 11 日

7 月 11 日

日

火

52

53

その「前日」について、考えてみま

京都大学防災研究所

せんか？

矢守克也先生

第 5 回村民企画

①

15

岩手県栽培漁業協会

「北紫雲丹」を育み、世界へーウニ
②

箱石和廣所長

の生産から栽培、加工、販売戦略を
③

㈱ひろの屋

21

下苧坪之典代表④

学ぶ
8 月 11 日

金祝

54

みちのく潮風トレイルの取り組み、

八戸工業高等専門学校

魅力、活用方法と「道」について

河村信治先生

12

久慈広域観光協議会
大向清勝事務局次長
9 月 11 日

月

55

都市公園整備事業「十府ケ浦公園」

野田村復興むらづくり課

17

松本良治課長
10 月 11 日

水

56

コミュニティ・ラーニング報告会

大阪大学大学院生

25

11 月 11 日

土

57

第 7 回村民企画

かまどのつきや

16

野田村の食文化と鮭料理

小野寺信子代表

＠かまどのつきや
12 月 11 日

1 月 11 日

2 月 11 日

月

木

日祝

58

59

60

農家食堂

第 8 回村民企画

国立天文台

30

野田村発 138 億光年宇宙の旅

縣秀彦先生

23 年間災害ボランティアに関わって

被災地 NGO 恊働センター

きて学んだこと

村井雅清氏

大阪大学野田村サテライト祭りー5

大阪大学

渥美公秀

年間の取り組みを振り返る感謝のつ

大阪大学

石塚裕子

16

35

どい
(第 I 期最終セミナー)
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(2)「のだむラジヲ」の活動支援
2013 年 8 月に 1 期生のコミュニティ・ラーニングの活動として行った、夏祭りでの
イベント放送をきっかけに、地元有志の人々のコミュニティラジオ開局への気運が高ま
り、2013 年 12 月に「のだむラジヲ開局準備会」が結成された。2013 年度は 1 期生の継
続自主活動として、2014 年度は１期生のプロジェクト・ラーニング、そして毎年、夏
のコミュニティ・ラーニングの一環として活動を行い、毎年、履修生が活動に参加して
いる。
2016 年度に引き続き、2017 年度も岩手県の「NPO 等にとる復興支援事業費補助金」
を獲得し、野田村民と大阪大学、ボランティアとの連携事業を展開した。ラジオ放送だ
けでなく、モノづくり、コトづくり、オトづくりの拠点として、村内のコミュニケーシ
ョンの活性化をめざした。岩手県立久慈工業高等学校や野田村商工会として連携して、
多様なイベントを開催した。
今後も、野田村の人々による野田村のためのラジオ局の開設をめざし、野田村の方々
と本プログラムの履修生や教員が継続的に恊働実践していく。

写真
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モノづくりワークショップ参加者
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のだむラジヲフェスタの様子

7.2. インドネシア・サテライト・オフィスを通じた活動
2013 年度からインドネシアのガジャ・マダ大学（UGM）国際関係学科内に設置され
た本プログラムのインドネシア・サテライト・オフィスは継続的に運営 5 年目を迎える
ことができた。その役割は、塚本俊也特任教授（未来戦略機構第五部門）を中心とした
災害に関する研究、CARED（災害時安否確認システム）の開発における拠点的な役割
を果たし、また、本プログラムの 1 年次の集中講義 Disaster Management and Humanitarian
Action においても拠点的な役割を果たしている（第 4 章 5 節）。同時にこの 4 年間で UGM
に多文化共生という概念を伝え、国際関係学科の研究者にも様々な研究において、多文
化共生の意識を伝えてきました。

7.2.1.

多文化共生・災害情報システム（CARED）の開発 5 年目

未来共生のプログラムにおいて、学生たちのリスク・マネジメントをもっと効率よく
するためにインドネシアのサテライト・オフィスの企画で多文化共生・災害情報システ
ム（CARED）の開発を開始し４年目となった。言語もマレー語を増やし、12 言語での
使用が可能になった。
このアプリは、今後、大学のグローバル化におけるアウトバウンド対策、訪日外国人、
留学生のインバウンド対策として検討しているが、インドネシアでは、サテライト・オ
フィスの取り組みとして地域の防災局と連携して、防災局のボランティアや高校生に防
災トレーニングを実施しながら、CARED の使い方を広めている。インドネシア政府国
家防災庁（BNPB）にも承認され、次年度は地域の防災局で実証実験を行うことになる
予定。現在、アチェ州において実証実験が行われています。

写真

CARED のチラシ
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第8章 学生支援体制

8.1. 学生支援の目的
学生支援体制は、履修生がリーディングプログラムにおける活動と所属研究科の研究
活動が両立できるように、履修生をサポートすることが目的として構築されている。具
体的な支援策として、ハウス制、奨励金、独創的教育研究活動経費、を制度的に構築し
ている。

8.2. ハウス制
本プログラムでは、イギリスのパブリックスクールで運用されているハウスの制度を
参考に、図 8.1 に示されるように学生支援ワーキングの教員、特任教員・職員、各学年
の履修生で構成される 5 つのハウスを設置している。
ハウス制はメンター機能と、チューター機能を持つ。各ハウスに所属する教員は、日
頃の学習、進路、研究活動などについての相
談役として位置づけられている。プログラム
の進捗や研究活動のスケジュールに合わせ
て表 8.1 に示されるように個別面談又はグル
ープ面談を実施し、プログラムに対する評価
およびニーズの把握、主研究科での研究の進
捗状況などをモニタリングしている。
また、入学時のオリエンテーションの場で
写真
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ハウス制の面談
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は、全学年に参加を呼びかけハウスのメンバ

ーの顔あわせを行っている。各学年約 3 名ずつで構成される履修生にとっては、ハウス
は、プログラムや研究活動についての情報交換、相談できる場となり、互いに切磋琢磨
できる関係を形成する場となっている。

図 8.1

ハウス制のイメージ図

表 8.1

面接スケジュール

学年

実施時期

面談目的

形式

1 年次

6 月下旬

プログラムを数ヶ月経験してみて、研究科の研究とプログラムの両立

グループ面談

について、どのように感じているかを把握する。
2 月下旬

1 年間を通じてプログラムに関する感想ならびに改善点の提案を受け

個人面談

る。また、修士研究の進捗ならびに予定を確認する。
2 年次

7 月下旬

修士論文の進捗状況の確認ならびに 3 年次の海外インターンシップの

個人面談

準備状況の確認、相談
3 年次

2 学期

海外インターンシップ期間を通じて、1 週間に 1 回以上のメール、1 ｹ

個人面談

月に 1 度の遠隔システムによる面談を実施し、インターンシップの状
況などを確認する。
(注)要望に応じて、個人面談などを随時行っている。

さらにハウス主導の行事として「未来共生イブニング」を開催した。本行事は、教員、
学生、事務職員が集まり、それぞれの活動や研究フィールドを紹介したり、食を通じて
交流を深めたりするなど、親睦を深める機会を設けている。今年度は 2017 年 12 月 12
日に文理融合研究棟 7 階交流スペースにおいて有志の教職員・履修生が企画・準備し実
施した。
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写真

未来共生イブニングの様子

8.3. 奨励金制度
8.3.1.

制度の概要

奨励金制度は、リーディング大学院博士課程プログラムに選抜された優秀な学生が学
業及び研究に専念するために支給することを目的としている。
本プログラムでは、希望者に対して所定の選考を経た上で月 20 万円の奨励金（給付
型）を支給している。

8.3.2. 実施状況
1 期生からは 4 名、2 期生は 7 名、3 期生 11 名、4 期生 13 名から受給継続申請があり、
2017 年 1 月に運営統括会議（選考委員会）において、奨励金継続受給に相応しい学生
であることが確認され、その後承認された。また、5 期生からは 8 名から受給申請があ
り、2017 年 4 月の運営統括会議（選考委員会）において、奨励金受給調書において受
給資格の確認を行うとともに、奨励金受給に相応しい学生であることが確認され、その
後承認された。
2018 年 3 月末時点で 1 期生 4 名、2 期生 7 名、3 期生 10 名（1 名は 2018 年 1 月末ま
での受給）、4 期生 13 名、5 期生 8 名、合計 42 名の学生が受給している。なお 1 期生か
ら 2 名、2 期生から 2 名、3 期生から 1 名が日本学術振興会の特別研究員に合格したた
め、対象外となっている。

8.4. 独創的教育活動経費制度
8.4.1.

制度の概要

本プログラムは、履修生の自由、独創的、あるいは野心的な発想に基づく教育研究活
動に対して経費を援助して、その実現を目的に独創的教育活動経費という公募制の支援
金制度を設けている。
本経費は、プログラム履修生自身が計画調書の作成、計画に則った教育研究活動の実
施、および報告書の作成の一連の流れを経験することにより、将来、競争的資金を獲得
するための計画立案および計画調書作成の格好のトレーニングとなる。また、研究費等
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の必要性および競争的資金の意義について理解を深めるとともに、公的資金を使う者と
しての責務の啓発を図ることも目的の一つとなっている。

8.4.2.

実施状況

2017 年度は、2017 年 7 月に全履修生を対象に制度についての説明を行い、8 月に公
募要項を配布した。2017 年 9 月 8 日に公募を締め切った結果、8 件の応募があり、学生
支援 WG での選考、研究計画書の修正指導を経て、全件を受給候補者として推薦した。
運営統括会議ならびに本学の未来戦略機構会議において審議された結果、8 件の活動経
費が支給されることが決定された。
2017 年度の教育研究活動テーマ及び配分額は、表 8.2 に示すとおりである。
表 8.2
番号

独創的教育研究活動経費

申請代表者氏名

採択活動一覧

教育研究活動テーマ

配分予定金額

ＤＶ加害者への実践的アプローチの模索―ジェンダーの基づ
１

尾﨑

俊也

300,000 円
くプログラムの課題と可能性

2

藪中

孝太朗

3

伊藤

駿

教育資源と現行著作権法に関するアンケート調査

299,000 円

インクルーシブな学校に関する比較社会学的研究Ⅱ
247,800 円
－インクルージョンとアチーブメントに注目して－

4

増田

智香

ダイバーシティ組織における多様人材の共生

150,000 円

5

山口

真美

スウェーデンの「共生」教育と現状と課題に関する一考察

249,200 円

6

黒江

裕貴

文学を取り巻く人々の語りに見るオーストラリア華人社会

250,000 円

7

瀬戸

麗

日本人移住者の居場所のあり方とホスト社会のつながり－ア
251,900 円
メリカ西海岸を対象として－
Natural Semantic Metalanguage に基づく日本語「嘘」と英語
8

坂場

大道

248,971 円
‘lie’の対照分析
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9.1. 産学官連携活動の目的・体制
産学官ワーキンググループは履修生に対してより広い世界を提示し、彼らがキャリ
ア・パスを考える機会を与えることを目的として活動を行ってきた。今年度も昨年度に
引き続き、産業界・学界を中心に幅広い領域から経験豊富な有識者やゲスト・スピーカ
ーを招き、少しでも多くの履修生が講師陣の話に触れ、視野を広げてもらうことを企図
した。活動目的は、外部講師を招き、本プログラムの趣旨に沿ったセミナーやシンポジ
ウムを開催し、そこで得られた各講師の知識や経験を学生に広報すること。また、履修
生と産業界、学界などを繋げる触媒として、様々な情報提供を行うことである。
本ワーキンググループは、河村倫哉准教授（国際公共政策研究科）を主査とし、その
他、森栗茂一教授（CO デザインセンター）、倉敷哲生准教授（工学研究科）、中内政貴
准教授（国際公共政策研究科）、吉田康寿特任助教（未来戦略機構第五部門）で構成さ
れている。

9.2. セミナーの開催
9.2.1. 6 大学交流会
「多文化共生社会」分野に関わる 6 大学の博士課程リーディングプログラムの履修生、
教職員が一同に会する 6 大学交流会が 2017 年 6 月 10、11 の両日、京都の同志社大学で
開かれた。本プログラムの呼びかけで、2015 年 6 月に第 1 回交流会が大阪大学豊中キ
ャンパスで開かれたが、この交流会を引き継いでの 3 回目の会合となった。本プログラ
ムからは 5 期生を中心に 9 人の履修生と 3 人の教職員が議論や交流の輪に加わった。
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参加したのは大阪大学、同志社大学のほか、名古屋大学、広島大学、東京大学、金沢
大学の各プログラム。基調講演の後の学生のグループワークでは、
「学際とは何か」
「博
士人材のキャリア開拓」のテーマで活発な討論が行なわれた。2 日目に各グループごと
に発表し、議論した。
多くの留学生が参加したこともあり、討論や発表はすべて英語で行なわれた。参加し
た履修生からは「他大学の取り組みを知ることができ、今後の自分の活動のモチベーシ
ョンが高まった」「理系の学生のほか、多様なバックグラウンドを持った履修生と交流
ができ、とても実りある時間だった」との声が寄せられた。

写真

6 大学交流会において「学際」

をテーマにグループ討論する学生たち

写真

6 大学交流会の閉幕後に集まっ

た履修生と教職員

9.2.2. 未来共生セミナー「SOGI の多様性と共生の課題」
2017 年 7 月、大阪大学は、大学における全構成
員の SOGI（Sexual Orientation and Gender Identity：
性的指向と性自認）の多様性と権利を認める基本
方針を発表した。高等教育における SOGI の多様
性の認識と理解は初等中等教育に比べ大きく遅れ
ているとともに、ジェンダー平等や性差別撤廃に
対する取り組みも昨今の「ダイバーシティ」の掛
け声のなかで希薄化しつつある。こうしたなか、 写真 未来共生セミナー「SOGI の多様
セクシュアリティとジェンダーの課題が“マイノ 性と共生の課題」第１回目の様子
リティ”として括られるひとびとのみならず、すべてのひとにとっての問題であること
を再認識し、大学キャンパスにおけるダイバーシティに関わる実際的な課題を考えるた
めに、セクシュアリティとジェンダー研究の第一線で活躍するひとたちによる講演と来
場者との対話からなる連続セミナーを企画した。本プログラムが主催し、学外では SOGI
に積極的に取り組んでいる大阪府立大学学生センター、学内においては大阪大学男女協
働推進センター、大阪大学 CO デザインセンター、大阪大学大学院文学研究科との共催
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となった。
第１回目は 2018 年 3 月 2 日に「セクシュアリティの病理化と非病理化」と題して開
催された。講師は、康純さん（精神科医・大阪医科大学）と土肥いつきさん（高校教員・
大阪府立大学大学院博士後期課程）、そして本プログラム教員であるほんまなほ（本間
直樹）准教授（CO デザインセンター）が進行を務めた。性的指向や性自認が典型的で
ないひとたちは、長らく社会のなかで異端視されてきたとともに、近代医学においても
「性的逸脱」や「障害」と見なされてきた。社会の認識が変化するにつれて、典型的で
ない性的指向や性自認をもつことは病気ではなく、性愛と性別は、異性を愛し性別違和
のないひとたちを含む多様なひろがりを有しており、典型・非典型を問わず、だれもが
もつ性に関わる権利として考えらえるようになってきた。講師からはこうした日本国内
と海外の歴史について膨大な資料をもとに報告がなされ、来場者とともに性的指向や性
自認の多様性と権利について対話を行った。
第 2 回目は 3 月 16 日に「トイレ・更衣室問題から考える多様性」と題して開催され
た。東優子さん（大阪府立大学）による講演につ
づき、土肥いつきさんと古怒田望人さん（人間科
学研究科・博士前期課程）がコメンテーターを務
めた。SOGI に関わる取り組みには、性別を問わ
ないトイレや男女別トイレのための、色分けや服
装イメージなどによらないトイレサインのデザイ
ンなどがある。しかし、トイレサインに関わる試
未来共生セミナー「SOGI の多

行錯誤は問題を考えるための発端にすぎず、トイ

様性と共生の課題」第 2 回目の様子

レや更衣室の使用をめぐる問題から、わたしたち

写真

の性や性別に関する前提を問い直す必要がある。登壇者からそのような問題提起があり、
来場者と一緒に活発に議論が交わされた。
2 日間の連続セミナーは、企画段階では大阪大学の学生や教職員を主な対象者に想定
していた。実際には学外からの参加者が多く、このテーマにかかわる社会的関心の高さ
がうかがわれた。セミナー最後に、阪大教職員による SOGI 多様性のネットワークへの
呼びかけがあったが、関心を示す来場者の姿も多く見られた。セミナー終了後に書いて
もらうアンケートには、大阪大学の当事者グループと連携していくといいのではないか、
SOGI だけでなくエスニシティなどの多様性を考える取り組みと連携できるのではな
いか、といった今後の SOGI にかかわる活動への提案や、今回のような勉強の場が一般
教養の授業にあってほしいという大学教育への期待や要望があった。
今回のセミナーを機会に、関西圏・大阪の大学の連携を図り、大学キャンパスと地域
の双方のひろがりのなかで SOGI の多様性の認識と共生に向けた取り組みが発展してい
くことを願っている。
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9.2.3.

未来共生セミナー「大学院での学びを社会でどう活かすか～大学院終

了後のキャリア・パスを考える～」
2017 年 11 月 20 日、本学豊中本学豊中キャ
ンパス文理融合棟において、村瀬茂高
WILLER 株式会社代表取締役と田村太郎ダイ
バーシティ研究所代表理事をお招きした。大
学院まで進んだ学生にはどんなことが社会か
ら期待されており、研究・現場の両方の経験
からどのようなキャリアが期待できるのかを
考える機会として、公益に関わる会社や NPO
を立ち上げ新しい分野を新しい発想で開拓し 写真 未来共生セミナー「大学院での学び
ながら多様化する社会について何が必要かを を社会でどう活かすか～大学院終了後のキ
考えているお二人にご講演頂いた。

ャリア・パスを考える～」でお話になる

冒頭、森栗茂一教授（CO デザインセンタ WILLER 株式会社 村瀬茂高氏
ー）からの挨拶のあと、村瀬氏より WILLER
社という第 4 次産業革命のなかの交通事業について説明があった。移動という目的を持
ち、それを達成するための交通という手段—いろいろな人が世界中の行きたいところに
安心してどこでも行ける様な仕組みをつくっていくことを実現するために、多様な組織
とテクノロジーを使ってそれを実現するのが WILLER のミッションである。そしてそ
れは問題解決から生まれるソーシャル・イノベーションでもあり、顧客と会社が一緒に
なってサービスを変えていくプロダクトアウトからカスタマーインという考え方をも
って事業を展開し、国内だけでなくグローバルな課題を解決する活動を行っている。さ
らに、移動によって、地域の活性化をおこなったりする場合はそことの信頼関係を構築
することが大切であることや、グローバルな
課題を解決するには「安心」というブランド
を確立していくことが肝要であることなどを
語った。
次に、田村氏より自らのキャリアについて
の話があった。田村氏は、湾岸戦争が始まっ
た 1991 年ごろより、海外を放浪し、帰国後は
在日フィリピン人向けのレンタルビデオ店を
始めたが、阪神・淡路大震災が起き、外国人 写真 未来共生セミナー「大学院での学び
のための発信をはじめるようになり、1995 年 を社会でどう活かすか～大学院終了後のキ
に「多文化共生センター」を設立した。現在 ャリア・パスを考える～」でお話になるダ
は 2007 年に設立した「ダイバーシティ研究所」イバーシティ研究所 田村太郎氏
で誰もが暮らしやすい地域、働きやすい職場、
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活躍できる社会をつくるという３つを柱に、企業人事や自治体政策を通じたダイバーシ
ティ社会の推進を行っている。東日本大震災以降は災害時対応の仕事が多く、災害がい
かに多様性配慮から遠いかという現状を明らかにしているという。日本においては、特
に少子高齢化が進み、技術とダイバーシティで新しい社会を築いていかなくてはならな
い時代に入っている。社会がどんどん変わっていく中で、課題に対する構想力、推進力、
応援力の 3 つの力をつなげて、チームとして、社会を変えていくことが期待されている
と語った。
お二人の発想からは、各研究科で特定の研究を推進し博士を目指している大学内での
価値観を超えて、むしろ測定しにくいイレギュラーな経験を個人ではなく、チームとし
て多様に積み上げていくことの重要性が示唆された。

9.2.4.

未来共生履修生企画セミナー「地元からジモトへ――日常的実践を他

者化する方法論」
2017 年 12 月 16 日（土）、講師に川端浩平先生
（福島大学）を招き、未来共生履修生企画セミナ
ー「地元からジモトへ――日常的実践を他者化す
る方法論」を開催した。このセミナーでは、社会
科学的研究の調査方法や研究の立場性などにつ
いて議論を深めた。
まず、川端先生がこれまでの研究の経緯から調
査方法と内容について報告を行った。とくに、ジ
モト・岡山の在日コミュニティに関する独自の方

写真

未来共生履修生企画セミナ

法論と視座について解説した。参加者との討論で

ー「地元からジモトへ――日常的実

は、一般的な方法論に関する質問に留まらず、参

践を他者化する方法論」閉会後の参

加者が取り組んでいる研究の個別的な苦悩や戸

加者の集合写真

惑いを含め、より深い議論が行われた。
参加者の多くが、フィールドワークや聞き取り調査を行っていることもあり、研究を
実践し生み出していく過程で、肌で感じている現場の独特の雰囲気が大きなテーマにな
った。川端先生の研究には、身の回りにあるような見慣れた風景を「見慣れないもの」
にしていく視点がある。しかし、身近な人間関係を含む＜ジモト＞での調査には、さま
ざまな障壁が伴う。討論は、このような研究を行っていく上で直面する難しさに関して、
また量的研究に質的研究の発想はどのように取り入れられるのか、実際に地元が調査対
象になること、差別的な集団と研究者はどのように向き合うのか、など議論はさまざま
な観点に及んだ。
川端先生のお話の中で、調査における「迫力」や、研究の「強度」というのがひとつ
のテーマとして登場した。川端先生自身、調査過程で、迫力のある情報に出会っても、
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研究の枠組みから逸れるため、論文に記述しなかった事柄も少なくないということであ
った。一方で研究の成果を生み出すという意味では無意味な見聞も、研究の強度を高め、
ある情報の背後で説得性をもたらすものとして捉えることができることを共有した。
業績となる研究成果を生み出していくという時流において、研究者が、つぶさに現実
を表すものを見つめていかなければならないことを考える機会となった。差別や排除を
扱う未来共生プログラムにおいて、方法論的な問いは極めて重要である。未来共生に関
わる者、それぞれの問いとしても、深めていかなければない。質的研究の方法は、結局
人間と人間の相互作用のなかで生まれるものであり、流動的で正解はないと考えられる。
状況や人との関係で、聞き出されることや見るものも大きく変化する。したがって、繰
り返しそのことと向き合うことで、多様な視点が生まれてくる必要があることを考えさ
せられるセミナーであった。

9.2.5.

未来共生セミナー「朝鮮学校と祖国 映画『蒼のシンフォニー上映会』
」

2017 年 12 月 17 日 「朝鮮学校と祖国

映画『蒼のシンフォニー上映会』」という題

目で未来共生セミナーを開催した。今日の日本社会において、朝鮮学校とその学校に通
う児童・生徒らは厳しい差別に晒されている。施策的には高校無償化制度から除外され、
公的な補助金が差し止められるだけでなく、これを司法が追認するといった状況がある。
さらには、平時より朝鮮民主主義人民共和国（以下、共和国）の話題がメディアでネガ
ティブに取り上げ続けられている。多様な議論があることを認めつつも、彼らの「祖国」
を日々敵視する現状があり、私たちはこれを座視し続けている。
歴史を振り返ったとき、朝鮮半島の
分断と朝鮮学校の設立は「かれ・かの
じょら」の問題というだけでなく、日
本社会との密接な関わりを有する。に
もかかわらず、私たちは共和国や朝鮮
学校の実情についてあまりにも無知な
ままである。
写真

未来共生セミナー「朝鮮学校と祖国

『蒼のシンフォニー上映会』
」の上映の様子

映画

そこで、本プログラムでは、共和国
に修学旅行で渡航する朝鮮学校の生徒

を追いかけた『蒼（そらいろ）のシンフォニー』を上映した。本映画は朝鮮学校の生徒
らが共和国を訪問するドキュメンタリーであるとともに、「朝鮮半島の分断」だけでな
く「朝鮮半島と日本の分断」について考えることができる映画である。併せて、本上映
会では、朴監督や実際に渡航された方々をお迎えしディスカッションの場を設けた。本
上映会を通じて、日本社会と朝鮮学校の関係を再考するとともに、共和国との関係や現
在のメディア状況について考えることが狙いである。
本セミナーは未来共生プログラムで日頃温めてきた地域の在日コリアンとの連携組
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織（豊能地域 Korea・Japan 交流会）と共催した。運営は履修生が中心となって行った。
参加者は約 50 名、履修生、阪大の学生、地域の方々と『蒼のシンフォニー』を鑑賞し、
その後パネルディスカッションをおこなった。ゲスト講師を含め約 50 人が参加し、活
発な議論を行うことができた。
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第10章 評価・広報活動

10.1.

評価・広報活動の目的・体制

評価・広報活動は、履修生の確保、学内・学外への広報と評価のための情報の収集を
目的として行われた。評価・広報 WG は主査である稲場圭信教授（人間科学研究科）、
大槻恒裕准教授（国際公共政策研究科）、栗本英世教授（人間科学研究科）、中田研教授
（医学系研究科）、桃木至朗教授（文学研究科）、脇阪紀行特任教授、榎井縁特任准教授、
平尾一朗特任助教（以上、未来戦略機構第五部門）で構成されている。
特に、広報活動に関しては、稲場教授を脇阪特任教授、榎井特任准教授、平尾特任助
教がサポートする体制で行っている。本プログラムのニューズレターは脇阪紀行特任教
授、榎井特任准教授、平尾特任助教が RESPECT NEWSLETTER 編集委員会を構成し作
成している。広報活動はホームページや facebook などを通じて、本プログラムの活動
を広く周知するために行った。

10.2.

各種説明会の実施やイベントへの参加

10.2.1. 学内説明会
本プログラムのプログラム説明会は大学院の秋期合格と冬期合格に合わせて、大阪大
学の豊中キャンパスと吹田キャンパスにおいて 2 回ずつ開催された。同説明会では本プ
ログラムの説明スライドを元に、担当教員がプレゼンテーションし、参加学生の質問に
答えた。秋期の同説明会では選抜・審査ワーキンググループと評価・広報ワーキンググ
ループが主体となって行われ、冬期の同説明会では総務ワーキンググループと評価・広
報ワーキンググループが主体となって行われた。同説明会への学生の参加は 5-10 名ほ
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どであり、履修希望者にとって有意義な情報収集の機会となった。
表 10.1
年月

プログラム説明会の実施状況

キャンパス

日付

豊中

12 月 5 日（火）

吹田

12 月 15 日（金）

吹田

2 月 8 日（木）

豊中

2 月 14 日（水）

目的

2017 年

5 期履修生の募集

2018 年

5 期履修生の募集

10.2.2. 博士課程教育リーディングプログラム合同説明会
大阪大学の 3 つのリーディングプログラムによる履
修生募集のための合同説明会が、2017 年 10 月 13 日（金）
17 時〜18 時 40 分に豊中キャンパスの基礎工学研究科Σ
ホールにおいて、2017 年 10 月 25 日（水）17 時〜18 時
40 分に吹田キャンパスの銀杏会館・三和ホールにおい
て開催された。
第 1 部では各部門のプログラム・コーディネーター、
または広報担当教員がそれぞれのプログラムをプレゼ
ンテーションし、第 2 部では各プログラムのポスター掲
示によってプログラムを説明し、学生からの質問に答え、
プログラムについて説明した。
写真

10.2.3. 「博士課程教育リーディングプログラム
フォーラム 2017」への参加

博士課程教育リーディング

プログラム合同説明会のチラシ

2017 年 10 月 19 日〜21 日、名古屋マリオットアソシ
アホテルにおいて名古屋大学主催で開催された博士課程教育リーディングプログラム
フォーラム 2017（以下、LP フォーラム）に参加した。LP フォーラムは、全国のリーデ
ィングプログラム、関係する民間企業や官公庁の方々など、多くの人々が一堂に会し、
博士人材育成について、互いの日頃の教育・研究の成果を共有し、よりよいプログラム
の開発に繋げようとの意図で実施された。未来共生プログラムからは履修生 5 名、教員
2 名の計 7 名が出席した。
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未来共生セミナーとその他セミナー（平成 29 年度）

大 阪 大 学 未 来 共 生 セ ミ ナー

「未来共生社会論」公開授業
未来共生セミナーとその他セミナー（平成
29 年度）「大学院での学びを社会でどう活かすか

排 外 主 義 の 高 ま り を ど う と ら え る か	

〜大学院修了後のキャリアパスを考える〜」

[対象:リーディング大学院生・大学院生・大学院進学を考えている学生]

欧米社会では、これまで外国人の受け入れや定住化に対する寛容な政策が、
幾度か揺り戻しを受けながらも推進されてきました。しかし、トランプ政権の誕生を
はじめ、排外主義はかつてないほどの高まりを見せています。	
このような排外主義の高まりを、われわれはどうとらえるべきでしょうか？こうし
た欧米社会の経験から、日本は何を学ぶべきでしょうか？	
以上の問題について、本授業では、ヨーロッパ諸国におけるナショナル・マイノ
リティと移民研究の第一人者である宮島喬氏をお招きして、議論します。多文化
間・多民族間の共生について理解を深める良い機会ですので、奮ってご参加くだ
さい。（なお、議論の一部は、来年刊行の『未来共生学』第５号に座談会として掲載する予定です。）	

大阪大学未来戦略機構第五部門(RESPECT: 未来共生イノベーター博士課程プログラム）では、「大学
院での学びを社会でどう活かすか」 と題する講演会を開催します。
未来共生プログラムを始めとするリーディング大学院では、研究と並行して様々な現場経験を積むこと
が特色とされています。大学院まで進んだ学生にはどんなことが社会から期待されており、みなさんの研
究・現場経験の両方の経験からはどのようなキャリアが期待できるのでしょうか。
これらを考える機会として、公益に関わる会社・NPOを立ち上げ新しい分野を新しい発想で開拓しながら、
多様化する社会に対して何が必要かを考えているお二人にお話を伺います。

日時： 2017年4月21日（金）（13：30-‐16：40)	
会場： 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・２

事前申込不要	

	
  

【当日プログラム】	
  
13:30-‐14:50	
  
	
第一部 欧米の動向	
  
	
  

14:55-‐16:15	
  
第二部 日本への示唆	
  
	
  

16:20-‐16:40 質疑応答	
  

	
  
パネリスト:	
  
志水宏吉（人間科学研究科教授）	
  
山下仁（言語文化研究科教授）	
  
高谷幸（人間科学研究科准教授）	
  
	
  
進行:	
  
河村倫哉（国際公共政策研究科
准教授）	

宮島喬氏	
1940年生まれ。お茶の水女子
大学名誉教授。主要著書に、
『ヨーロッパ市民の誕生』（岩波
書店、2004年）、『移民社会フラ
ンスの危機』（岩波書店、2006
年）、『現代ヨーロッパと移民問
題の原点』（明石書店 、2016
年）、『外国人の子ども白書』
（明石書店、2017年）ほか多数。	

【講師略歴】
村瀨 茂高氏 名古屋生まれ。94年に現WILLER（株）を大阪にて起業。2005年に国内最大級の高速バス予約
サービスを提供する楽天バスサービス（株）を立ち上げる。2006年より顧客インサイトをもとにした高速バス
「WILLER EXPRESS」の運行を開始。「ピンクのバス」で新たな移動の市場を創造する。2015年には上限分離方
式による京都丹後鉄道の運行を開始。鉄道を軸とした地域創生を進めている。2016年からは台湾、ベトナム、
欧州で、安全・安心で快適なジャパン・クオリティの移動事業をグローバルに展開している。
田村 太郎 氏 伊丹市生まれ。95年に設立された「多文化共生センター」で事務局長に就任。2006年より特
定非営利法人多文化共生センター大阪代表理事。2007年には「ダイバーシティ研究所」を設立、人の多様
性への配慮がある地域や社会をめざす活動にも取り組む。現在、復興庁復興推進参与を兼任。
申込フォームリンク： https://goo.gl/forms/SFkpiWM2KRts5oea2（リンクは未来共生HPおよびFB上
の本企画案内上にもあります）

締切： 2017 年11 月16 日（木）＊定員になり次第締め切ります。 問い合わせ：田川千尋（未来共生イノ
ベーター博士課程プログラム・特任助教）tagawa.chihiro***respect.osaka-u.ac.jp(***を@に変えてく
ださい）

問い合わせ先：kawamura@osipp.osaka-‐u.ac.jp（河村倫哉まで）	

未来共生セミナー

「地元からジモトへ――日常的
実践を他者化する方法論」
講師：川端浩平先生（福島大学准教授）

12 月 16 日（土曜）
会場: 吹田キャンパス 人間科学研究科 東館 404 番教室
16 時～17 時 講演
17 時～18 時 討論
18 時～19 時 振り返り会
川端先生は、アメリカ、オーストラリアで研究生活を送ら
れ、帰国後、ジモト岡山の在日コミュニティや被差別部落の
日常性を新たな視点で調査されています。ご専門は、差別・
排除、ナショナリズム、エスニシティの社会学的研究など。
セミナーでは、川端先生にご講演いただいた上で、フィー
ルド調査の現場における葛藤や難しさを共有し、社会問題や
差別を扱う研究の方法や立場性について議論する討論会を行
います。
事前学習会 12 月 8 日（金曜）
14 時 40 分～16 時 10 分
豊中キャンパス文理融合型研究棟 6 階共通講義室 4
川端先生の近著『ジモトを歩く――身近な世界のエ
スノグラフィ』の読書会を開催します。
履修生の自主企画です。事前学習会、講演会に
参加希望の方は、下記までご連絡ください。
連絡先: 尾﨑俊也（人間科学研究科）
shunya.ozaki1989@gmail.com
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【当日プログラム】
日時： 2017年11月20日（月） 15：00-18：00（開場 14：30-)
開会挨拶・主旨説明
森栗 茂一 大阪大学教授 会場： 大阪大学 豊中キャンパス 文理融合型研究棟6階
COデザインセンター
共通講義室１
15:00〜16:00 【 講演① 】
村瀨 茂高 氏
WILLER 株式会社 代表取締役
16:00〜17:00 【 講演② 】
田村 太郎 氏
（一財）ダイバーシティ研究所
代表理事、復興庁復興推進参与
17:00〜18:00 【対談・質疑応答】
閉会挨拶
河村倫哉 大阪大学大学院
国際公共政策研究科准教授
（村瀨 茂高 氏）
（田村 太郎氏）
（18:00 閉会）
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主催：未来共生イノベーター博士課程プログラム 共催：COデザインセンター

未来共生セミナーとその他セミナー（平成 29 年度）

大阪大学 未来共生セミナー （一般公開・無料）

SOGIの多様性と共生の課題
2018年3月2日（金）・3月16日（金）

両日午後５時〜７時

会場 大阪大学 豊中キャンパス 全学教育推進機構実験棟 I サイエンス・スタジオＡ

2017年7月、大阪大学は、大学における全構成員のSOGI （Sexual
Orientation and Gender Identity: 性的指向と性自認）の多様性と権利を認
める基本方針を発表しました。高等教育におけるSOGIの多様性の認識と理
解は初等中等教育に比べ大きく遅れているとともに、ジェンダー平等や性
差別撤廃に対する取り組みも昨今の「ダイバーシティ」の掛け声のなかで希
薄化しつつあります。こうしたなか、セクシュアリティとジェンダーの課題
が“マイノリティ”として括られるひとびとのみならず、すべてのひとにとって
の問題であることを再認識し、大学キャンパスにおけるダイバーシティに関
わる実際的な課題を考えるために、セクシュアリティとジェンダー研究の第
一線で活躍するひとたちによる講演と来場者との対話からなる連続セミ
ナーを開催します。
このセミナーを機会に、関西圏・大阪の大学の連携を図り、大学キャンパ
スと地域の双方のひろがりのなかでSOGIの多様性の認識と共生に向けた
取り組みが発展することを願います。

3月2日

Medicalization and De-Medicalization of Sexuality

登壇者

3月16日

大阪府立大学は、2017年4月1日に
「SOGI（Sexual Orientation and Gender
Identity）の多様性と学生生活に関わる
ガイドライン」を策定しました。本学は、
このガイドラインに従って性的指向や
性自認を理由とする差別や偏見のない
大学をめざし、意識啓発その他の取り
組みを行っています。なお、教職員を
含めた本学の全構成員を対象としたガ
イドラインについても、現在検討中です。
（大阪府立大学学生センター）

セクシュアリティの病理化と非病理化

午後５時-７時

午後５時-７時

共同主催団体からのメッセージ

康純（精神科医・大阪医科大学）
土肥いつき（高校教員・大阪府立大学大学院博士後期課程）
ほんまなほ（大阪大学COデザインセンター） ※司会進行

トイレ・更衣室問題から考える多様性

登壇者

Exploring Non-Binary Gender through the Bathroom Debate

東優子（大阪府立大学）
土肥いつき（高校教員・大阪府立大学大学院博士後期課程）
古怒田望人（大阪大学大学院人間科学研究科博士前期課程）
ほんまなほ（大阪大学COデザインセンター） ※司会進行

主催 大阪大学未来共生イノベーター博士課程プログラム・大阪府立大学学生センター
共催 大阪大学男女協働推進センター、COデザインセンター、大阪大学大学院文学研究科
お問い合わせ imai-k@respect.osaka-u.ac.jp （担当：今井貴代子 未来共生プログラム）
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野田村サテライト・セミナー（平成 29 年度）

野田村サテライト・セミナー（平成 29 年度）
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新聞記事（平成 29 年度）

新聞記事（平成 29 年度）

「被災状況確認アプリ アチェ州で模擬試験」The Daily Jakarta Shimbun（2017 年 7 月 25 日）
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「野田セミナー『終幕』
」岩手日報（2018 年 2 月 12 日）
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学
未来共⽣イノベーター
博⼠課程プログラム
ハ ン ド ブ ッ ク

6-1

7-1

8-1

6. 奨励⾦制度

7. 連絡先・⽅法

8. その他資料（プログラム規程、奨励⾦実施要項、キャンパスマップ等）

・奨励⾦関係（受給調書様式、誓約書様式、振込依頼書様式等）

【添付書類】

5-1

5. 学 ⽣ ⽀ 援 （ ハ ウ ス 制 ）

3-1

2-1

1-1

4-1

次

ハンドブック（平成 29 年度）

4. 年度スケジュール（学年暦・⾏事予定・時間割）

3. QE(Qualifying Examination)

2. カリキュラム

1. プログラム

⽬

ハンドブック（平成 29 年度）

1.プログラム

1-1

ハンドブック（平成 29 年度）
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ラーニング

１年

公共サービス
ラーニング

2年

プロジェクト
ラーニング

2-1

3年

4年

フィールドワーク
ラーニング

リサーチ・プロポーザル（RP）

海外
インターンシップ

博士論文研究基礎力審査（QE）

入
学 コミュニティ

博
士
課
程

します。

5年

完
成

博
士
論
文

ンシップを、「リサーチワーク」は学⽣がそれぞれの博⼠論⽂のテーマを追求する研究プロジェクトを指

内容を含む従来型の⼤学院授業を、「プラクティカルワーク」は現場での実践を軸にした実習とインター

「リサーチワーク」の 3 本⽴てのカリキュラムを編成しています。「アカデミックワーク」は⾼度な学術

う観点から、本プログラムでは、特別に編成された「アカデミックワーク」、「プラクティカルワーク」、

多⾔語、フィールド、グローバル、調査、政策、コミュニケーションの 6 つのリテラシーを育てるとい

カリキュラムの概要

2.カリキュラムについて

ク

ワ

プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル

ク

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ワ

す。

選択

未来共⽣基礎領域科⽬

必修
必修

公共サービス・ラーニング
プロジェクト・ラーニング

必修

選択

未来共⽣専⾨科⽬

コミュニティ・ラーニング

必修

A/B ***

選択

必修

選択

必修

調査法

未来共⽣外国語*

未来共⽣多⾔語演習Ⅰ

必修

必修

必修

未来共⽣調査法

語科⽬

⽣多⾔

未来共

未来共⽣英語演習Ⅳ

未来共⽣英語演習Ⅲ

未来共⽣英語演習Ⅱ

科⽬

⽣英語

未来共⽣

未
来
共
⽣
⾔
語
プ
ロ
グ
ラ
ム

必修

未来共⽣特別演習

必修

必修

未来共⽣ワークショップ

コア科⽬

未来共⽣英語演習Ⅰ

必修

未来共⽣の哲学と諸課題

未来共

必修

未来共⽣社会論
未来共⽣

2-2

2

2

1

1

2

2

１
学
期

2

２
学
期

１年次

2

1**

1

１
学
期

２
学
期

２年次

1

2

１
学
期

２
学
期

３年次

1

2

１
学
期

２
学
期

４年次

１
学
期

２
学
期

５年次

下記の履修時期に履修しない場合、授業スケジュールの都合上、科⽬の履修が困難になる場合がありま

履修スケジュールモデルは次のとおりです。なお、学外研修及びリサーチワークは単位外となります。

履修スケジュール（５年制コース）

本プログラムの履修年限は５年です。ただし、医学系研究科（医学専攻）は４年です。

履修年限

ハンドブック（平成 29 年度）

必修

10

2

4

3

2

2

5

2

ク

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ワ

す。

未
来
共
⽣
⾔
語
プ
ロ
グ
ラ
ム

語科⽬

⽣多⾔

未来共

未来共⽣外国語*

未来共⽣多⾔語演習Ⅰ

未来共⽣英語演習Ⅳ

未来共⽣英語演習Ⅲ

未来共⽣英語演習Ⅱ

科⽬

⽣英語

必修

未来共⽣特別演習

添付資料

2-3

必修

選択

必修

必修

必修

必修

必修

必修

未来共⽣ワークショップ

コア科⽬

未来共⽣英語演習Ⅰ

必修

未来共⽣の哲学と諸課題

未来共

必修

未来共⽣社会論

未来共⽣

1

1

2

2

１
学
期

２
学
期

１年次

1**

1

１
学
期

２
学
期

２年次

1

2

１
学
期

２
学
期

３年次

1

2

１
学
期

２
学
期

４年次

下記の履修時期に履修しない場合、授業スケジュールの都合上、科⽬の履修が困難になる場合がありま

履修スケジュールモデルは次のとおりです。なお、学外研修及びリサーチワークは単位外となります。

履修スケジュール（４年制コース）

***原則として、未来共⽣調査法 A を履修すること。

と。

**未来共⽣外国語は、1 年 2 学期から 2 年 2 学期までの間に 1 科⽬以上履修し、1 単位以上修得するこ

ができる。

*未来共⽣外国語の履修科⽬については、担当教員と相談の上、共通教育外国語科⽬等から履修すること

各期の必修単位数

必修

リサーチワーク

必修

フィールド・ラーニング

学外研修

必修

海外インターンシップ

2-4

必修

リサーチワーク******
各期の必修単位数

必修

必修

フィールド・ラーニング*****

ク

学外研修

必修

必修

公共サービス・ラーニング

海外インターンシップ****

必修

コミュニティ・ラーニング

必修

選択

未来共⽣基礎領域科⽬

プロジェクト・ラーニング

選択

未来共⽣専⾨科⽬

プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
ワ

必修

A/B***

調査法

選択

未来共⽣調査法

未来共⽣

10

2

2

2

2

4

2

3

2

2

5

2

ハンドブック（平成 29 年度）
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23

⼩計

2-5

10

プラクティカルワーク
3
３４単位以上

6
16

授業区分

20 単位

3

選択必修

4

4

選択

８以上

８以上

選択

6

プラクティカルワーク

合計

⼩計

6

必修
アカデミックワーク

4 年制コース

15

授業区分

2-6

19 単位

3

選択必修

4

4

選択

備考

備考

未来共⽣基礎領域科⽬から

選択は、未来共⽣専⾨科⽬、

備考

未来共⽣基礎領域科⽬から

選択は、未来共⽣専⾨科⽬、

・アカデミックワーク必修のうち語学は 3 単位、選択必修のうち語学は１単位

合計

⼩計

7

プラクティカルワーク

必修
アカデミックワーク

5 年制コース

■QE(２年終了時)までに取得する必要がある単位

合計

13

アカデミックワーク

******4 年制コースの履修⽣は、1 学年上の 5 年制コース履修⽣と同じスケジュールで⾏う。
3

授業区分
選択必修

必修

*****フィールド・ラーニングは、博⼠論⽂執筆の都合上、3 年次での履修も可とする。

また、所属する各研究科において修⼠論⽂、博⼠論⽂を執筆することが必要です。

下記の表にある３４単位以上を修得し、かつ学外研修及びリサーチワークを修了することが必要です。

修了要件

****海外インターンシップは、博⼠論⽂執筆の都合上、2 年次での履修も可とする。

***原則として、未来共⽣調査法 A を履修すること。

と。

**未来共⽣外国語は、1 年 2 学期から 2 年 2 学期までの間に 1 科⽬以上履修し、1 単位以上修得するこ

ができる。

*未来共⽣外国語の履修科⽬については、担当教員と相談の上、共通教育外国語科⽬等から履修すること

ハンドブック（平成 29 年度）

4

プラクティカルワーク

4

11

10

・アカデミックワーク必修のうち語学は 3 単位

合計

⼩計

7

プラクティカルワーク

必修

アカデミックワーク

4 年制コース

単位

・アカデミックワーク必修のうち語学は２

合計

⼩計

6

必修

アカデミックワーク

5 年制コース

2-7

15 単位

選択必修

授業区分

14 単位

選択必修

授業区分

4

4

選択

4

4

選択

未来共⽣基礎領域科⽬から

選択は、未来共⽣専⾨科⽬、

備考

未来共⽣基礎領域科⽬から

選択は、未来共⽣専⾨科⽬、

備考

■QE から修了 (４年制の場合 4 年、5 年制の場合 5 年修了時) までに取得する必要がある単位

・アカデミックワーク必修のうち語学は 2 単位、選択必修のうち語学は１単位

多
⾔
語
科
⽬

未
来
共
⽣
英
語
科
⽬

コ
ア
科
⽬

未
来
共
⽣

未
来
共
⽣

区分

科⽬

未来共⽣仏語演習Ⅰ

未来共⽣外国語

未来共⽣多⾔語演習Ⅰ

グ

秋〜冬

秋〜冬

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

春〜夏

春〜夏

通年

春〜夏

春〜夏

春〜夏

学期

開講

春〜夏

豊中

豊中

吹⽥

吹⽥

豊中

豊中

吹⽥

吹⽥

豊中

豊中

豊中

豊中

ス

ンパ

キャ

開講

園⼭ ⼤祐

⽥川 千尋

添付資料

2-8

春〜夏

吹⽥

別途定められた科⽬より選択

岩居 弘樹

平成 29 年度不開講

S. Muller

未来共⽣選択英語Ⅲ
未来共⽣英⽂執筆トレーニン

S. Muller 他

S. Muller 他

S. Muller

S. Muller 他

S. Muller 他

S. Muller 他

稲場 圭信

志⽔ 宏吉

沖本 和⼦

榎井 縁

⾼橋 綾 他

本間 直樹

星野 俊也

志⽔ 宏吉

担当教員

未来共⽣選択英語Ⅱ

未来共⽣選択英語Ⅰ

未来共⽣英語演習Ⅳ

未来共⽣英語演習Ⅲ

未来共⽣英語演習Ⅱ

未来共⽣英語演習Ⅰ

未来共⽣特別演習

未来共⽣ワークショップ

未来共⽣の哲学と諸課題

未来共⽣社会論

授業科⽬

(1) アカデミックワーク

平成 29 年度開講科⽬⼀覧

1

1

1

1

1

2

2

2

2

必修

1

1

必修

選択

単位数

2

1

1

1

選択

と

以上修得するこ

科⽬から 1 単位

科⽬の選択必修

未来共⽣多⾔語

備考

ハンドブック（平成 29 年度）

211

212

添付資料

未
来
共
⽣
専
⾨
科
⽬

区分

科⽬

未
調
来
査
共
法
⽣

塚本 俊也

2-9

春〜夏

平成 29 年度不開講

教育と国際開発

災害政策と未来共⽣学特講

平成 29 年度不開講

グローバル化と⾼等教育

シップ

レナー

秋〜冬

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

秋〜冬

春〜夏

平成 29 年度不開講

脇阪 紀⾏

メディアから⾒る未来社会

イノベーションとアントレプ

脇阪 紀⾏

脇阪 紀⾏

メディアから⾒る未来社会

論説」づくり

メディア考現学―「いちょう

塚本 俊也 他

G. Mohacsi

S. Muller

A. Morita

Humanitarian Action

学期

開講

平成 29 年度不開講

担当教員

and Cultural Theory

Disaster Management and

春〜夏

平成 29 年度不開講

志⽔ 宏吉

Research Seminar in Social

Reading

Introduction to Academic

Technology

Culture, Knowledge and

授業科⽬

未来共⽣調査法Ｂ

未来共⽣調査法Ａ

豊中

吹⽥

豊中

豊中

学外

吹⽥

豊中

ス

ンパ

キャ

開講

豊中

必修
必修

選択

単位数

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

選択

ガジャマダ⼤学

インドネシア

備考

修得すること

から 2 単位以上

の選択必修科⽬

未来共⽣調査法

科
⽬

基
礎
領
域

区分

科⽬

未
来
共
⽣
専
⾨
科
⽬

区分

科⽬

M.Nakazora

授業科⽬

授業科⽬

未 ⽂学研究科提供科⽬
来
共
⽣ ⼈間科学研究科提供科⽬

ョンⅡ

未来共⽣ソーシャル・アクシ

ョンⅠ

未来共⽣ソーシャル・アクシ

未来共⽣社会貢献論Ⅱ

未来共⽣社会貢献論Ⅰ

マイノリティと⼈権

Planning

Research Design and

Seminar

RESPECT Internship

担当教員

夏

担当教員

榎井 縁 他

榎井 縁 他

伊藤 ゆかり

2-10

学期

開講

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

平成 29 年度不開講

今井 貴代⼦

学期

開講

秋〜冬

平成 29 年度不開講
D. Bysouth

榎井 縁

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

平成 29 年度不開講

G. Mohacsi

and Coexistence
科学技術と共⽣社会

A. Morita

Perspectives on Diversity

G. Mohacsi

榎井 縁

Anthropological

in Anthropology

Key Concepts and Topics

コンフリクトと共⽣の諸問題

ス

ンパ

キャ

開講

豊中

豊中

豊中

豊中

ス

ンパ

キャ

開講

吹⽥

吹⽥

豊中

吹⽥

必修

必修

必修

選択

単位数

必修

選択

単位数

2

選択

2

2

2

2

2

選択

2

2

2

2

2

2

定める。

授業科⽬は別に

備考

6/12〜8/7

備考

ハンドブック（平成 29 年度）

榎井 縁 他

榎井 縁 他

園⼭ ⼤祐 他

脇阪 紀⾏ 他

公共サービス・ラーニング

プロジェクト・ラーニング

海外インターンシップ

フィールド・ラーニング

通年

通年

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

ンパ

学期

豊中

学外

学外

学外

学外

ス

キャ

開講

開講

2

2

2

2

2

必修
必修

選択

単位数
選択

備考

照

p2-14〜17 を参

授業概要は、

照)

(p2-11〜13 参

添付資料

2-11

ジナルな関⼼を⾃律的に追求する研究プロジェクトを⾏います。

未来共⽣の視点と各研究科の専⾨性を併せ持った博⼠論⽂執筆のために個々⼈が⾃らのオリ

(3) リサーチクワーク

渥美 公秀 他

担当教員

コミュニティ・ラーニング

授業科⽬

(2) プラクティカルワーク

センター提供科⽬

グローバルイニシアティブ・

CO デザインセンター提供科⽬

⽬

国際教育交流センター提供科

国際公共政策研究科提供科⽬

⾔語⽂化研究科提供科⽬

⼯学研究科提供科⽬

医学系研究科提供科⽬

経済学研究科提供科⽬

法学研究科提供科⽬

研究科

医学系

研究科

経済学

研究科

法学

研究科

⼈間科学

研究科

⽂学

研究科

所属

コンフリクトの⼈⽂学特講Ⅰ
共⽣⾏動論特講Ⅰ

211631
211760

250507

疫学各論

疫学総論

アジア環境・マネジメント

232111
250506

アジア企業・マネジメント

国際経営

グローバル企業組織

総合演習（国際家族法）

232110

232106

232105

220550

ーシップ）

2-12

総合演習（経営者と語るリーダ

法社会学

220322
220547

国際私法

法政策学

多⽂化医療通訳概論

220315

220409

216158

多⽂化共⽣学特講Ⅰ

教育⽂化学特定演習Ⅰ

211801

⽐較福祉論特講Ⅰ

211279

⽇本思想史演習

201144
211301

歴史学⽅法論講義

メディア⽂化論講義

臨床哲学演習

臨床哲学講義

科⽬名

201538

20C205

200513

200512

コード

時間割

⼀宏

弥⽣

尚哉

⾄朗

幸司

磯

磯

深尾

許

朴

久島

⻑⽥

⾼橋

福井

⻑⽥

福井

中村

藤⽬

渥美

博康

博康

葉⼦

衛東

泰勲

他

幸雄 他

真⾥

慶吉

康太

真⾥

康太

安秀

ゆき

公秀

⾮常勤講師

⾼⽥

⻫藤

宇野⽥

他

桃⽊

桑⽊野

不開講

⾠⼆

担当教員

浜渦

平成 29 年度未来共⽣基礎領域科⽬

春〜夏

春〜夏

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

秋〜冬

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

秋

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

春〜夏

学期

開講

集中

集中

⽊・５

⽉・２

⽊・3

⽕・４

⽕・3

⽊・４

⽉・３

⽕・３

⽉・３

集中

⽊・２

⽕・2

⽊・２

⽔・4

3

⽕・2-

⽕・４

⽔・2

⽔・２

⽕・３

時限

曜⽇

開講

吹⽥

吹⽥

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

吹⽥

吹⽥

吹⽥

吹⽥

吹⽥

吹⽥

豊中

豊中

豊中

豊中

パス

キャン

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

単位

ハンドブック（平成 29 年度）
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コード

研究科

研究科

⾔語⽂化

研究科

⼯学

（保）

研究科

⽣涯保健学

地域ヘルスケアシステム特論

255002

255103

現代超域⽂化論Ａ

⾔語⽂化変容論Ａ

⾔語⽂化変容論 B

社会⾔語学研究 A

社会⾔語学研究 B

社会⾔語学研究Ａ

社会⾔語学研究 B

⾔語コミュニケーション論 A

⾔語コミュニケーション論 B

300237

300213

300214

300275

300276

300271

300272

300255

300256

2-13

ジェンダー論Ａ

現代⽂化ダイナミクス論Ａ

リスク評価論

ニケーション論

創⽣コラボレーション・コミュ

デザイン

集落・都市のコンテクスチャル

地域施設整備論

共⽣環境デザイン論

論

300241

300378

280653

280654

281193

280968

280846

255100

国際疾病疫学

255010

地域ヘルスプロモーション学特

⽣命倫理・医療⽂化論

感染制御学特論

科⽬名

環境健康リスク論

255001

255110

時間割

所属

医学系

251505

（医）
友孝

卓

哲⽣ 他

有津⼦

道宏

隆司

昌典 他

計

かおる

規夫 他

亨

三恵 他

亨

義永

義永

植⽥

植⽥

⼭下

⼭下

⼩杉

⼩杉

⽊村

美央⼦

美央⼦

晃次

晃次

仁

仁

世

世

茂雄

G. ヨコタ

北村

倉敷

加賀

⽊多

横⽥

澤⽊

神出

⼩⻄

酒井

⼾邉

⽩⽯

⼾邉

担当教員

祖⽗江

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

春〜夏

春〜夏

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

学期

開講

通年

⽉・3

⽉・3

⽊・2

⽊・2

⽔・3

⽔・3

⽉・2

⽉・2

⽉・４

⽕・3

⽕・5

⽊・５

⾦・3

⽕・5

⽕・２

⽕・３

⽕・５

⽕・２

⽉・２

⽊・5

⽔・2

⽕・5

時限

曜⽇

集中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

吹⽥

吹⽥

吹⽥

吹⽥

吹⽥

吹⽥

吹⽥

吹⽥

吹⽥

吹⽥

吹⽥

パス

キャン

開講

中之島

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

単位

2

306000

306100

305497

305510

⽇本語学研究総論

⽇本語教育学研究総論

序説
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アジア・アフリカ⾔語社会研究

世界⽂学・⽂化論

堀川

眞嶋

⼩森

⻘野

智也

潤⼦

淳⼦

繁治

春〜夏

春〜夏

春〜夏

春〜夏

⾦・1

⽕・1

⽊・５

⽊・３

箕⾯

箕⾯

箕⾯

箕⾯

2

2

2

2

ハンドブック（平成 29 年度）

Hawkins 他

研究ワークショップ）M

多⾔語共⽣社会演習

グローバル共⽣実践演習

720202

ブ・セン

720205

実践

アティ

2-15

理論と

づくりデザイン）

ルイニシ

720201

3B2501

特殊講義（⼈間の安全保障）

311316

協働術 E（リノベーションまち

国際安全保障論

310014

宮原

博登

政貴

暁

沁夫 他

不開講

思

猪井

中内

不開講

Virgil

プロジェクト演習（国連安保理

311356

明久

倫哉

松野

特殊特講（紛争研究概論）

河村

特殊講義（ナショナリズム論）

グローバルコラボレーションの

ター

全

恒裕

幹雄

幹雄

Hawkins

Virgil

真⼭

⼤槻

儀利古

儀利古

311164

and Conflict

争）Lectures: African Politics

特殊講義（アフリカの政治と紛

特殊講義（武⼒紛争法）

均

筒井 佐代

加藤

担当教員

311220

311259

311456

特殊講義（開発と環境）

⽇本語学研究 IIIB

306006

310778

⽇本語学研究 IIIA

306005

グローバ

ー

ンセンタ

CO デザイ

研究科

政策

国際公共

（続き）

⽇本⽂化学研究総論

⽇本語教育学基礎論 IIA

306200

⾔語⽂化

科⽬名

306103

コード

研究

時間割

所属

研究科

春〜夏

春〜夏

春〜夏

夏

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

学期

開講

集中

⽉・6

⽕・５

集中

⽕・４

⽕・5

⽔・2

⽉・２

⽔・3

⽉・3

⽕・4

⽕・4

⽕・5

⾦・1

時限

曜⽇

開講

箕⾯

豊中

吹⽥

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

箕⾯

箕⾯

箕⾯

箕⾯

パス

キャン

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

単位

添付資料
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報告会とともに、受け⼊れ機関に対するお礼の場としての成果発表会などを⾏う。

共サービス・ラーニングにおける経験や意⾒を共有する。また全体で中間報告会、ワークショップ、最終

員に提出されると同時に、⽉に１回程度ミーティングを⾏い、⽇誌を元にふり返りを⾏い、それぞれの公

公共サービス・ラーニング実施中、毎回の活動内容は⽇誌の形で記録し、⼀週間以内に班を担当する教

それらを通じて「共⽣の諸課題」の経験を広げ深める。

められる。また、幅広い経験を学ぶため、履修⽣が専⾨とする研究関⼼とは違う他分野・領域で実習する。

考えられる。未来共⽣プログラムが想定する「解決すべき諸課題」に関与する組織・団体であることが求

公共サービスの場としては、地⽅公共団体、財団法⼈、NPO や NGO、学校、病院、メディア機関等が

ンリテラシー」を伸⻑させる。

められるリテラシーのうち、とりわけ「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

阪近郊の各種団体において「公共サービス」を実施する。活動の中で「未来共⽣イノベーター」として求

⾝近にある「共⽣の諸課題」を⾒いだすことを⽬的とする。そのために半年間にわたって、週に１⽇、⼤

公共サービス・ラーニングは、コミュニティ・ラーニングで学んだコミュニティの諸課題を踏まえて、

公共サービス・ラーニング（１年次 2 学期）

告書としてまとめる。

全体での報告と振り返りを⾏い、帰阪後にレポートを作成し受け⼊れ先に⾒ていただいた後、⼀冊の報

とおして被災地のコミュニティ復興の現場から学ぶ。

とりわけプログラムの初年度は東⽇本⼤震災の東北被災地に出向き、⼀週間程度のフィールドワークを

とと対話する中でコミュニティの諸課題を学ぶことを⽬的とする。

コミュニティ・ラーニングは、地域コミュニティに出向き、その歴史と社会的成り⽴ちを理解し、⼈び

コミュニティ・ラーニング（１年次１学期）

プラクティカルワーク概要

ハンドブック（平成 29 年度）

215

216

添付資料
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対するお礼の場としての成果発表会などを⾏う。

2-18

⽇誌を提出する。また全体で中間報告会および、ワークショップ、最終報告会とともに、受け⼊れ機関に

プロジェクト・ラーニング実施中、担当教員によるモニター・相談活動がある他、毎回の活動後に活動

ジェクトが始まる前⽉までにはプロジェクトの企画書ならびに予算を提出する。

ーム内の連携と現場との連携を求められ、それらを通じて「共⽣の諸課題」に対する実践⼒を養う。プロ

に関して解決する仲間を集い 3 ⼈以上のチームで取り組む。半年間という制限期間の中で、履修⽣はチ

現場にひとり⼀⼈が赴いてサービス・ラーニングを⾏った経験を⼟台に、⾒いだした「共⽣の諸課題」

「政策リテラシー」「コミュニケーションリテラシー」の具現化を図ることを⽬的とする。

ジェクトの計画⽴案・実施・評価を実践する。現場のスタッフとの協働により「フィールドリテラシー」

台に、企業・⾃治体・NGO/NPO・学校・病院・地域等でグループワークを⾏い、未来共⽣に関するプロ

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

プロジェクト・ラーニング（２年次 1 学期）

ハンドブック（平成 29 年度）
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（海外インターンシップの詳細については実施要項に定められている）

研修先による報告書、海外インターンシップ報告会での発表などを⾏う。

海外インターンシップでは、プログラムの定める危機管理の基準に従った近況報告と、修了時の報告書、

出、③英語以外でのインターンシップの場合の語学能⼒を証明する書類の提出である。

応答、②インターンシップ先とのコンタクトが取れている事を証明する「インターンシップ計画書」の提

査が⾏われる。事前審査としては、①海外インターンシップについてのプレゼンテーションと⾯接、質疑

することが必須とされ、２年時修了時における QE(Qualifying Examination)の審査の⼀部として事前審

ていくことが求められる。海外インターンシップに向けた準備として、１年次の 10 ⽉に IELTS を受験

研修先は、原則⾃⼰開拓である。所属する研究科において⼗分に理解が得られるよう指導教員と協議し

動できる場）、複数の研修先（国／地域）を組み合わせることもできる。

めている。また、⽇本国外であれば学⽣の出⾝国での研修も認められており（ただし⺟語以外の⾔語で活

⼈学校/⽇本語教育機関④⼤学等の教育機関・研究機関（共同研究に参加する形で）のような研修先も認

⽇系の政府系機関・NGO/NPO 団体の現地事務所②⽇系企業の現地法⼈③海外における⽇本⼈学校/⽇系

るが、⽬的を達成することができ、研究上必要と認められる場合には、①国際協⼒機関（JICA）などの

研修先は、海外の国際機関、企業、NGO 団体等、多⽂化コンピテンシーを⾼めることができる場であ

き、将来的に未来共⽣イノベーターとして活躍するための経験を積むことを⽬的とする。

（６つのリテラシー：多⾔語・フィールド・グローバル・調査・政策・コミュニケーション）の資質を磨

活かした上で⾃らの専⾨性を⼟台に海外で未来共⽣を⽬指す現場で働くことで、多⽂化コンピテンシー

3 年次後期（3 ヶ⽉〜6 ヶ⽉間）に⾏う海外インターンシップは、それまでにプログラムで得た知⾒を

海外インターンシップ（３年次）

いて年度末に発表会を⾏なう。
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⾝につけるための条件や社会的課題とは何かを議論する。学内外の⼈々との議論や思索、学んだことにつ

また、活動を通じて、未来共⽣プログラムが育成をめざす「未来共⽣イノベーター」とは何か、それを

の不安を解消し、今後の進路選択への糧とする。

さらに、こうした出会いや経験への反省と学びを深め、共有することを通じて、将来のキャリア形成へ

実践活動と研究活動の両⽴のやりかたなどを学ぶ。

通じて、社会の多様性（ダイバーシティ）を育てるために必要な⼈材の資質や博⼠課程⼈材へのニーズ、

これまでのプラクティカルワークで出会った⼈々の招聘や、産官学界やＮＰＯの⼈々への訪問や議論を

らにプログラム履修⽣全員を対象とするセミナーやワークショップを企画し、開催する。

受講⽣の希望やニーズを⼟台に、受講⽣が主体的に関わりながら、インタビューやフィールド訪問、さ

活躍する⼈々から学ぶことを⽬的とする。

や能⼒、⼈脈を⽣かしながら、共⽣社会の実現と今後のキャリア形成のため、学内外の「フィールド」で

３年次までの「プラクティカルワーク」での出会いや経験を振り返りながら、そこで⾝につけたスキル

フィールド・ラーニング（4 年次）

ハンドブック（平成 29 年度）

添付資料
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本研修は、１学期の《未来共⽣英語演習Ⅰ》で習得した基礎⼒を踏まえ、英語圏の教員

【⽬的】

本研修は、⼆つの少⼈数クラスにより構成される集中コースである。履修⽣は、１学期

て議論や⾯接、交渉などのスキルを磨く。《学術

間）を受ける。《アカデミック・コミュニケーション演習》において、

Role-Play」学習⽅法を通し

１４コマ

１４コマ
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（B） 学術論⽂執筆演習（Academic Writing in Multicultural Studies）：

Impact）：

（A） アカデミック・コミュニケーション演習（Communicating with Confidence and

（午後）に分けて、英語圏で通⽤する書評や論⽂の書き⽅を学ぶ。

論⽂執筆演習》において、多⽂化共⽣のさまざまな課題に取り 組みながら、概説（午前）と個別指導

いわゆる「Bespoke

コマの授業を（１コマ＝２時

の英語授業での活動に よって⼆つのグループ（A・B）に分かれ、６⽇間の集中コースに参加し、各１４

【内容】

ターンシップへつながるコミュニケー ション能⼒を養うことを⽬的とする。

通じてアカデミック英語能⼒の向上を集中的に図るとともに、３年⽬の海外イン

⼤阪⼤学 豊中キャンパス、⽂理融合型研究棟６階

【場所】

が企画した授業を

平成 29 年 8 ⽉ 28 ⽇（⽉）〜9 ⽉ 2 ⽇（⼟）

【期間】

＜予定＞

１年⽣

【対象】

RESPECT Academic English Skills Training (OUae)

学外研修について

本研修の⽬的は、国境を越えて、英語コミュニケーション能⼒を実践的に⾼めながら、

【⽬的】

参加必須の学外研修として、ガジャマダ⼤学の学⽣と共に 2 週間の集中コースを受講す

諸問題に実践的に取り組む⼒を涵養することである。

９０分×８回

（９時間）

Action（2

単

に使って学ぶ講義なので、この選

2-22

択科⽬を同時に履修することが推奨される。

講義を受け、様々な社 会問題をグループワークや現地の村でのフィールド調査などを通して英語を実際

開講される。ガジャマダ⼤学国際関係学科グローバル⼈道⽀援コースの学⽣たちと共に

研修期間中の午前中は、選択科⽬「Disaster Management & Humanitarian

実習（フィールドトリップ）： ３回

（１２時間）

ジョグジャカルタ周辺施設などの視察を⾏うフィールドトリップから構成されて

講義（多⽂化共⽣セミナー）： ９０分×６回

英語演習：

位）」が

いる。

ミナーおよび

る。RESPECT Global English Skills Training は、主に午後に授業が⾏われ、英語演習と多⽂化共⽣セ

【内容】

ターンシップに必要とされるグローバルな

⺠族・多⽂化の都市で、他者への理解と敬意、寛容の姿勢と、海外イン

University of Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

【場所】

⽂化や価値観の異なる多

平成 30 年 2 ⽉ 11 ⽇（⽇）〜2 ⽉ 25 ⽇（⽇）

【期間】

＜予定＞

１年⽣

【対象】

RESPECT Global English Skills Training (UGMge)

ハンドブック（平成 29 年度）

University of Toronto, Asian Institute, Toronto Canada

未来共⽣英語演習ⅠとⅡ及び 1 年次の「RESPECT Academic/Global English Skills

研修に基づき、２年⽬の海外研修は、英語そのものを⾝につけることを⽬的とするので

【場所】

【⽬的】

Training」の

多⽂化社会であるカナダで実施される本授業は、⼤阪⼤学の英語専⾨講師による⾔語⽀

多⽂化社会の現実を様々な教室外活動を通し体験するこ

実習：

社会福祉施設へ

時間）

2-23

の訪問など（３回予定）。

トロント周辺の NPO、NGO、市場、学校、アメリカンインディアンの居留地、

障害などの多様性について幅広い専⾨分野からのレクチャー（１コマ=２

講義・演習： ３⼈の講師による講義形式。内容は⽂化・⺠族の多様性の他、ジェンダー、宗教、

ント⼤学周辺のホテル施設となる。

に、各参加者は、⾃らの研究テーマについて、英語で⼩レポートを取り

まとめる。サマースクール中の宿泊は、トロ

せて企画されている。最終的

援をもとに、トロント ⼤学の多⽂化専⾨教員による教室内での活動とフィールド視察・活動を組み合わ

【内容】

とを試みる。

に、３年⽬のインターンシップに向けて、

多⽂化共⽣について学ぶことである。多⽂化教育を英語で学ぶことと共

平成 29 年 4 ⽉ 26 ⽇（⽔）〜5 ⽉ 8 ⽇（⽉）

【期間】

はなく、英語を使って、

２年⽣

【対象】

Summer School in Multicultural Studies (UofTss)

Examination）について

評価項⽬

評価基準

多⽂化コンピテンシーの評価

３

ラシー）

ラシー、⑥コミュニケーションリテ

添付資料
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（IELTS などの語学成績）

海外インターンシップの計画性、語学⼒

（3）海外インターンシップ審査

テーション審査

修⼠論⽂もしくは修⼠論⽂に相当する研究
成果と、未来共⽣の関連性に関するプレゼン

ー、④調査リテラシー、⑤政策リテ

（2）プレゼンテーション審査

を修得した科⽬・取得単位数及び成績

2 年終了時までに本プログラムにおいて単位

（1）本プログラムの履修状況

テラシー、③グローバルリテラシ

多⾔語リテラシー、②フィールドリ

６つの要素によって構成される。①

（多⽂化コンピテンシーは、以下の

所属研究科による博⼠後期課程の合格判定結果

の充⾜

※

（後期課程に合格することが要件）

果(規定単位数の取得、修⼠論⽂審査)
所属研究科の博⼠後期課程進学要件

所属研究科における博⼠前期課程の修了判定結

※

所属研究科の博⼠前期課程の修了

２

１

ける発表が課されています。

なお、QE の受験予定者には、2 年次 10 ⽉開催の「QE（プレゼンテーション審査）中間発表会」にお

は下表の通りです。QE の合否については、3 ⽉下旬に KOAN 及び掲⽰にて発表します。

に、3 年次以降のプログラム履修の継続の可否について総合的に判断します。評価項⽬および評価基準

前期課程の修了、博⼠後期課程の進学）に加え、未来共⽣プログラムでの履修状況と各審査結果をもと

プログラム 5 年制コースおよび 4 年制コースの 2 年次終了時に、所属研究科の学位取得⾒込み（博⼠

QE（Qualifying

3.Qualifying Examination

ハンドブック（平成 29 年度）
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問題点の有無

本プログラムの履修に⽀障をきたす

問題点の内容による判定

添付資料

未来共⽣と専攻分野との関連性を述べる

博⼠論⽂の作成を踏まえて、修⼠論⽂を位置づける

②

③

①

横書き 1 枚

3-2

・フォント：全⾓⽂字フォントは明朝体、半⾓⽂字フォントは Times New Roman

本⽂ 10.5 ポイント、数字は半⾓

・⽂字サイズ：タイトル 14 ポイント、サブタイトル及び所属研究科・専攻、⽒名 12 ポイント、

・⽂字数・⾏数：1 ⾏ 40 字、1 ページ 40 ⾏

・原稿余⽩：上余⽩ 30 ミリ、下余⽩ 40 ミリ、左右余⽩ 30 ミリ

・A4 判縦置き

・論⽂タイトル（サブタイトル含む）、所属研究科・専攻、⽒名を明記のこと

・使⽤⾔語：⽇本語

修⼠論⽂の概要

・指定の期⽇までに、以下の資料を提出する（期⽇について別途通知する）

修⼠論⽂の内容について、他分野の⼈にも理解できるよう、論理的かつ明晰に説明する

①

・プレゼンテーションは、以下の点にもとづいて⾏うこと

・発表時間 20 分（プレゼンテーション 10 分、質疑応答 10 分）

【プレゼンテーション審査 実施要項】

KOAN 及び掲⽰にて発表します。

研究成果）の内容と未来共⽣との関連性についてのプレゼンテーションを審査します。審査の結果は、

プレゼンテーション審査では、履修⽣による修⼠論⽂（4 年制コースの場合は、修⼠論⽂に相当する

2 年次の秋〜冬学期（2 学期）終了後に、プレゼンテーション審査を実施します。

プレゼンテーション審査について

※４年制コースについては評価項⽬から除く。

４

発表⽤パワーポイント

実施要項】

3-3

・期⽇までに、以下の書類をプログラム事務室に提出する

⾯接室への書類の持ち込みは不可とする

・⾯接は、事前に提出された「インターンシップ計画書」に基づき、英語で⾏う

・⾯接時間 20 分

【海外インターンシップ審査

審査の結果は、KOAN 及び掲⽰にて発表します。

⾯接審査を⾏います。

かどうか、また、その内容は上記のインターンシップ理念と⽬的に沿ったものであるかどうかについて、

審査では、履修⽣が海外インターンシップ（原則として 3 年次に実施）を実施できる準備ができている

海外インターンシップ審査は、プレゼンテーション審査と同⽇に実施します。海外インターンシップ

めの経験を積むことを⽬的としています。

しながら未来共⽣を⽬指す海外の現場で働くことで、将来的に未来共⽣イノベーターとして活躍するた

海外インターンシップは、履修⽣が⾃らの専⾨性を⼟台に、プログラム履修を通して得た知⾒を⽣か

海外インターンシップ審査について

に来場すること

・プレゼンテーション審査当⽇、発表者は⾃⾝のプレゼンテーション開始時刻の 20 分前までに発表会場

・プレゼンテーション審査の発表順は、メールおよび掲⽰にて通知する

に加えて、印刷⽤パワーポイントも作成・提出すること

パワーポイント

・審査資料として印刷版を使⽤するので、発表にアニメーション機能を⽤いる場合は、発表⽤

プレゼンテーション内容にかかわる⽂献について取捨選択して記載すること

・参考⽂献については、スペースの制限上、論⽂作成に⽤いたすべての⽂献を記載するのは困

・⽂字フォント：⾃由

・⽂字サイズ：18~30 ポイント、ただし図表および参考⽂献の⽂字サイズについてはこの限り

・スライド枚数：10 枚（表紙と参考⽂献記載ページを含む）

難なので、

ではない

②

ハンドブック（平成 29 年度）

語学証明書類（英語以外でインターンシップに従事する場合のみ）

②

2 ⽉ 6 ⽇（⽕）

添付資料

QE 最終合格発表：

3 ⽉下旬

3-4

開始（予定）

開始

２⽉ 22 ⽇（⽊）午後 2 時

1 ⽉ 31 ⽇（⽔）午後 4 時

プレゼンテーション審査・海外インターンシップ審査合格発表：

審査スケジュール（発表順）の通知：

海外インターンシップ計画書及び語学証明書類提出期限：

2 ⽉ 9 ⽇（⾦）午前 8 時

2 ⽉ 5 ⽇（⽉）午前 8 時

発表⽤パワーポイント提出期限：

修⼠論⽂概要提出期限：

海外インターンシップ審査：⽂理融合型研究棟 6 階 共通講義室 1, 2

共通講義室 3

海外インターンシップ審査

14:00

プレゼンテーション審査：⽂理融合型研究棟 7 階

プレゼンテーション審査

09:35

場所：

開会

09:30

平成 30 年 2 ⽉ 13 ⽇（⽕）

プレゼンテーション審査・海外インターンシップ審査

⽇時：

平成 29 年度

・⾯接順は別途通知する

・⾯接開始時刻の 20 分前に控室に来室する

インターンシップ計画書

①

平成 29 年度 学年暦

1-1

4.年度スケジュール

ハンドブック（平成 29 年度）
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1-2

平成 29 年度 履修⼿続き及び成績発表について

第２学期：

第１学期：

翌４⽉１６⽇（⽉）１６：３０

（第２次）翌４⽉２⽇（⽉）〜

1-3

翌３⽉８⽇（⽊）１６：３０

１０⽉１６⽇（⽉）１６：３０

９⽉８⽇（⾦）１６：３０
（第１次）翌３⽉１⽇（⽊）〜

（第２次）１０⽉２⽇（⽉）〜

（第１次）９⽉１⽇（⾦）〜

※成績結果の誤記⼊に関する申⽴て期間

所属している研究科の成績閲覧開始⽇

4．成績閲覧開始⽇について

１０⽉２３⽇（⽉）

４⽉２８⽇（⾦）

１０⽉１６⽇（⽉）

４⽉２１⽇（⾦）

第２学期：１０⽉１７⽇（⽕）〜

第１学期：４⽉２４⽇（⽉）〜

３．履修取消期間について

第２学期：９⽉２５⽇（⽉）〜

第１学期：４⽉５⽇（⽔）〜

２．履修登録期間について

翌２⽉９⽇（⾦）

※但し１１/３０、１２/１、４、７は秋学期授業

冬学期：１１⽉２８⽇（⽕）〜

業

１２⽉７⽇（⽊）

※但し１１/２８、２９、１２/５，６は冬学期授

[ターム型科⽬] 秋学期：１０⽉２⽇（⽉）〜

翌２⽉９⽇（⾦）

８⽉７⽇（⽉）

第２学期：１０⽉２⽇（⽉）〜

６⽉９⽇（⾦）

夏学期：６⽉１２⽇（⽉）〜

８⽉７⽇（⽉）

[ターム型科⽬] 春学期：４⽉１０⽇（⽉）〜

第１学期：４⽉１０⽇（⽉）〜

１．授業（期末試験を含む）の実施期間について
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5/1/17

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

ップ報告会

海外インターンシ

年生）

Fri リエンテーション（
リエンテーション（1

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Fri

Sat

Sun

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Sat

インターンシップ・オ

六大学交流会

六大学交流会

ーニング中間報告

プロジェクト・ラ

6/1/17

4⽉~9⽉

６月

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Sat

Sun

Sat

Fri

Mon

みどりの日

憲法記念日

いちょう祭片付け＜休講＞

Thu

Fri こどもの日

Thu

Wed

５月

いちょう祭＜休講＞

※ English Skills Training（夏休み期間、⽇時未定）
毎⽉11⽇ 野⽥村サテライトセミナー
※ 毎月

いちょう祭

いちょう祭準備

昭和の日

〜5/8
～

トロント研修

履修登録期間終了

トロント研修オリエンテーション

未来共生必修
授業開始

授業開始

春～夏学期

オリエンテーション

新⼊⽣・在学⽣ 合同
新入生・在学生

春夏学期 履修登録
春夏学期
期間 〜4/21
期間
～

Tue

4

入学式

Mon

3

Tue

Sun

Mon

2

4/1/17

Sat

1

４月

平成29年度（2017年度）⾏事予定
平成

7/1/17

ーニング成果発表

プロジェクト・ラ

海の日

直前説明会（3年⽣）
直前説明会（

インターンシップ派遣

７月

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

8/1/17

ーニング(東北)〜8/
ーニング

コミュニティ・ラ

山の日

授業終了

春～夏学期

８月

6

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

）

セミナー（2年⽣
セミナー（

インターンシップ

履修登録期間
履修登録期間

秋冬学期
秋冬学期

31

30

29

28

27

26

25

24

体育の日

オリエンテーショ

リーディングフォーラム

QE中間発表会②

リーディングフォーラム

履修登録期間終了

IELTS学内試験

毎⽉11⽇
※ 毎月

Tue

Mon

Sun

Sat

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

11/1/17

勤労感謝の日

大学祭片付け＜休講＞

大学祭

大学祭

文化の日
大学祭

大学祭準備＜休講＞

１１月

野⽥村サテライトセミナー

Fri QE中間発表会③

Thu

Wed

Tue

23

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Mon

Sun

10/1/17

インドネシア研修

授業開始

秋～冬学期

１０月

Fri QE中間発表会①

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

Sat

Fri

7

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

5

4

3

2

1

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

年内授業最終日

12/1/17

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

10⽉~3⽉
１２月

天皇誕生日

平成29年度（2017年度）⾏事予定
平成

Sun

～
〜1

9/1/17

22

秋分の日

敬老の日

９月

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

１月
1/1/18

オリエンテーショ

インドネシア研修

センター試験

センター試験

センター試験準備<休講>
センター試験準備

成人の日

授業再開

元日

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

2/1/18

ンターンシップ審

2/11〜2/25
振替休日
QE（プレゼン＆イ

建国記念の日
インドネシア研修

授業終了

秋～冬学期

２月

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

3/1/18

公共SL報告会(仮)
公共

学位記授与式

春分の日

３月

1時限

17:50)

～

(16:20

5時限

16:10)

～

(14:40

4時限

14:30)

～

(13:00

3時限

12:00)

～

(10:30

10:20)
2時限

～

(08:50

コード

4

4

3

2

月
教員

今井 貴代⼦
今井

科目名

＜夏 6/12〜8/7＞
＜夏

5限）

ング

吉⽥ 康寿
吉田

脇阪 紀⾏
脇阪

神⽥ ⿇⾐⼦
神田
吉⽥ 康寿
吉田

脇阪 紀⾏
脇阪
河村 倫哉
河村

平尾 ⼀朗
平尾

⽥川 千尋
田川

⼭本 晃輔
山本

今井 貴代⼦
今井

稲場 圭信
稲場

教員

園⼭ ⼤祐
園山
稲場 圭信
稲場

＜通年＞

スタジオ

志⽔ 宏吉
志水
榎井 縁
榎井
⽯塚 裕⼦
石塚

志⽔ 宏吉
志水

グ

COデザ

インセンター

3F

豊/総合Ⅰ豊

スタジオ

⽯塚 裕⼦
石塚

＜通年＞
9E0052 フィールド・ラーニン

COデザ

インセンター

3F

渥美 公秀
渥美

9E0050 未来共生特別演習

＜通年＞

9E0043 海外インターンシップ

ング

9E0022 プロジェクト・ラーニ

教室

豊/総合Ⅰ豊

その他

今井 貴代⼦
今井

マイノリティと⼈権（4- 榎井
マイノリティと人権（
榎井 縁

＜夏 6/12〜8/7＞
＜夏

5限）

9E0020 コミュニティ・ラーニ

時間割

-

年
1

科目名

9E0045 マイノリティと人権（
マイノリティと⼈権（4- 榎井
榎井 縁

コード

時間割

学

1

1

年

学

科目名

火

Anthropology

Topics in

S. Muller

教室

）

豊/⽂理融合棟共通講義2
豊

共通講義1
共通講義

豊/⽂理融合棟
豊

共通講義1
共通講義

豊/⽂理融合棟
豊

ー室B
ー室

豊/SCセミナ
豊

教室

1

1

年

学

科目名

水

特講

9E0028 災害政策と未来共生学

ちょう論説」づくり

9E0023 メディア考現学
メディア考現学―「い

コード

時間割

（1学期）

G. Mohacsi

9E0037 未来共生外国語
未来共⽣外国語1（英語 S. Muller

Academic Reading

9E0011 Introduction to

教員

春〜夏学期

9E0030 Key Concepts and

コード

時間割

豊/⽂理融合棟共通講義2
豊

-

-

東北

1

1

1

年

学

平成29年度（2017年度）時間割
平成

塚本 俊也
塚本

脇阪 紀⾏
脇阪

教員

教員研究室

豊/⽂理融合棟
豊

共通講義1
共通講義

豊/⽂理融合棟
豊

教室

1

年

学

科目名

木

9E0018 未来共生仏語演習Ⅰ

コード

時間割

⽥川 千尋
田川

園⼭ ⼤祐
園山

教員

棟演習室3
棟演習室

吹/最先端医療
吹

教室

コード

時間割

科目名

金

3-4限）※

3-4限）※

教員
S. Muller

教室
吹/最先端医療
吹

⽯塚 裕⼦
石塚

COデザ

共通講義4
共通講義
⼭本 晃輔
山本

スタジオ
豊/⽂理融合棟
豊
⽯塚 裕⼦
石塚
アクションⅠ

インセンター

3F

豊/総合Ⅰ豊

共通講義4
共通講義

豊/⽂理融合棟
豊

共通講義3
共通講義

豊/⽂理融合棟
豊

共通講義1
共通講義

榎井 縁
榎井

今井 貴代⼦
今井

⾼橋 綾
高橋

本間 直樹
本間

S. Muller

沖本 和⼦
沖本

今井 貴代⼦
今井

平尾 ⼀朗
平尾
榎井 縁
榎井

豊/⽂理融合棟
豊

豊/⽂理融合棟
豊
共通講義3-4
共通講義

⼭本 晃輔
山本

志⽔ 宏吉
志水

S. Muller

共通講義1
共通講義

豊/⽂理融合棟
豊

棟演習室1-3
棟演習室

吹/最先端医療
吹

ー室A
ー室

豊/SCセミナ
豊

棟演習室1-3
棟演習室

G. Yokota

⽥川 千尋
田川

星野 俊也
星野

志⽔ 宏吉
志水

D. Ghosh

I. Brenes

S. Muller

⽥川 千尋
田川

神⽥ ⿇⾐⼦
神田

岩居 弘樹
岩居

I. Brenes

9E0053 未来共生ソーシャル・

題※

9E0002 未来共生の哲学と諸課

9E0051 未来共生英語演習Ⅳ

プ

9E0041 未来共生ワークショッ

（隔週
（隔週

9E0006 未来共生調査法Ａ

9E0042 未来共生英語演習Ⅲ

（隔週
（隔週

9E0001 未来共生社会論

9E0016 未来共生英語演習Ⅱ

※

9E0005 未来共生多言語演習Ⅰ

9E0003 未来共生英語演習Ⅰ

※⾦曜⽇ 1年⽣必修科⽬ 2限⽬以降の授業はすべて30分遅れで開始
※金曜日

2

1

4

3

1

3

1

2

1

1

年

学

ハンドブック（平成 29 年度）
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６-1

継続して、毎⽉ 25 ⽇（⼟⽇祝祭⽇の場合はそ

平成 29 年 5 ⽉下旬

村より納税通知書が送付される

ろ住民税の納付：平成 30 年 5 ⽉〜6 ⽉頃に市町

確定申告：平成 30 年 2 ⽉ 16 ⽇〜3 ⽉ 15 ⽇ご

の平⽇）に振込み

以降、毎⽉ 25 ⽇（⼟⽇祝祭⽇の場合はその前

初回⽀給⽇は、4 ⽉〜5 ⽉の 2 ヶ⽉分⼀括⽀給

平成 29 年 5 ⽉ 25 ⽇（⽊）

初回支給日

支給日

奨励金受給者氏名の公表（ホームページ）

村より納税通知書が送付される

ろ住民税の納付：平成 30 年 5 ⽉〜6 ⽉頃に市町

確定申告：平成 30 年 2 ⽉ 16 ⽇〜3 ⽉ 15 ⽇ご

平成 29 年 5 ⽉下旬

奨励金受給者氏名の公表（ホームページ）

の前の平⽇）に振込み

平成 29 年 4 ⽉ 8 ⽇（⼟）以降
受給決定者へ受給決定通知書の配布

平成 29 年 5 ⽉ 19 ⽇（⾦）以降

受給決定通知

受給決定通知

受給決定者へ受給決定通知書の配布

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム事務

平成 29 年 2 ⽉ 1 ⽇（⽔）〜2 ⽉ 17 ⽇（⾦）

平成 29 年 4 ⽉ 8 ⽇（⼟）〜4 ⽉ 14 ⽇（⾦）
受給資格により、国費留学生、社会人などは奨励金
支給の対象外とする。アルバイトは不可。

受給調書の受付

受給調書の受付

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム事務

奨励⾦継続⼿続き案内（1 ⽉下旬）

オリエンテーションで（4 ⽉初め）で申請⽅法

受給資格により、国費留学生、社会人などは奨励金
支給の対象外とする。アルバイトは不可。

奨励金受給ハンドブック・受給調書の配布

継 続 （平成 25～28 年度入学生）

奨励⾦受給の流れ

奨励金受給ハンドブック・受給調書の配布

新 規 （平成 29 年度入学生）

平成２９年度

６.奨励⾦制度

４． 新規受給決定者の通知

６-2

本制度は、平成 30 年度までの予定です。

による

※本プログラムにおいては、研究拠点形成費等補助⾦（リーディング⼤学院構築事業費）

⽉額）

⽉額 200,000 円（未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラムにおける平成 29 年度の⽀給

３． ⽀給額

※奨励⾦の受給を希望しない場合も、奨励⾦受給調書は提出してください。

⽅法：持参または郵送（4/14 必着）

場所：未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム事務室

期間：平成 29 年 4 ⽉ 8 ⽇（⼟）から平成 29 年 4 ⽉ 14 ⽇（⾦）16：30 まで

申請書類提出期間及び場所：

(3) 振込依頼書

(2) 誓約書

(1) 平成 29 年度奨励⾦受給調書

申請書類：

２． 申請⽅法

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム履修⽣のうち平成 29 年度⼊学⽣

１． 新規申請対象者

業及び研究に専念するために⽀給することを⽬的とします。

本奨励⾦は、⼤阪⼤学が、博⼠課程教育リーディングプログラムに選抜された優秀な学⽣が学

奨励金受給申請について＜新規＞

平成 29 年度大阪大学博士課程教育リーディングプログラム

ハンドブック（平成 29 年度）

〒560-0043

６-3

⼤阪府豊中市待兼⼭町 1-2 ⽂理融合型研究棟 6 階

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム事務室（担当：伊藤）

５． 問い合わせ先

平成 29 年 5 ⽉ 19 ⽇（⾦）以降、受給決定通知書を配付します。

Tel: 06-6850-6926

添付資料

６-4

本制度は、平成 30 年度までの予定です。

による

※本プログラムにおいては、研究拠点形成費等補助⾦（リーディング⼤学院構築事業費）

⽉額）

⽉額 200,000 円（未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラムにおける平成 29 年度の⽀給

８． ⽀給額

※奨励⾦の受給を希望しない場合も、奨励⾦受給調書は提出してください。

⽅法：持参または郵送（2/17 必着）

場所：未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム事務室

期間：平成 29 年 2 ⽉ 1 ⽇（⽔）から平成 29 年 2 ⽉ 17 ⽇（⾦）16：30 まで

申請書類提出期間及び場所：

こと

※博⼠前期課程 2 年⽣が博⼠後期課程へ進学する場合のみ要提出、学籍番号の記⼊しない

(3) 振込依頼書

(2) 誓約書

(1) 平成 29 年度奨励⾦受給調書

申請書類：

７． 申請⽅法

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム履修⽣のうち平成 25 年度〜平成 28 年度⼊学⽣

６． 継続申請対象者

業及び研究に専念するために⽀給することを⽬的とします。

本奨励⾦は、⼤阪⼤学が、博⼠課程教育リーディングプログラムに選抜された優秀な学⽣が学

奨励金受給申請について（継続）

平成 29 年度大阪大学博士課程教育リーディングプログラム

ハンドブック（平成 29 年度）

225

226

添付資料

〒560-0043

６-5

⼤阪府豊中市待兼⼭町 1-2 ⽂理融合型研究棟 6 階

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム事務室（担当：伊藤）

１０． 問い合わせ先

平成 29 年 4 ⽉ 8 ⽇（⼟）以降、受給決定通知書を配付します。

９． 継続受給決定者の通知

Tel: 06-6850-6926

（リーディングプログラム履修⽣⽤）

奨励⾦受給ハンドブック

博⼠課程教育リーディングプログラム

平成 29 年度

⼤阪⼤学

ハンドブック（平成 29 年度）

続などについては、9．奨励⾦の継続申請⼿続をご覧ください。
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1

１４．競争的資⾦への応募の伺い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6

１３．社会保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５

１２．奨励⾦に関する税⾦の納付等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

１１．奨励⾦継続受給者の決定及び⼿続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

１０．継続申請における奨励⾦⽀給の停⽌ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

９．奨励⾦の継続申請⼿続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

2

１４

８．奨励⾦⽀給の停⽌・再開（休学・退学・留学を含む） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６．教育研究上必要な活動等による報酬受給の伺い（様式 6）
・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

１３

５．奨励⾦⾦額調整の申請書（様式 5） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２

４．奨励⾦受給証明書交付願（様式 4） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１

３．競争的資⾦への応募の伺い（様式 3） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０

２．奨励⾦⽀給停⽌・再開申請書（様式 2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９

１．誓約書（様式 1） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[様式（別添）]

7

１６．奨励⾦の額の調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７

１５．奨励⾦受給証明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７．奨励⾦⽀給⽇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

６．奨励⾦受給者⽒名の公表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

５．奨励⾦受給者の決定及び発表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

４．奨励⾦の新規申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

３．奨励⾦の受給資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

２．奨励⾦の⽀給⾦額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

１．奨励⾦の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⽬次

現在、奨励⾦を受給している在学者等の⽅の奨励⾦受給継続⼿

ハンドブック（平成 29 年度）
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また、⼤阪⼤学の⼊学料免除、授業料免除、授業料収納猶予及び授業料分納（問合せ先：学⽣部吹

・振込依頼書
留学⽣の⽅は、

(3)国費留学⽣として⽇本政府（⽂部科学省）奨学⾦を受給していないこと。

3

額の調整」に詳細を記載していますので、確認してください。

なお、インターンシップ等の報酬を受給する場合の、奨励⾦の取り扱いについては、「16.奨励⾦の

の報酬受給の伺い」（様式６）を提出してください）

ト等の報酬の受給を希望する場合は、必ず応募の前に「教育研究上必要であるアルバイト等

⑥学⽣の教育研究上必要であるとプログラム責任者が判断するもの（本項⽬によるアルバイ

⑤スーパーサイエンスハイスクールをはじめとする⾼等学校における課題研究活動等の TA

として⾏うような単純労働は不可）

④学⽣⾃⾝の研究に関連する学会関係の補助業務（単発のものに限る。学部⽣がアルバイト

③⼤学等⾼等教育機関（⼤学、短期⼤学、⾼等専⾨学校）における⾮常勤講師

者が研究従事機関の付属病院にて診療を⾏う医員等

②診療従事が教育研究上必要不可⽋な場合に限り、医師・⻭科医師・看護師の資格を有する

①本プログラムの教育・研究の遂⾏に不可⽋な場合の TA・RA

ただし、以下については、例外的に週当たりの総時間数５時間まで受給可能です。

に記載され

まとめて振込むことを予定しています。

4

新規履修⽣の⽀給開始時においては、数ヶ⽉分（5 ⽉に初回振込の場合は、4〜5 ⽉の 2 ヶ⽉分）を

込むことにより⽀給します。

奨励⾦は、毎⽉ 25 ⽇（⼟⽇祝の場合は、前⽇の平⽇）に、受給者から届け出のあった銀⾏⼝座に振

7．奨励⾦⽀給⽇

⾦受給者の⽒名を公表します。

奨励⾦受給⼿続完了後、奨励⾦⽀給開始までに、各学位プログラムホームページ等において、奨励

6．奨励⾦受給者⽒名の公表

奨励⾦受給決定通知書を発⾏します。

各学位プログラムにおいて公正に選考を実施した後、奨励⾦受給者を決定します。受給決定者には、

5．奨励⾦受給者の決定

ている継続申請の説明に従い、⼿続を⾏ってください。

(6)奨励⾦受給期間中に報酬（アルバイト料（チューターによる報酬）を含む。）を受給しないこと。

通帳の⽒名及び⼝座番号が記載されているページのコピーを添付してください。＞
※すでに奨励⾦を受給している在学⽣は、本ハンドブックの 9．奨励⾦の継続申請⼿続

(5)本学独⾃の奨学⾦を受給していないこと。

(4)留学⽣として⺟国の奨学⾦を受給していないこと。

・誓約書（様式 1）

(2)独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦を受給していないこと及び貸与を受けていないこと。

＜ボールペンで記⼊してください。フリクションペンは使⽤不可です。また、外国⼈

・受給調書

(1)独⽴⾏政法⼈⽇本学術振興会の特別研究員（DC）として採⽤されていないこと。

【申請書類】

⾦受給調書」を毎年度必ず提出してください。

なお、申請する意思の有無を確認することが必要なため、奨励⾦の受給を希望しない場合も、
「奨励

依頼書」等によって申請してください。

奨励⾦は、年度単位で⽀給が決定されます。新規履修⽣は、別途配付する「奨励⾦受給調書」
「振込

4．奨励⾦の新規申請

⽥学⽣センター・06-6879-7088）については、奨励⾦との重複に制限はありません。

第 2 条を参照してください。なお、受給資格の重要な点は次のとおりです。

奨励⾦の受給資格については、
「⼤阪⼤学博⼠課程教育リーディングプログラム奨励⾦実施要項」の

3．奨励⾦の受給資格

記載のとおりです。

奨励⾦の⽀給⾦額は、学位プログラム毎に決定されます。平成 29 年度の⽀給⾦額は、受給要項等に

2．奨励⾦の⽀給⾦額

に基づき、選考を経た上で奨励⾦を⽀給する制度を⽤意しています。

（以下学位プログラム）に選抜された優秀な学⽣が学業及び研究に専念するために、学⽣の受給申請

⼤阪⼤学では、博⼠課程教育リーディングプログラムにおける、新たな学位を授与するプログラム

1．奨励⾦の概要

奨励⾦制度について

ハンドブック（平成 29 年度）

を公表します。

（３）の記載に従い、奨励⾦受給⾦額の調整を申請してください。

受給調書提出後に、翌年度から休学をすることが決定した場合や、所属研究科の原級の学年にとど

添付資料

・受給調書

5

なお、現在奨励⾦を受給していない履修⽣についても、受給調書等の提出が必要です。

毎年定められた時期に、受給調書等を配付しますので、継続申請⼿続をしてください。

⾏う必要があります。

奨励⾦は、年度単位で⽀給が決定されているため、次年度に継続して受給するには、改めて⼿続を

9．奨励⾦の継続申請⼿続

異なる場合があります。

6

なお、外国⼈留学⽣の場合は、⽇本国と留学⽣の⺟国との租税条約などにより、税⾦の取り扱いが

については、後⽇お知らせします。

また、所得税を適切に納付したことを後⽇学位プログラムの担当者へ必ず報告してください。詳細

に反する⾏為」として、奨励⾦の⽀給停⽌・返還対象となる場合があります。

付しなければなりません。税⾦を納付しなかった場合は、重⼤な法律違反となるとともに、
「公序良俗

奨励⾦は所得（所得区分は「雑所得」）となりますので、受給者各⾃において所得税及び住⺠税を納

12．奨励⾦に関する税⾦の納付等
(1)納税

を停⽌します。詳細は、「⼤阪⼤学博⼠課程教育リーディングプログラム奨励⾦実施要項」の第 10 条

⽉末までに、「奨励⾦⽀給停⽌・再開申請書（様式 2）」を提出してください。

まることとなった場合には、翌年度からの奨励⾦⽀給を停⽌することとなりますので、原則として 2

を参照してください。

ラム履修辞退願の提出により、学位プログラムを継続しない意向を表明した学⽣へは、奨励⾦の⽀給

修継続⾒込み状況を含む）の評価により、奨励⾦の⽀給を停⽌することがあります。その他、プログ

受給資格を満たさなくなった場合は、奨励⾦の⽀給を停⽌します。また、学業成績及び履修状況（履

(3) その他

プログラムの担当者に相談してください。

(2)継続受給にかかる「奨励⾦⽀給停⽌・再開申請書（様式 2）」

また、奨励⾦⽀給開始までに、各学位プログラムホームページ等において、奨励⾦継続受給者の⽒名

体・⾃治体等のフェローシップや奨学⾦の受給については、本ハンドブック 16.奨励⾦の額の調整（２）、

その他、留学⽅法・制度を問わず、留学することを考えている場合は、できるだけ早期に、各学位

は、奨励⾦継続受給決定通知書を発⾏します。

各学位プログラムにおいて継続審査を実施した後、奨励⾦継続受給者を決定します。受給決定者に

(1)奨励⾦継続受給者の決定

11．奨励⾦継続受給者の決定及び⼿続

り学位プログラムに在籍しなくなった場合は、奨励⾦の⽀給が停⽌されます。

評価により奨励⾦の⽀給が停⽌される場合があります。また、Qualifying Examination 等の審査によ

継続申請⼿続を⾏った場合でも、⼤学院課程⼜は学位プログラムにおける学業成績及び履修状況の

10．継続申請における奨励⾦⽀給の停⽌

なお、⽣命機能研究科及び医学系研究科博⼠課程所属の履修⽣は提出する必要はありません。

記⼊は不要です。学籍番号欄は空⽩で提出してください。）

籍番号の

に限り、再度振込依頼書を提出してください。
（進学により、学籍番号が変更されるため、現在の学

場合

「官⺠協働海外留学⽀援制度〜トビタテ！留学 JAPAN ⽇本代表プログラム〜」の奨学⾦や、⺠間団

⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦を受けて短期の海外留学をする場合、奨励⾦との重複受給はできません。

(2)留学の場合

でに提出してください。

なお、「奨励⾦⽀給停⽌・再開申請書（様式 2）」は、原則として奨励⾦を停⽌する⽉の１ヶ⽉前ま

給・再開を希望する場合にも、同申請書を提出する必要があります。

また、休学・退学以外に、⾃⼰都合で奨励⾦の⽀給を停⽌したい場合や、停⽌していた奨励⾦の⽀

退学後に奨励⾦が⽀給された場合、休学・退学後に⽀給された奨励⾦を返還しなくてはなりません。

⾦⽀給停⽌・再開申請書（様式 2）」を必ず提出してください。届出をしなかったことにより、休学・

ともに、各学位プログラムで定められた休学・退学に関する所定の⼿続書類を提出し、併せて「奨励

奨励⾦を受給している学⽣が休学・退学する場合は、所属する研究科へ休学願・退学願を提出すると

（※）現在、博⼠前期課程（修⼠課程）２年の履修⽣が、博⼠後期課程（博⼠課程）へ進学をする

・振込依頼書（※）

(1) 休学・退学等の場合

奨励⾦を受給中に、所属する研究科を休学・退学する場合は、奨励⾦の受給資格がなくなります。

・誓約書（様式 1）

8．奨励⾦⽀給の停⽌・再開（休学・退学・留学を含む）

ハンドブック（平成 29 年度）
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195 万円を超え 330 万円以下

195 万円以下
10.21％

5.105％

課税される所得⾦額【課税所得】 税率＊

97,500 円

0円

控除額

② 住⺠税（市町村⺠税、府県⺠税）について

付しなければならないこととされました。

7

特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納

＊平成 25 年１⽉１⽇から平成 49 年 12 ⽉ 31 ⽇までの間に⽣ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興

ださい。

＊各種の控除等により税額は異なります。詳細は、国税庁のホームページ⼜は居住地の所轄税務署で確認してく

＊基礎控除＝所得税額を計算する際に、総所得⾦額等から差し引くことができる控除。

1,484,000 円×0.05105（税率*）=75,758 円

→1,484,000 円（千円未満の端数切り捨て）
【課税所得】

1,864,200 円－380,000 円=1,484,200 円

2,400,000 円－535,800 円=1,864,200 円【所得⾦額】

基礎控除 380,000 円が控除される場合

（例）授業料 535,800 円を必要経費として収⼊から差し引いた⾦額から、所得控除として

以下は、⽉額 20 万円の奨励⾦を 12 ヶ⽉受給し、収⼊が 240 万円となる場合の試算です。

（国税庁ホームページより）

所得税の速算表

参考：奨励⾦に課税される所得税額の例（平成 28 年）

税務署で確認してください。

所得税及び確定申告の詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）⼜は居住地の所轄

必要書類となりますので、各⾃において⼤切に保管してください。

れる「振込のお知らせ」には、当該⽉の⽀給額が記載されており、納税のための確定申告を⾏う際の

そのため、収⽀状況の記録や書類を保存しておいてください。特に、⼤学より受給者へ毎⽉郵送さ

す。

31 ⽇）に⽀給を受けた奨励⾦の⾦額から、⼊学⾦や授業料を必要経費として差し引いた⾦額となりま

なお、所得税の確定申告において、奨励⾦の雑所得としての所得⾦額は、１年間（１⽉１⽇〜12 ⽉

ら 3 ⽉ 15 ⽇（⼟⽇祝祭⽇と重なる場合は前後する場合がある。）です。

受給者本⼈が、確定申告によって納税しなければなりません。確定申告の時期は毎年 2 ⽉ 16 ⽇か

① 所得税について

税⾦に関する個別具体的な相談については、所轄の税務署⼜は市町村役場までお願いいたします。

住⺠税は、受給者本⼈が「普通徴収」という⽅式で納付することになります。普通徴収とは、確定

(3)国⺠年⾦

8

窓⼝で国⺠健康保険の加⼊⼿続を取ってください。

(1)にて、親⼜は親族の健康保険の被扶養者認定を取り消した場合は、受給者本⼈が居住地の市町村

(2)国⺠健康保険への加⼊

ご依頼ください。

円以上になると被扶養者の資格がなくなります。親⼜は親族等に勤務先で被扶養者の取消を⾏うよう

親⼜は親族等の勤務先の健康保険に、被扶養者となって加⼊している場合、年収の⾒込みが 130 万

(1)健康保険の被扶養認定の取り消し

13．社会保険

で給与所得に係る扶養控除申告の取り消しについて相談いただくようご依頼ください。

なりますので、奨励⾦受給期間、受給⽉額、必要経費等を⼗分確認のうえ、親⼜は親族等に、勤務先

除申告の取り消しが必要となります。取り消しの⼿続きについては、親⼜は親族等の勤務先により異

間の合計所得⾦額が 38 万円以下）を超える場合は、原則として親⼜は親族等の給与所得に係る扶養控

親⼜は親族等の税制上の扶養に⼊っており、奨励⾦受給等の収⼊により税制上の扶養控除の要件（年

(2)税制上の扶養控除申告の取り消し

担当窓⼝で確認してください。

各種の控除等により税額は異なります。詳細は、居住する市役所等のホームページ⼜は市役所等の

【所得割額の税率】課税所得の 10％（市⺠税＝課税所得⾦額の 6％、府⺠税＝課税所得の 4％）

【均等割額】5,000 円（市⺠税 3,500 円＋府⺠税 1,500 円）

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/sizei/kojin/keisan.html

以下は、豊中市ホームページに掲載されている、「均等割額」及び「所得割額の税率」の例です。

住⺠税には均等割額と所得割額があり、住⺠税の基礎控除額は 33 万円です。

納税額が安くなる制度があります。

⽉、10 ⽉と翌年 1 ⽉の 4 期に分けて⽀払いますが、市町村によっては、1 年分を⼀括して納付すると

住所地の⾃治体）より本⼈宛に届き、これにより各⾃が納付する⽅式です。通常は 1 年分を 6 ⽉、8

税額が決定され、翌年度の 5〜6 ⽉頃に住⺠税の納付書が市区町村（納税者の 1 ⽉ 1 ⽇現在における

申告を⾏うと、税務署から居住する市区町村へ住⺠税の⽀払について通知され、市町村において住⺠

ハンドブック（平成 29 年度）

式 5）を受理後、奨励⾦の額を調整し、⽀給⾦額を決定するものとします。
（１万円単位で調整します。）

⽣納付特例制度」を申請している場合でも、奨励⾦を受給することによって、ほとんどの場合は、
「学

いよう、奨励⾦の額を調整する。

9

当該⽉の報酬等の受給⾒込み額と奨励⾦⽀給⾦額の合計額が、奨励⾦⽀給⽉額の上限を超えな

各学位プログラムにおけるインターンシップに参加し、派遣先から報酬を受給する場合は、

【奨励⾦の額の調整】

ように奨励⾦の額を調整することで、⾦額調整後の奨励⾦を継続して受給することが可能です。

ただし、各学位プログラムにおけるインターンシップで、派遣先から報酬を受け取る場合は、次の

ることは原則としてできません。

定めに基づき、奨励⾦受給期間中に報酬（アルバイト料（チューターによる報酬）を含む。）を受給す

奨励⾦受給者は、
「⼤阪⼤学博⼠課程教育リーディングプログラム奨励⾦実施要項」第 2 条第 7 号の

(1)インターンシップによる報酬

16．奨励⾦の額の調整

発効には数⽇要します。

証明書が必要となった場合は、奨励⾦証明書交付願（様式 4）により、請求してください。なお、

証明書を発⾏します。

⾦受給者であることの証明が必要な場合は、奨励⾦⾦額・奨励⾦受給期間等を記載した、奨励⾦受給

の取り消しを⾏う際、居住地の市町村窓⼝で国⺠健康保険の加⼊⼿続を⾏う際等に、当該年度の奨励

⼤阪⼤学の授業料免除申請を⾏う際や、親⼜は親族等が勤務先で給与所得や健康保険等の被扶養者

15.奨励⾦受給証明書（和⽂・英⽂）

争的資⾦に応募の希望がある場合は、競争的資⾦応募の伺い（様式 3）を提出してください。

プログラム責任者が特に認めた場合は、競争的資⾦を受けて研究等をおこなうことができます。競

14．競争的資⾦応募の伺い

⾃において確認のうえ、適切な処置を取るようにしてください。

その他、奨励⾦を受給することによって公的機関等への⼿続が必要となるかどうかについては、各

10

⼿続きは、(1)インターンシップによる報酬を参照ください。

励⾦受給⾦額額調整により、奨励⾦を継続して受給することが可能です。

各学位プログラムへの専念を妨げないものであり、その受給額が奨励⾦上限額を超えない場合は奨

（4）起業により得る収益

⼿続きは、(1)インターンシップによる報酬を参照ください。

励⾦受給⾦額額調整により、奨励⾦を継続して受給することが可能です。

各学位プログラムへの専念を妨げないものであり、その受給額が奨励⾦上限額を超えない場合は奨

（3）⺠間団体・⾃治体等のフェローシップや奨学⾦

⼿続きは、(1)インターンシップによる報酬を参照ください。

能です。

学 JAPAN）の奨学⾦については、奨励⾦受給⾦額額調整により、奨励⾦を継続して受給することが可

「官⺠協働海外留学⽀援制度〜トビタテ！留学 JAPAN ⽇本代表プログラム〜」
（以下トビタテ！留

(2)「官⺠協働海外留学⽀援制度〜トビタテ！留学 JAPAN ⽇本代表プログラム〜」の奨学⾦

どで報酬を受け取ることは、この特例措置には該当しませんので、ご注意ください。

なお、単なる企業でのアルバイトやプログラムがインターンシップとして認識していない諸活動な

を申し出るようにしてください（雇⽤契約書等を添付のこと）。各学位プログラムにおいて、申請書（様

（118 万円＋扶養親族等の数×38 万円＋社会保険料控除等）の場合に在学中の納付が猶予される「学

⽣納付特例制度」の申請条件を満たさなくなりますので、次年度以降適切に納付してださい。

そのため、インターンシップの参加が決定し、報酬等を受給することが⾒込まれる場合は、すみや
かに各学位プログラムの担当者に「奨励⾦受給⾦額調整の申請書（様式 5）」にて、奨励⾦の額の調整

20 歳以上になると国⺠年⾦の保険料を納付することが義務づけられています。受給者本⼈が、⽇本

年⾦機構から送付される納付書によって納付してください。受給者本⼈の前年度の所得が⼀定以下
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06-6850-6926

〒560-0043

⽉曜

〜

⾦曜
9:00〜16:30

⽂理融合型研究棟

（祝⽇・年末年始を除く）

⼤阪府豊中市待兼⼭町１－２

〒560-0043

共同研究室Ⅱ

共同研究室Ⅰ

06-6850-6654

06-6850-6653

⼤阪府豊中市待兼⼭町１－２

⽂理融合型研究棟

６階

６階

を登録してください。
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また、内容によっては、個⼈宛に電話で連絡を⾏う場合がありますので、必ず連絡のつく電話番号

なお、メーリングリストに登録したアドレスは、定期的に確認するようにしてください。

た、資料の添付も⾏いますので、添付ファイルの確認、取得が可能なアドレスを登録してください。

本プログラムを履修している学⽣への連絡、通知、呼び出しは、メーリングリストで⾏います。ま

連絡⽅法

〔TEL〕

〔所在地〕

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム研究室

〔窓⼝業務時間〕

〔FAX〕 06-6850-6913

〔TEL〕

〔所在地〕

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム事務室

7.連絡先・⽅法

義彦
誠

若⽉

⽞室

千
⼩林

⼀

あゆみ
朴

渡邊

名前

学外プログラム担当者

（運営統括委員：教務）

敦郎
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代表取締役
ント

国際部⻑
アクティブユニット有限会社

会⻑

現代経済専攻

公益社団法⼈関⻄経済連合会

⽇本国際連合協会

⼤阪市⽴⼤学経済学研究科

経営コンサルタ

教授

NHK 東京アナウンス室・エグゼクティブアナウンサー

所属・職名

morita@hus.osaka-u.ac.jp

准教授

⼈間科学研究科

准教授

森⽥

⼈間科学研究科

sonoyama@hus.osaka-u.ac.jp

⼤祐

教授
k-inaba@hus.osaka-u.ac.jp

（運営統括委員：国際連携）

園⼭

（運営統括委員：評価・広報）

圭信

⼈間科学研究科

教授

稲場

⼯学研究科

uenishi@mit.eng.osaka-u.ac.jp

啓介

准教授

kawamura@osipp.osaka-u.ac.jp

（運営統括委員：学⽣⽀援）

上⻄

（運営統括委員：産学官連携）

倫哉

国際公共政策研究科

教授

河村

⾔語⽂化研究科

yamasita@lang.osaka-u.ac.jp

仁

（運営統括委員：選抜・審査）

⼭下

sawamura@hus.osaka-u.ac.jp

教授

⼈間科学研究科

（運営統括委員：財務・⼈事）

信英

澤村

教授

shimizuk@hus.osaka-u.ac.jp

（プログラム・コーディネーター）

宏吉

⼈間科学研究科

教授

所属研究科・専攻・職名
国際公共政策研究科

志⽔

名前
hoshino@osipp.osaka-u.ac.jp

俊也

（プログラム責任者）

星野

プログラム担当者

担当教員名簿

ハンドブック（平成 29 年度）

正博

志津代

向井

吉富
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特定⾮営利活動法⼈多⾔語センターFACIL

⼤阪府教育委員会・教育⻑
理事⻑

康太
光⼀

福井
⻄⼝

明久
公秀
真⾥

松野
渥美
⻑⽥

⾄朗
ベバリー アン

桃⽊
⼭本

恒裕

⼤槻

伸⼦

政明

清⽔

河井

研

中⽥

誠

英世

栗本

名前

廣⽥

晋也

⼤⾕

衛東

晃次

植⽥

許

隆司

横⽥

博康

眞⼀

佐藤

磯

達

杉原

学内プログラム担当者

教授

所属研究科・専攻・職名

教授

教授
教授

教授
教授

教授
教授
准教授
准教授
教授・研究科⻑
教授
教授
教授
教授
講師

添付資料

教授
教授
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bevyamamoto@hus.osaka-u.ac.jp

⼈間科学研究科

momoki@let.osaka-u.ac.jp

⽂学研究科

nkawai@sahs.med.osaka-u.ac.jp

医学系研究科

hirota@econ.osaka-u.ac.jp

経済学研究科

otsuki@osipp.osaka-u.ac.jp

国際公共政策研究科

qingshui@lang.osaka-u.ac.jp

⾔語⽂化研究科

ken-nakata@umin.ac.jp

医学系研究科

kurimoto@hus.osaka-u.ac.jp

⼈間科学研究科

otani@ciee.osaka-u.ac.jp

国際教育交流センター

xuwd@econ.osaka-u.ac.jp

経済学研究科

nagata@law.osaka-u.ac.jp

法学研究科

atsumi@hus.osaka-u.ac.jp

⼈間科学研究科

matsuno@osipp.osaka-u.ac.jp

教授

准教授

国際公共政策研究科

⾔語⽂化研究科

yokota@arch.eng.osaka-u.ac.jp

⼯学研究科

iso@pbhel.med.osaka-u.ac.jp

医学系研究科

koichi@ciee.osaka-u.ac.jp

国際教育交流センター

ktfukui@law.osaka-u.ac.jp

法学研究科

shinsato@hus.osaka-u.ac.jp

⼈間科学研究科

torusghr@let.osaka-u.ac.jp

⽂学研究科

ハンドブック（平成 29 年度）
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茂⼀

浩⼦

節也

弘樹

直樹

佐代

三⼗⼆

森栗

渡邊

橋⽖

岩居

本間

筒井

藪中

中内

政貴

ジェリー

慎吾

鈴⽊

ヨコタ

哲⽣

ヴァージル

名前

倉敷

ホーキンス

教授

准教授

准教授

講師
教授

保健学専攻

教授
教授

教授
准教授

教授

教授

特任教授

准教授
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nakauchi@osipp.osaka-u.ac.jp

国際公共政策研究科

gyokota@lang.osaka-u.ac.jp

⾔語⽂化研究科

国際公共政策研究科

tsutsui@lang.osaka-u.ac.jp

⾔語⽂化研究科

naho@cscd.osaka-u.ac.jp

CO デザインセンター

iwai@celas.osaka-u.ac.jp

全学教育推進機構

hashizume@museum.osaka-u.ac.jp

⼤阪⼤学総合学術博物館

watanabe@sahs.med.osaka-u.ac.jp

医学系研究科

morikuri@cscd.osaka-u.ac.jp

CO デザインセンター

suzukish@lang.osaka-u.ac.jp

⾔語⽂化研究科

kurasiki@mit.eng.osaka-u.ac.jp

⼯学研究科

hawkins@osipp.osaka-u.ac.jp

国際公共政策研究科

所属研究科・専攻・職名

uehara@lang.osaka-u.ac.jp

⾔語⽂化研究科

学内プログラム担当者（つづき）

上原

紀⾏（特任教授）

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

講師）

晃輔（特任助教）

康寿（特任助教）

裕⼦（特任助教）

貴代⼦（特任助教）

⿇⾐⼦（特任助教）

千尋（特任助教）
国際連携担当

⽥川

選抜・審査、教務担当

神⽥

総務担当

今井

学⽣⽀援担当

⽯塚

産学官連携担当

吉⽥

総務担当

⼭本

評価・広報担当

⼀朗（特任助教）

未来戦略機構所属

ミュラー ステファン（特任

平尾

yuenoi@respect.osaka-u.ac.jp
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tagawa.chihiro@respect.osaka-u.ac.jp

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

未来戦略機構所属

kanda.m@respect.osaka-u.ac.jp

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

未来戦略機構所属

imai-k＠respect.osaka-u.ac.jp

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

未来戦略機構所属

y-ishizuka@respect.osaka-u.ac.jp

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

未来戦略機構所属

yoshida@respect.osaka-u.ac.jp

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

未来戦略機構所属

yamamoto-k@respect.osaka-u.ac.jp

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

未来戦略機構所属

ichirohirao@respect.osaka-u.ac.jp

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

未来戦略機構所属

stevemuller@respect.osaka-u.ac.jp

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

未来戦略機構所属

⼈事担当

縁（特任准教授）

wakisaka-n@respect.osaka-u.ac.jp

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

未来戦略機構所属

教務、評価・広報、財務・

榎井

国際連携、評価・広報担当

脇阪

tsukamoto@respect.osaka-u.ac.jp

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

未来戦略機構所属

塚本
国際連携、産学官連携担当

所属研究科・専攻・職名

名前
俊也（特任教授）

プログラム専属教員

共同研究室Ⅰ

共同研究室Ⅰ

共同研究室Ⅰ

共同研究室Ⅱ

共同研究室Ⅱ

共同研究室Ⅱ

共同研究室Ⅱ

共同研究室Ⅰ

榎井研究室

脇阪研究室

塚本研究室

ハンドブック（平成 29 年度）
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ただし、個⼈情報保護法を遵守し、個⼈情報を安全かつ適正に管理・運⽤することに努

また、本プログラムに対する外部評価の参考資料として活⽤することがあります。

間において情報を共有します。

営上、必要と認められる個⼈情報に限り、上記の⽬的に必要な資料を収集・保管し、教員

このため本プログラムでは、プログラムにかかわる教育研究、学⽣⽀援、プログラム運

個々の履修⽣の将来の進路選択やキャリア形成に役⽴てていきたいと考えています。

シー（コミュニケーション、政策、調査、グローバル、フィールド、多⾔語）を把握し、

そこで、履修⽣が授業等を通じて⾝につける「多⽂化コンピテンシー」の６つのリテラ

習し、実践的経験を積み重ね、イノベーターとして成⻑する過程を重視しています。

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラムでは、履修⽣が社会の多様な分野について学

履修⽣の多⽂化コンピテンシーに関する情報の取り扱いについて

添付資料

⼤阪⼤学未来戦略機構第五部⾨

研究室Ⅰ

Tel:06-6850-6653
未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

〒560-0043 ⼤阪府豊中市待兼⼭町1-2 ⽂理融合型研究棟6階

じ状態にして返すこと（個⼈のデータやソフトはすべて消去すること）。

教員研究室に連絡をした上で、借りにくること。返却の場合も同様とし、備品は貸出時と同

❻貸出・返却時点での留意点

に教員研究室に連絡すること。

は修理費⽤の実費負担をしていただく場合がある。また、備品の異常を⾒つけたら、すみやか

万⼀、紛失や破損した場合は、ただちに教員研究室に報告し、指⽰に従う。その際、弁償⼜

❺紛失・破損時の取り扱い

更新申請を⾏う。予約があるときには、更新申請が認められない場合がある。

原則１ヶ⽉以内とする。延⻑を希望する場合や⻑期利⽤を希望する場合は、原則１ヶ⽉毎に

❹貸出期間

禁⽌する。

者本⼈が借りに来ること、また本⼈が責任をもって返却することを基本とする。備品の転貸は

本プログラム教員研究室にある所定⽤紙に必要事項を記⼊して、担当教員に提出する。使⽤

❸貸出⼿続き

３．本プログラムが適当と認めた者。

２．貸出可否は使⽤⽬的・⽅法が適切なもの。

１．本プログラム履修学⽣。

❷貸出対象者

４．ノートパソコン

３．ビデオカメラ

２．デジタルカメラ

１．IC レコーダー

❶貸出備品

に従い、⼤切に使⽤してください。

出を⾏っています。プログラムの備品ですので、適切な使⽤⽬的・⽅法のもと、以下の⼿続き

本プログラムでは、授業、調査、研究等に関わって履修⽣が使⽤することのできる備品の貸

備品貸出に関して
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建物配置図

91 文理融合型研究棟

EV

会議室

（吹抜）

未来共生
事務室

階段

WC

WC

未来共生
共同研究室Ⅰ

塚
本
研
究
室

榎
井
研
究
室

未来共生
学生控室

共通講義室1

未来共生
共同研究室Ⅱ

共通講義室2

脇
阪
研
究
室

＜6F＞

■文理融合型研究棟６階・７階 フロア概略図

■

EV

文理融合型研究棟（豊中キャンパス）

階段

WC

WC

共通講義室4

＜7F＞

共通講義室3

階段

EV

（吹抜）

演習室3
（吹抜）

演習室2

未来戦略支援事務室

演習室1

演習室4

■ 最先端医療融合イノベーションセンター棟 3F フロア概略図

■ 建物配置図

WC

階段

最先端医療融合イノベーションセンター（吹田キャンパス）
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（趣旨）
第１条 この規則は、大阪大学未来戦略機構が設置する第五部門（以下「部門」という。）が担当
する未来共生イノベーター博士課程プログラム（以下「プログラム」という。）の企画・運営に
関し、必要な事項を定めるものとする。
（プログラム責任者）
第２条 プログラムにプログラム責任者を置き、国際公共政策研究科長をもって充てる。ただし、
特別の事情があるときは、第７条に定める運営統括会議から推薦された者をもって充てること
ができる。
（部門長）
第３条 部門長は、プログラムの企画・運営を実質的に総括するプログラムコーディネーターの
役割を担う。
（参画研究科）
第４条 プログラムに参画する研究科（以下「参画研究科」という。）は文学研究科、人間科学研
究科、法学研究科、経済学研究科、医学系研究科、工学研究科、言語文化研究科、国際公共政
策研究科とする。
（研究科代表者）
第５条 プログラムの実施を責任ある立場で主体的に担い、プログラムでの教育活動と各研究科
での教育活動との円滑な連携を促進する者として、参画研究科から各１名の研究科代表者を選
出する。ただし、医学系研究科については、医学専攻と保健学専攻の各専攻から各１名の研究
科代表者を選出する。
（プログラム担当者）
第６条 プログラムの実施を責任ある立場で主体的に担う者として、プログラム責任者及び部門
長に加えて、以下の者をプログラム担当者として選任する。
(1) プログラムの企画・運営などを担う者としてプログラム責任者が指名する教員
(2) 参画研究科を構成する専攻群のそれぞれから担当者として選出された教員
(3) 学外の連携機関から選出された担当者
（運営統括会議）
第７条 部門に、プログラムの企画・運営の方針に関し必要な事項を審議するため、運営統括会
議を置く。
２ 運営統括会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) プログラム責任者
(2) 部門長
(3) その他プログラム担当者のうち第６条第１号に掲げる者のうちから部門長が必要と認めた
者
(4) 第９条に掲げる各ワーキンググループの主査
３ 運営統括会議に議長を置き、部門長をもって充てる。
４ 議長は運営統括会議を主宰する。
５ 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
６ 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営統括会議に出席させることができる。
（プログラム委員会）
第８条 部門に、運営統括会議が定める方針のもとで次の事項を審議するため、プログラム委員
会を置く。
(1) 履修学生の選抜、学籍の管理、進級及び修了等に関する重要な事項
(2) 教育課程に関する重要な事項
(3) その他プログラムに関する重要な事項
２ プログラム委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 運営統括会議の構成員
(2) 研究科代表のプログラム委員

大阪大学未来戦略機構第五部門（未来共生イノベーター博士課程プログラム）に関する規
則

未来戦略機構第五部門に関する規則（平成 29 年度）

附 則
この規則は、平成２５年４月１日から施行する。
附 則
この改正は、平成２６年４月１日から施行する。
附 則
この改正は、平成２８年４月１日から施行する。

(3) その他プログラム責任者が必要と認めた者
プログラム委員会に委員長を置き、プログラム責任者をもって充てる。
プログラム委員会に委員長を補佐するために副委員長を置き、部門長をもって充てる。
委員長はプログラム委員会を主宰する。
委員長に支障のあるときは、副委員長がその職務を代行する。
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者をプログラム委員会に出席させることができる。
（ワーキンググループ）
第９条 運営統括会議に、プログラム運営の具体化を円滑に進めるため、前条第２項第２号の各
委員のもとにワーキンググループを置くことができるものとし、各ワーキンググループは、プ
ログラム担当者のうちから部門長が指名する者から構成する。
２ その他ワーキンググループに関し必要な事項は、運営統括会議が別に定める。
（プログラム担当者会議）
第１０条 部門に、参画研究科を構成する専攻群及び学外の連携機関との間でプログラムの実施
に関する連絡調整を行うため、プログラム担当者会議を置く。
２ プログラム担当者会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 運営統括会議の構成員
(2) プログラム担当者
(3) その他部門長が必要と認めた者
３ プログラム担当者会議に議長を置き、部門長をもって充てる。
４ 議長はプログラム担当者会議を主宰する。
５ 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
６ 議長が必要と認めたときは、委員以外の者をプログラム担当者会議に出席させることができ
る。
（事務）
第１１条 部門に関する事務は本部事務機構及び関係部局が連携して行う。
（雑則）
第１２条 この規則に定めるもののほか、部門の企画・運営等に関し必要な事項及び各会議等に
関し必要な事項は、別に定める。

３
４
５
６
７

未来戦略機構第五部門に関する規則（平成 29 年度）
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本プログラムは、多様で異なる背景や属性を持つ人々にとっての未来に向けた共生モデル

本プログラムの５年制コース（以下「５年制コース」という。）の履修を志願することがで

２

第３条第３項の規定により履修を許可された学生の標準履修年限には、同条第１項に規定する

５年制コースの標準履修年限は、５年とし、４年制コースの標準履修年限は、４年とする。

（標準履修年限）

る。

第３条第３項の規定により本プログラムの履修を志願する者の選考方法については、別に定め

た書類、成績証明書等を総合して履修を許可すべき者を決定する。

第６条

２

機構長は、履修志願者に対し、書類選考、筆記試験及び面接試験を行い、志望理由を記載し

（選抜）

前条第３項の規定により本プログラムの履修を志願する者の出願方法については、別に定める。

第５条

２

修願書に別に定める書類を添えて、機構長に提出しなければならない。

本プログラムの履修を志願する者（以下「履修志願者」という。）は、所定の期日までに履

（出願）

修することはできない。

本プログラム以外の博士課程教育リーディングプログラムを履修する者は、本プログラムを履

選考の上履修の再開を許可することができる。

第４条

４

たり、再び本プログラムの履修を志願する場合は、未来戦略機構長（以下「機構長」という。）は、

グラムを辞退したものが、改めて第１項に規定する研究科の博士課程の後期課程に入学するにあ

以下この項において同じ。）の博士課程の前期課程を修了した者で、第１７条の規定により本プロ

３ 第１項に規定する研究科（専攻単位で出願資格を限定している研究科にあっては当該専攻に限る。

者は、本学大学院の医学系研究科医学専攻の博士課程に入学する者とする。

本プログラムの４年制コース（以下「４年制コース」という。）の履修を志願することができる

科の博士課程の前期課程に入学する者とする。

球総合工学専攻若しくはビジネスエンジニアリング専攻、言語文化研究科又は国際公共政策研究

現論専攻、人間科学研究科、法学研究科、経済学研究科、医学系研究科保健学専攻、工学研究科地

きる者は、大阪大学（以下「本学」という。）大学院の文学研究科文化形態論専攻若しくは文化表

第３条

２

本プログラムに履修上の区分として、５年制コース及び４年制コースを置く。

（出願資格等）

第２条の２

（履修上の区分）

とを目的とする。

を創案し、実現できる知識、技能、態度及び行動力を備えた未来共生イノベーターを育成するこ

第２条

（目的）

下「本プログラム」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

阪大学博士課程教育リーディングプログラム「未来共生イノベーター博士課程プログラム」（以

第１条

（趣旨）

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム

「未来共生イノベーター博士課程プログラム」規程

授業科目の単位の計算は、次のとおりとする。

講義及び演習は、１５時間をもって１単位とする。ただし、授業科目により３０時間をもっ
実験及び実習は、３０時間をもって１単位とする。ただし、授業科目により４５時間をもっ
一の授業科目について、講義、演習、実験又は実習のうち２以上の方法の併用により行う場

３

２

履修した各授業科目の合否は、筆記試験又は口頭試験によって決定する。ただし、試験

前２項の規定により合格した者については、所定の単位を与える。

Ｆ（６０点未満）

Ｃ（６０点以上７０点未満）

Ｂ（７０点以上８０点未満）

Ａ（８０点以上９０点未満）

Ｓ（９０点以上）

を合格、Ｆを不合格とする。

各授業科目の試験の成績は、１００点を満点として次の評価をもって表し、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣ

に代わる方法によることもできる。

第１２条

（試験及び評価）

期課程在籍中に取得した本プログラムの授業科目の単位は、前項の修了要件単位に算入する。

究科（専攻単位で出願資格を限定している研究科にあっては当該専攻に限る。）の博士課程の前

第３条第３項の規定により本プログラムの履修を許可された学生が、同条第１項に規定する研

しなければならない。

択科目８単位以上の計３４単位以上を修得し、かつ、所定の学外研修及びリサーチワークを修了

履修学生は、別表の授業科目の中から必修科目２３単位、選択必修科目３単位、及び選

（履修方法）

て、受講登録をし、許可を得なければならない。
第１１条

２

第３条第３項又は第５条第１項の規定により本プログラムの履修を許可された学生（以

下「履修学生」という。）は、所定の期日までに履修しようとする授業科目を機構長に届け出

第１０条

（履修手続）

もって１単位とする。

合については、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を考慮して定める時間の授業を

(3)

て１単位とすることがある。

(2)

て１単位とすることがある。

(1)

第９条

（単位の計算方法）

授業科目の区分、科目名及び単位数は、別表のとおりとする。

（授業科目の区分、科目名及び単位数）

学外研修及びリサーチワークに関し必要な事項は、別に定める。

するための学外研修及びリサーチワークによって行う。

第８条

２

本プログラムの教育は、リーディングプログラム科目として本プログラムが開設する授業

「未来共生イノベーター博士課程プログラム」規程（平成 29 年度）
科目及び関連する研究科等において開設する授業科目の授業並びに第２条に規定する目的を達成

第７条

（教育方法）

前期課程において既に履修済みの本プログラム期間を算入する。

研究科（専攻単位で出願資格を限定している研究科にあっては当該専攻に限る。）の博士課程の

「未来共生イノベーター博士課程プログラム」規程（平成 29 年度）

（進級）

本プログラムの２年次終了時における Qualifying Examination の審査に合格した者は、

第３条第３項の規定による本プログラムの履修を志願する者で、同条第１項に規定する研究科

（修了）

第１１条の規定に従い所定の単位を修得し、かつ、所定の学外研修及びリサーチワークを修

(2)

履修学生が、転学、退学、除籍等により本学大学院の学生でなくなった場合又は第１３

履修学生が本プログラムの履修の辞退を特に希望する場合は、機構長に願い出て、許可

則

この規程に定めるもののほか、本プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

履修学生が休学した場合は、その期間は本プログラムを履修することができない。
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則

この改正は、平成２６年１０月１日から施行する。

附

左欄
コミュニティワーク
公共サービスラーニング

右欄
コミュニティ・ラーニング
公共サービス・ラーニング

この改正施行の際、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得している者は、対応右欄の

２

授業科目を履修できないものとする。

この改正は、平成２６年４月１日から施行する。

則

１

附

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

附

第１９条

（雑則）

第１８条

（履修の停止）

を得なければならない。

第１７条

（履修の辞退）

履修資格を失うものとする。

条に定める審査及び第１４条に定める最終試験において不合格となった場合は、本プログラムの

第１６条

（履修資格の失効）

において博士の学位を授与する。

第１５条

本プログラムを修了した者には、大阪大学学位規程の定めるところにより、在籍研究科

本プログラムの最終試験に合格すること。

（学位）

(3)

了すること。

在籍する研究科（以下「在籍研究科」という。）の所定の課程を修了すること。

(1)

を経て、本プログラムの修了を認定する。

履修学生が次の各号の要件をすべて満たした場合は、機構長は、未来戦略機構会議の議

前２項の進級に係る審査の方法等に関し必要な事項は、別に定める。

第１４条

３

選考時に機構長が審査を行う。

２年次終了時に Qualifying Examination の審査を受けていないものは、別に定めるところにより、

（専攻単位で出願資格を限定している研究科にあっては当該専攻に限る。）の博士課程の前期課程

２

３年次に進級することができる。

第１３条

附

則
則
則
則
則

１０
２３

未来共生
言語プロ
グラム

未来共生
コア科目

科 目
区分１

未来共生
多言語科
目

未来共生
英語科目

－

科 目
区分２

未来共生社会論
未来共生の哲学と諸課題
未来共生ワークショップ
未来共生特別演習
未来共生英語演習Ⅰ
未来共生英語演習Ⅱ
未来共生英語演習Ⅲ
未来共生英語演習Ⅳ
未来共生選択英語Ⅰ
未来共生選択英語Ⅱ
未来共生選択英語Ⅲ
未来共生英文執筆トレーニング
未来共生多言語演習Ⅰ
未来共生外国語１
未来共生外国語２
未来共生外国語３
未来共生外国語４
共通教育外国語科目（国際教養２、第
２外国語）
学際融合教育科目(上級専門日本語)
専攻語科目
研究外国語

授業科目

１
１
１
１
１
１又は
２
２
２
２

１
１
１
２

単位数
選択
選択
必修

８以上

８以上

選択

２
２
２
２
１
１
１
１

必修

３

修了要件単位数
必修
選択必修
１３
３

アカデミックワーク１（平成２９年度開講科目）

アカデミックワーク１
アカデミックワーク２
プラクティカルワーク
計

科目区分

修了要件単位数

別表

この改正は、平成２９年４月１日から施行する。

附

この改正は、平成２９年１月１日から施行する。

附

この改正は、平成２８年１２月１日から施行する。

附

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。

附

この改正は、平成２７年４月１日から施行する。

未来共生多
言語科目の
選択必修科
目から１単
位以上修得
すること。

備考

備考

「未来共生イノベーター博士課程プログラム」規程（平成 29 年度）
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２

２
２
２
２
２
２
２
２

２

２

２
２
２
２

２

２

２

２

２

２
２

未来共生調
査法の選択
必修科目か
ら２単位以
上修得する
こと。

科目区分

未来共生基礎領 文学研究科提供科目
域科目
人間科学研究科提供科目

授業科目

れ、各授業科目については別に定める。

備考

専攻語科目、研究外国語及び兼修語学は、外国語学部から提供された授業科目により構成さ

より構成され、各授業科目については別に定める。

アカデミックワーク２

２

１

Culture, Knowledge and Technology
Introduction to Academic Reading
Research Seminar in Social and
Cultural Theory
Disaster Management and
Humanitarian Action
メディア考現学―「いちょう論説」づ
くり
メディアから見る未来社会
イノベーションとアントレプレナーシ
ップ
グローバル化と高等教育
教育と国際開発
災害政策と未来共生学特講
コンフリクトと共生の諸問題
Key Concepts and Topics in
Anthropology
Anthropological Perspectives on
Diversity and Coexistence
科学技術と共生社会
RESPECT Internship Seminar
Research Design and Planning
マイノリティと人権
未来共生社会貢献論Ⅰ
未来共生社会貢献論Ⅱ
未来共生ソーシャル・アクションⅠ
未来共生ソーシャル・アクションⅡ

未来共生調査法Ｂ

２

未来共生調査法Ａ

共通教育外国語科目及び学際融合教育科目は、全学教育推進機構から提供された授業科目に

－

未来共生
専門科目

（注）

－

未来共生
調査法

１

１

兼修語学（アラビア語、スワヒリ語、
中国語、朝鮮語、ドイツ語、フランス
語、イタリア語、スペイン語、ポルト
ガル語）
未来共生仏語演習Ⅰ

コミュニティ・ラーニング
公共サービス・ラーニング
プロジェクト・ラーニング
海外インターンシップ
フィールド・ラーニング

授業科目

プラクティカルワーク（平成２９年度開講科目）

２
２
２
２
２

必修

単位数
選択
選択
必修

備考

未来共生基礎領域科目は、各研究科等から提供された授業科目により構成され、各授業科目

２
については別に定める。

未来共生基礎領域科目は、選択科目である。

１

（注）

法学研究科提供科目
経済学研究科提供科目
医学系研究科提供科目
工学研究科提供科目
言語文化研究科提供科目
国際公共政策研究科提供科目
国際教育交流センター提供科目
CO デザインセンター提供科目
グローバルイニシアティブ・センター提供科目

「未来共生イノベーター博士課程プログラム」規程（平成 29 年度）

奨励金の受給資格は、次の各号に掲げる基準をすべて満たした者とする。

奨励金の財源は、大学改革推進等補助金（リーディング大学院構築事業費）等をもって

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を受給していないこと及び貸与を受けていない

留学生として母国の奨学金を受給していないこと。

本学独自の奨学金を受給していないこと。ただし、本学が設ける基金等による奨学金等

(5)

(6)

奨励金の支給額は、当該学位プログラムごとに別に定めるものとする。

奨励金の受給を希望する学生は、年度ごとに定められた期間内に、奨励金受給調書によ

奨励金受給学生は、公費によって経済的支援を受けるという自覚を持ち、学業及び研究

添付資料

第６条

奨励金は、返還を要しない。

（奨励金の返還）

に専念しなければならない。

第５条

（遵守事項）

る。

奨励金受給学生の選考は、プログラム責任者のもと、別に定める選考方法に基づいて実施す

りプログラム責任者へ申請するものとする。

第４条

（奨励金受給学生の選考）

第３条

（奨励金の支給額）

下「プログラム責任者」という。）が特に認めた場合については、この限りでない。

を公表することに伴い生じる著作料等、博士課程教育リーディングプログラム責任者（以

奨励金受給期間中に報酬（アルバイト料を含む。）を受給しないこと。ただし、研究成果

であって、授業料を援助するためのものについては、この限りでない。

国費留学生として日本政府（文部科学省）奨学金を受給していないこと。

(4)

こと。

(3)

前項の規定にかかわらず、支給開始時において、数ヶ月分を取りまとめて振込むことにより

９

（支給の再開）

止する。

奨励金受給学生が、学位プログラムを継続しない意向を表明した場合は、奨励金の支給を停

ができる。

奨励金受給学生が、特に希望する場合は、所定の手続きを経て奨励金の支給を停止すること

奨励金受給学生が、第６条第２項のただし書に該当する場合は、奨励金の支給を停止する。
８

奨励金受給学生が、死亡した場合は、奨励金の支給を停止する。
７

奨励金受給学生が、休学をした場合は、休学期間の奨励金の支給を停止する。

あると判断される場合又は長期欠席をした場合は、奨励金の支給を停止する場合がある。

奨励金受給学生の大学院課程又は学位プログラムにおける学業成績及び履修状況が、不良で

奨励金の支給を停止する。

奨励金受給学生が、大学院課程又は学位プログラムの原級にとどまることが決定した場合は、

を別途、明確に定めた場合においては、支給を継続することができる。

前項の規定にかかわらず、審査において、不合格となった場合に猶予期間を与える等の措置

より学位プログラムを履修しなくなった場合は、奨励金の支給を停止する。

６

５

４

３

２

学又は除籍となった場合及び Qualifying Examination 等の審査（以下「審査」という。）に

奨励金受給学生が、在籍する本学大学院の課程（以下、
「大学院課程」という。）を退

（支給の停止）

支給することができるものとする。

第１０条

２

奨励金は、原則として毎月２５日（当日が土日祝祭日の場合は、原則としてその直前の

平日とする。） に、奨励金受給学生の銀行口座に振込むことにより支給する。

第９条

（奨励金の支給方法）

責任者へ提出するものとする。

奨励金受給学生は、奨励金の支給に当たって第２条第２号から第７号に定める受給資格

グラムを履修していること。

第８条

（誓約書）

充てる。

第７条

（奨励金の財源）

ければならない。

虚偽の記載があった場合は、事実発生時に遡って支給済みの奨励金の一部又は全部を返還しな

に反する行為を行った場合、奨励金の使途が不適正と認められた場合及び奨励金受給申請書に

を満たしているか等を誓約するため、定められた期間内に所定の誓約書を作成してプログラム

独立行政法人日本学術振興会の特別研究員（DC）として採用されていないこと。

(7)

前項の規定にかかわらず、第２条第２号から第７号のいずれかの基準を満たしていないこと
が明らかとなった場合、研究上の不正行為（捏造、改ざん、盗用等）を行った場合、公序良俗

するプログラム（以下「学位プログラム」という。）に選抜され、１年間継続的に当該プロ

支給年度において、博士課程教育リーディングプログラムにおける、新たな学位を授与

(2)

(1)

第２条

（受給資格）

て必要な事項を定めることを目的とする。

という。）が学業及び研究に専念するために支給する資金 （以下「奨励金」という。）に関し

２

奨励金実施要項（平成 29 年度）

２

この要項は、国立大学法人大阪大学（以下「本学」という。）が、博士課程教育リーデ

ィングプログラムにおける、新たな学位を授与するために選抜された優秀な学生（以下「学生」

第１条

（目的）

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム奨励金実施要項

平成２４年３月１４日未来戦略機構会議了承

平成２８年３月１８日未来戦略機構長決裁

平成２８年１２月２８日未来戦略機構長決裁

奨励金実施要項（平成 29 年度）
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前条第３項にかかわらず、審査に不合格となったことにより原級にとどまることとな

前条第５項及び第８項により奨励金の支給を停止した場合において、当該学生の希望によ

添付資料

（事務）

（雑則）

この要項に定めるもののほか、奨励金に関し必要な事項は、学位プログラムごとに、

則

則

則

この改正は、平成２９年１月１日から施行する。

附

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。

附

この実施要項は、平成２４年４月１日から施行する。

附

別に定める。

第１５条

奨励金に関する事務は、博士課程教育リーディングプログラムの担当事務部が行う。

受給することができる。

ィング大学院構築事業費）等より研修、インターンシップ等に係る経費（滞在費を含む。）を

奨励金受給学生は、学位プログラムの取組の範囲において、大学改革推進等補助金（リーデ

受けて研究等を行うことができる。

第１４条

３

当該研究活動等の実施が不可欠であるとプログラム責任者が特に認めた場合は、競争的資金を

奨励金受給学生が、広く産官学にわたってグローバルに活躍するリーダーを養成するために、

税を行うとともに、適切な納税を行ったことをプログラム責任者へ報告しなければならない。

奨励金は、所得として課税対象となるので、奨励金受給学生が各自において適切に納

（その他）

第１３条

２

プログラム責任者は、奨励金支給開始までに奨励金受給学生の氏名をホームページ等

で公表するものとする。

第１２条

（氏名の公表）

り、所定の手続きを経た上で、当該年度の奨励金の支給を再開させることができる。

２

等の措置を別途、明確に定めた場合においては、奨励金の支給を再開させることができる。

った場合において、次回以降の審査を通過した場合は奨励金の支給を復活させることができる

第１１条

博士課程教育リーディングプログラム

年

奨励金受給調書

平成

名

E-mail ：

TEL （

）

（例外的に認められる報酬等の
受給について）

報酬（アルバイト料を含む）に
ついて

㊞

課程／学年
携帯

－

課程

年

月

）

日

次の項目については、例外的に週当たりの総時間数５時間まで受給可能です。
①事業目的等に基づく活動が，プログラムの実施に不可欠な場合のTA・RA
②診療従事が教育研究上必要不可欠な場合に限り，医師・歯科医師・看護師の資格を有す
る者が研究従事機関の附属病院にて診療を行う医員等
③大学等高等教育機関（大学，短期大学，高等専門学校）における非常勤講師
④学生自身の研究に関連する学会関係の補助業務（単発なものに限る。学部生がアルバイト
として行うような単純労働は不可）
⑤スーパーサイエンスハイスクールをはじめとする高等学校における課題研究活動等のTA
⑥学生の教育研究上必要であるとプログラム責任者が判断するもの

□ 報酬（アルバイト料、チューターによる報酬を含む）を受給していません。また、
今後、報酬（アルバイト料、チューターによる報酬を含む）を受給する予定もあり
ません。（チェックのみ）
〈ただし、以下の例外的に認められる報酬等は除く〉

・ 大阪大学独自の奨学金
（学部・研究科ごとの奨学金、その他学内各種奨学金を含む）

・ 日本学生支援機構 私費外国人留学生学習奨励費【外国人留学生】

・ 母国の奨学金【外国人留学生】

・ 日本政府（文部科学省）奨学金【外国人留学生】

・ 日本学生支援機構奨学金（給与及び貸与）

・ 日本学術振興会特別研究員（DC）〈翌年度にむけて申請することは可能です。〉

－

年

日

※新規履修生のみ記入してください。（在学生は記入不要）

□ 以下の他の奨学金等、給付型経費は受給していません。また、本年度中に
受給する予定はありません。（チェックのみ）

□ その他 （

生年月日

選抜試験時の
受験番号※

以下の太枠内のみ記入して提出してください。

以下の太枠内を記入し、①～③欄をすべて記入（又はチェック）して
提出してください。

□ 学業に専念するため

－

→

→

＊本書類に記入された個人情報は、奨励金受給者選考及び支給業務に使用します。

③

他の奨学金等、給付型経費の
②
受給状況

① 受給申請理由

連絡先

所属研究科
／専攻

氏

ﾌﾘｶﾞﾅ

学籍番号

B □ 奨励金の受給を申請しません。

A □ 奨励金の受給を申請します。

月

超域イノベーション博士課程プログラム
生体統御ネットワーク医学教育プログラム
インタラクティブ物質科学・カデットプログラム
ヒューマンウェアイノベ―ション博士課程プログラム
未来共生イノベーター博士課程プログラム
履修するプログラム名にチェックを入れてください。

以下の A , B いずれかの □ にチェックを入れ、それぞれの指示に従って受給調書を作成の上、提出してください。

平成２９年度

プログラム責任者 殿

□
□
□
□
■
※

奨励金実施要項（平成 29 年度）

平成

専攻名

（所属など）

部局名

(会社名など)

POSTCODE

月

－

日

印

大阪大学
学籍番号

CURRENT

２．当座

３．その他

OTHERS

銀行
金庫

口座番号(ACCOUNT NUMBER)（７桁）

（※ゆうちょ銀行の場合、支店名は３桁の漢数字となります。）

BRANCH NAME

・非常勤職員

・本学学生

・学外者

部局名

添付資料
内線番号

登録依頼日

債主コード

※変更届の場合は、部局担当者が以下の「債主コード」欄に元の債主コードを記入してください。

担当者氏名

※学外非常勤講師・招へい教員などで個人番号をお持ちの方は非常勤職員の区分、個人番号をお持ちでない方は学外者の区分です。

・常勤職員

※登録対象者の該当する区分を以下の4つのうちから1つ選び、○をつけてください。
これにより債主コードが決定します。

登録依頼部局記入欄

※この振込依頼書を提出後、記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。

（上記の氏名と口座名義が同一の場合は記入の有無を問いません。）

口座名義

BENEFICIARY NAME

※ 外国人・旧姓使用の方で
上記の氏名と異なる方は
記入してください。

※PLEASE FILL IN IF YOUR BENEFICIARY NAME IS DIFFERENT FROM THE NAME YOUR WRITE ABOVE

口座名義カナ

支店
出張所

(個人番号をお持ちでも学籍番号を優先してください。)

※学生の方は必ず学籍番号を記入してください。

（※ゆうちょ銀行の場合、当行固有の記号・番号ではなく、振込用の口座番号（７桁）を記載してください。）

ORDINARY

１．総合・普通

預金種別 (KIND OF DEPOSIT)

BANK NAME

記

超域 生体 ｶﾃﾞｯﾄ
ﾋｭｰﾏﾝ 未来共生

※個人番号をお持ちの方は必ず記入してください。
(不明な方は部局担当者にお問い合わせください。)

大阪大学
個人番号

大阪大学より支払われる旅費・謝金等は、下記の私名義の口座に振込ください。

THE FOLLOWING IS THE INFORMATION FOR MY PAYMENT

※現住所を都道府県から 記入してください。

住所

HOME ADDRESS

〒

年

SIGNATURE

※同姓同名で登録がある場合等の本人確認のため。

生年月日

DATE OF BIRTH

氏名

NAME

フリガナ

※学外者の方は会社名・所属名などを記入してください。なお、部局名は、〇〇研究科と記入してください。

MAJOR (DEPARTMENT etc.)

FACULTY NAME (COMPANY NAME etc.)

＊アルファベットのブロック体で記入してください。

日

以下に丸印を付してください。

＊PLEASE FILL OUT IN BLOCK LETTER

月

大阪大学長 殿

年

TO OSAKA UNIVERSITY PRESIDENT

※変更の場合も全て記入の上、変更箇所に☑を付してください。

振 込 依 頼 書 （ 新規 ・ 変更 ）

APPLICATION FOR PAYMENT

殿

誓

年

書

名
生年月日

氏

学籍番号

課程／学年

研究科

平成

約

月

年

日

月

日生

印

履修するプログラム名にチェックを入れてください。

■

4

3

2

1

奨励金受給調書に虚偽の記載がないこと。

実施要項第 13 条第１項に従って、奨励金に関する納税を適切に行うこと。

実施要項第５条に定める遵守事項を遵守すること。

実施要項第２条第２号から第７号に定める受給資格があること。

記

要項」という。）の各条項に同意した上で、下記事項を守ることを誓います。

にあたり、大阪大学博士課程教育リーディングプログラム奨励金実施要項（以下「実施

私は、平成２９年度大阪大学博士課程教育リーディングプログラム奨励金を受給する

プログラム責任者

※

ヒューマンウェアイノベ―ション博士課程プログラム
未来共生イノベーター博士課程プログラム

□

インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

生体統御ネットワーク医学教育プログラム

□

□

（様式 1）
超域イノベーション博士課程プログラム

□

奨励金実施要項（平成 29 年度）

243
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添付資料

殿

年

日生

月

生年月日

年

日

印

月

名

氏

学籍番号

課程／学年

研究科

平成

支給停止又は再開

３．

年

月支給分より停止

年

月支給分

～

平成

年

月支給分より再開

月支給分

（５）申請時又は支給停止期間終了時において奨励金の受給資格を失っている場合は、支給を再開しない。

（４）１．②の場合において、支給停止期間終了後は、特段の申請を行う必要なく支給を再開する。

こと。

（３）本申請書は、原則として支給停止月・再開月の前々月の末日までに、各プログラム事務室へ提出する

（２）支給の停止・再開が可能な期間及び年月は、支給する年度内とする。

（１）３．の理由を証明する書類（休学願の写し等）を添付すること。

（備考）

年

※当該年度において停止していた支給を再開する場合

平成

※当該年度を一定期間停止する場合

平成

※当該年度をすべて停止する場合

平成

１．～ ２．のいずれかの□にチェックを入れてください。

申請の理由

□ 支給再開年月

② □ 支給停止期間

① □ 支給停止年月

２．

１．

記

下記の期間について、本年度奨励金の支給を（ □停止・ □再開 ）していただきたく、申請します。

プログラム責任者

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム
奨励金支給停止・再開申請書

履修するプログラム名にチェックを入れてください。

未来共生イノベーター博士課程プログラム

■

※

ヒューマンウェアイノベ―ション博士課程プログラム

インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

□

□

生体統御ネットワーク医学教育プログラム

□

（様式 2）

超域イノベーション博士課程プログラム

□

殿

年

氏

名

学籍番号

課程／学年

研究科

平成

応募理由：

受給予定金額：

受給予定期間：

競争的資金名：

月

日

競争的資金への応募の伺い

印

履修するプログラム名にチェックを入れてください。

未来共生イノベーター博士課程プログラム

■

以下のとおり、応募をしてよろしいか伺います。

プログラム責任者

※

インタラクティブ物質科学・カデットプログラム
ヒューマンウェアイノベ―ション博士課程プログラム

□

生体統御ネットワーク医学教育プログラム

□

□

（様式 3）
超域イノベーション博士課程プログラム

□

奨励金実施要項（平成 29 年度）

未来共生イノベーター博士課程プログラム

■

年

月

名

月

日

から平成

記

年
枚

月まで（停止証明書は記入不要）

証明書を交付していただきたく、申請します。

のため、下記の大阪大学博士課程教育リーデ

英文氏名を記入。

※英文証明書希望の場合のみ、ＫＯＡＮ登録の

英文氏名

氏

学籍番号

枚、英文

停止

受給

年

課程／学年

研究科

平成

添付資料

受付日

担当者名

印

履修するプログラム名にチェックを入れてください。

ヒューマンウェアイノベ―ション博士課程プログラム

□

※

インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

□

No.（和文） No.（英文）

*****（以下プログラム支援教務係用）*****************************************

希望する枚数：和文

給付期間：平成

ィングプログラム奨励金

私は、

殿

生体統御ネットワーク医学教育プログラム

□

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム
奨 励 金 証 明 書 交 付 願

大阪大学未来戦略機構長

超域イノベーション博士課程プログラム

□

（様式４）

殿

未来共生イノベーター博士課程プログラム

■

氏

名

学籍番号

課程／学年

研究科

奨励金金額調整の申請書
日

年

月

日

年

計○○○円

～

※報酬等の受給見込み額が確認できる書類を添付すること。

４．備考：

・〇月分：時給○○円×○時間×○日

・月額○○円

（記載例）

３．報酬等受給見込み金額：

２．報酬等の受給期間：

起業により得る収益
月

日（

日）

民間団体・自治体等のフェローシップや奨学金

□

□

）からの報酬

印

月

「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～」の奨学金

インターンシップ派遣先（

年

□

□

１．報酬等の種別：

記

平成

履修するプログラム名にチェックを入れてください。

ヒューマンウェアイノベ―ション博士課程プログラム

□

下記のとおり、奨励金の額の調整を申請します。

プログラム責任者

※

生体統御ネットワーク医学教育プログラム
インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

□

（様式５）

□

超域イノベーション博士課程プログラム

□

奨励金実施要項（平成 29 年度）
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殿

氏

名

課程／学年

研究科

学籍番号

事

事

従

従

期

内

先

間 ：

容 ：

等 ：

の確認

指導教員等

氏名（署名または捺印）

所属・職名

申請理由（教育研究上の必要性等）：

受給見込み金額 ：

事

従

以下のとおり、報酬を受給してよろしいか伺います。

プログラム責任者
平成

年

月

印

日

履修するプログラム名にチェックを入れてください。

教育研究上必要な活動等による報酬受給の伺い

未来共生イノベーター博士課程プログラム

ヒューマンウェアイノベ―ション博士課程プログラム

□

※

インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

□

■

生体統御ネットワーク医学教育プログラム

□

（様式 6）

超域イノベーション博士課程プログラム

□

奨励金実施要項（平成 29 年度）

添付資料

9.

8.

7.

6.

６階）

1

選考結果の通知
随時、申請者本人および指導教員に通知します。

選考方法
プログラム担当者で組織された選考委員会において、申請書の内容等に基づき、採択候補者の選考を
行います。

【提出先】
未来共生イノベーター博士課程プログラム 事務室（文理融合型研究棟
TEL： 06-6850-6926 担当：伊藤

提出期限および提出先
【提出期限】
平成 29 年 9 月 8 日（金）16:00 まで

経費
「旅費（国内旅費、海外旅費）」、「謝金」、「物品費（消耗品費）」、および「その他（印刷製本費、通
信運搬費、会議費、諸経費等）」の区分で計上できます。教育研究計画・方法との整合性を考え、可能
な限り具体的に計上して下さい。
なお、別紙、未来共生イノベーター博士課程プログラムにおける独創的な教育研究活動を行うための
経費に関する注意事項に示すとおり、経費として認められないものがあります。また経費の執行にあた
ってはプログラムで定めた諸手続きの手順を踏む必要があります。

5．応募書類
平成 29 年度未来共生イノベーター博士課程プログラム教育研究活動経費計画調書を 1 部提出して下
さい。なお、長期フィールド調査を計画する場合は、調査日程表を必ず添付すること。
提出された計画調書について、選考基準を満たしていない場合は修正を求めることがあります。

4．採択予定件数
平成 29 年度は 7 件程度を上限に採択予定。ただし、応募内容や応募件数に応じて査定する場合があ
る。

年額 30 万円/件を上限とします。

3．教育研究活動経費

2．応募資格
未来共生イノベーター博士課程プログラムの履修生であり、本学及び他から類似の経費の助成を受けて
いない者。

1．目的
未来共生イノベーター博士課程プログラムの独創的な教育研究活動経費は、プログラム履修生の自由、
独創的、あるいは野心的な発想に基づく教育研究活動に対して経費を援助して、その実現の支援を目的
とするものです。プログラム履修生自身が、計画調書の作成、計画に則った教育研究活動の実施、およ
び報告書の作成の一連の流れを経験することは、将来、競争的資金を獲得するための計画立案および計
画調書作成の格好のトレーニングとなります。また、研究費等の必要性および競争的資金の意義につい
て理解を深めるとともに、公的資金を使う者としての責務の啓発を図ることも目的の一つです。

独創的な教育研究活動経費公募要項

平成 29 年度大阪大学博士課程教育リーディングプログラム
「未来共生イノベーター博士課程プログラム」

選考基準
・目的が明確であるか。
・活動テーマの背景が、未来共生に係わる内容で適切に説明されているか。
・期限内に実施可能な計画となっているか。
・提起された問題を解決するための教育研究計画となっているか。
・方法は適切か、また具体的に述べられているか。
・教育活動経費の明細と教育研究計画の内容との対応が明らかになっているか。
・教育活動経費の明細は、リーディングプログラム補助金の経理手続き上の制約を満たしているか。
・教育研究計画調書全体を通した整合性がとれているか。

独創的教育研究活動経費制度（平成 29 年度）

2

大阪大学未来戦略機構第五部門
（未来共生イノベーター博士課程プログラム）共同研究室
TEL：06-6854-6654
担当：石塚（学生支援担当）
E-mail：y-ishizuka@respect.osaka-u.ac.jp

【本件に関する問い合わせ先】

12.報告書
教育研究活動終了後に報告書を提出して頂きます。なお、報告書は HP 等を通じ、広報活動に利用す
ることがあります。

11．経費の執行について
経費は、採択が決定し、使用計画書が承認され次第、随時執行可能です。ただし、原則、平成 30 年 1
月末までに執行予定、金額を確定し 2 月末までに本活動を終了する必要があります。

10.

独創的教育研究活動経費制度（平成 29 年度）
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～

平成

年

研究科

学

年

月

専攻

指導教員等
所属・氏名

学年

氏名

年

連絡先

月

専攻

研究科

日

-1-

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム独創的教育研究活動経費

【個人情報の取り扱いについて】
（１）この計画調書に記入されました個人情報に係る事項については、独創的教育研究活動経費に係る業務
において使用します。
（２）独創的教育研究活動経費に採択された際には、プログラムの広報活動等において、所属研究科・専攻、
学年、氏名および活動報告等を公表することがありますので、あらかじめご了承ください。

受けていない

□

専攻

研究科

類似の経費の助成状況

学籍番号

月

未来共生イノベーター博士課程プログラム

名

平成 29 年

申請年月日:

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム
独創的教育研究活動経費計画調書

履修プログラム名

（※該当する場
合のみ記載。行
が不足の場合は
追加してくださ
い。）

グループ
構 成 員

学籍番号
電話
E-Mail
（PC）
氏

申 請 代 表 者 フリガナ
氏
名 氏
名
連 絡 先 （自署）

所 属
研究科

教育研究活動期間

教育研究活動テーマ

平成 29 年度

様式１－１

教育研究活動テーマ

-2-

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム独創的教育研究活動経費

本教育研究活動の全体構想及びその中での本教育研究活動の具体的な目的について、判りやすくかつ明確に記述してください。
図表などを用いてもかまいません。なお、参考文献等がある場合は末尾に列挙してください。

教育研究活動の目的

独創的教育研究活動経費制度（平成 29 年度）

期待される成果を 200 字程度で纏めてください。

期待される成果等

-3-

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム独創的教育研究活動経費

-4-

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム独創的教育研究活動経費

過去に採択された教育研究活動テーマの成果について要約してください。
なお、本申請の教育研究計画が、過去に採択されたテーマの成果をもとに発展させたものである場合には、関連性についても
説明して下さい。

過去に採択された教育研究活動テーマの成果（※該当者のみ記載してください。
）

採択された教育研究活動のテーマ

過去に本経費に採択されたことがあるプログラム履修生は、以下について記入してください。

当該テーマの目的を達成するための具体的な教育研究活動の計画・方法について、テーマを完遂するための全容と本年度の具
体的な企画・方法について、具体的かつ明確に記述してください。必要があれば、適宜文献等の引用を行うことも可能です。
なお,記述にあたっては、教育研究活動経費の明細との関連性が判るようにしてください。

採択年度

過去に採択された本経費（※該当者のみ記載してください。
）

教育研究活動の計画・方法

独創的教育研究活動経費制度（平成 29 年度）
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計

円

円

＜その他＞

合

円

＜物品費＞

円

円

金額（円）

＜謝金＞

＜旅費＞

経費区分

諸経費

会議費

通信運搬費

印刷製本費

消耗品費

謝金

外国

国内

-5-

計画・方法との整合性を考え、可能な限り具体的に積算してください。

教育研究活動経費の明細

教育研究活動テーマ

積

内

訳 （円）

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム独創的教育研究活動経費

算

氏

名

平成 29 年

月

～

専攻

研究科

平成
学

年
年

月

指導教員等の所見

年

月

指導教員等
所属・氏名
氏名（署名または捺印）

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム
独創的教育研究活動経費

指導教員等の本課題教育研究についての所見記載欄

履修プログラム名

申請代表者
氏
名

所 属
研究科

教育研究活動期間

教育研究活動テーマ

平成 29 年度

年月日:

印

専攻

研究科

日

様式１－２

独創的教育研究活動経費制度（平成 29 年度）

未来共生イノベーター博士課程プログラム

添付資料
平成 29 年

未来共生イノベーター博士課程プログラム

した執行内容や金額は、以降変更することはできません。
10 日

学生支援係

8月

ど）を 2 月 28 日までにすべて提出できるよう計画を立てる必要があります。1 月 31 日までに確定

前書類（旅行日程表や見積書など）を 1 月 31 日までに提出し、証拠書類（出張報告書、領収書な

年 1 月 31 日（水）まで、執行自体は、平成 30 年 2 月 28 日（水）までに終えてください。つまり、事

使用計画書が承認され次第、順次経費を執行することができます。執行内容の確定は、平成 30

５．経費の執行について

もリーディングプログラム補助金の経理手続き上の制約により認められない場合があります。

なお、別紙に例示する使途については、経費として認められません。別紙の例示以外に

断します。場合によっては使途の変更は認められない場合もあります。

研究活動の変更にともなう本経費の使途の変更については、その必要性に応じて適宜、判

究計画においては、研究内容と経費の使途の関係が明らかになっている必要があります。

独創的な教育研究活動を実施するために、必要な経費を具体的に計上してください。研

４．経費の具体的な使途

動計画の再提出を求める場合があります。

に変更があった場合は、予め学生支援担当者に相談をすること。必要に応じて教育研究活

年度における教育研究活動計画に基づくものに限ります。研究方法やスケジュールなど

本経費は、年度単位で申請することになっているため、使用する経費については、当該

３．研究活動期間

きます。

手続きに準じてください。採択決定後、使用計画書提出時に倫理問題確認書を提出いただ

研究内容によって倫理審査会等の手続きが必要な場合は、所属研究科又は所属学会の

２．研究倫理について

との関連性及び相違点が記載されている必要があります。

そのため、計画調書には、申請者が在籍する研究科で行う研究活動の内容と本教育研究

を支援するものではありません。

動を支援するための経費であり、履修生が所属している研究室で行われている研究活動

本経費は、未来共生イノベーター博士課程プログラムに関連する独創的な教育研究活

１．学位プログラムに関連する研究活動内容について

独創的な教育研究活動を行うための経費の申請における注意事項

＜その他＞

＜物品費＞

＜謝金＞

諸経費

会議費

通信運搬費

印刷製本費

消耗品費

謝金

外国

国内

経費区分

経費として認められないもの（一例）

・旅行損害保険（ただし、加入する必要はあります）
・学会年会費（入会費、学会参加費を除く）

・会議後の懇親会や研修への参加等にかかる飲食費。

（コピー機のトナーやコピー用紙等）

・一般事務用品等で、直接使用した部分が特定できないもの。

・パソコン、カメラ、ＩＣレコーダーなど汎用性のある備品。

・調査訪問先における協力者等への謝金は原則不可。

・レンタカー利用料（原則、車の利用を認めません）

・同一市町村内の移動交通費（地下鉄、路線バス、タクシー等）。

・レンタカー利用料（原則、車の利用を認めません）

・近距離旅費（千里中央発着片道 50km 圏）。

教育研究活動経費留意事項

＜旅費＞

別紙

独創的教育研究活動経費制度（平成 29 年度）
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事務局

論文

20,000〜25,000 字程度

限を設けます。いずれも本文、注、参照文献、図表を含めた枚数です。

「書評」「エッセイ」等の区分を設けます。また、原稿の区分ごとに、下記のとおり、文字数制

本誌には、広い意味での「共生」にかかわる「論文」「研究ノート」「フィールドワーク報告」

５．原稿の区分と枚数

TEL：06-6850-6653（内線 6653） E-mail：imai-k@respect.osaka-u.ac.jp（担当：今井）

『未来共生学』編集委員会

未来共生イノベーター博士課程プログラム

共同研究室Ⅰ

文理融合型研究棟 6 階

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1 番 2 号

研究ノート

2,000 字程度

2,000~3,000 字程度

10,000 字程度

12,000 字程度

文献引用・参照文献の記載方法の例

７）文献引用・参照文献などの形式は以下のとおりとします。

通し番号表 1、表 2、図 1、図 2 をつけてください。

６）図表の題目は、図の場合は図の下に、表の場合は表の上につけてください。図表は、各々

５）本文中の見出しは、章は 1、節は 1.1、1.1.1 の順にします。

４）使用言語は日本語とします。題目・キーワードに英訳を付記してください。

３）句読点は「、」「。」を使用してください。

下 40 ミリ、左右 30 ミリ」取ってください。

２）全角文字の大きさは 10.5 ポイントとし、数字は半角とします。余白を「上 30 ミリ、

１）原稿は A4 判縦置き横書き、1 頁あたり全角で 40 字×40 行で作成してください。

９．様式

署名欄を設けた提出書を準備していますので、事前に事務局まで問い合わせください。

大学院生による投稿の場合、必ず指導教員の承諾を受ける必要があります。指導教員の承諾

号・電子メールアドレス）を明記してください。

原稿本体とは別（別紙・別ファイル）に、氏名（和文・英文）・連絡先（所属・住所・電話番

８．投稿者氏名・連絡先

英語要旨：300 words 程度とします。

日本語要旨：400〜500 字程度とします。

論文と研究ノートについては要旨を提出してください。

７．要旨

エッセイ：題名、本文

書評：編・著者名、書名、副題、版数、出版地、出版社、刊行年、総頁数、定価

フィールドワーク報告：題名、キーワード、目次、本文、注、参照文献

英語キーワード

研究ノート：題名、要旨、キーワード、目次、本文、注、参照文献、英語題名、英語要旨、

ーワード

論文：題名、要旨、キーワード、目次、本文、注、参照文献、英語題名、英語要旨、英語キ

６．構成

エッセイ

書評

フィールドワーク報告

ジャーナル『未来共生学』投稿規定（平成 29 年度）

を、事務局宛に郵送してください。一旦ご提出いただきました原稿は返却いたしません。

データファイルを記録した各種電子メディア（CDR 対応・Windows ならびに Macintosh 対応）

化けする可能性のある特殊な文字、記号を使用する場合は印刷済み原稿 1 部とともに、原稿の

でに送付してください。草稿ではなく完成稿をお送りくださるようお願いします。なお、文字

未来共生イノベーター博士課程プログラム事務局宛に、メールの添付ファイルで締め切りま

４．原稿送付について

がパソコンで作成・編集したものを本文とは別のファイルで提出してください。

マイクロソフト・ワードで読み込み可能な形式で作成してください。写真・図表は、執筆者

３．原稿形式

た原稿の掲載の可否は、編集委員会が決定します。

員会が行い、その結果に基づき、改訂・修正の可能性があることをご了承ください。投稿され

編集委員会が掲載の可否を決定します。論文・研究ノート以外の原稿の校閲に関しては編集委

論文・研究ノートについては、編集委員会が選出した複数の査読者による査読結果に基づき、

２．審査・校閲

際教育交流センター、CO デザインセンター、グローバルイニシアティブ・センター

ジニアリング専攻）、言語文化研究科、国際公共政策研究科、及び未来戦略機構第五部門、国

科、医学系研究科（保健学専攻、医学専攻）、工学研究科（地球総合工学専攻、ビジネスエン

文学研究科（文化形態論専攻、文化表現論専攻）、人間科学研究科、法学研究科、経済学研究

参照）の教員と大学院生、その他編集委員会が適当と認めた方が投稿できます。

大阪大学未来戦略機構第五部門、未来共生イノベーター博士課程プログラム参画部局（下記

１．投稿資格

『未来共生学』投稿規定

ジャーナル『未来共生学』投稿規定（平成 29 年度）

同一著者による複数の論文・著者を参照する場合

pp.49-108、大阪：大阪大学 21 世紀 COE プログラム「インターフェイスの人文学」。

ショナリティ研究』（「インターフェイスの人文学」研究報告書 2004-2006）

日本語著者の場合、「出版地」を省略してもよい。

著者「表題」『雑誌名』巻号（発行年）頁。

Pluralizing Anthropology. Anthropology News 46(7): 9

添付資料

『民族紛争を生きる人びと————現代アフリカの国家とマイノリティ』京都：世

Remapping Ethiopia: Socialism and after. Oxford: James Currey.

http://www.un.org/en/documents/ods/（2013/10/17 アクセス）

U.N. Doc. S/PV. 2046, 4 November 1977

属図書館は著作権者から公衆送信権と複製権の許諾を得るだけであるため、著作権者からの指

本誌に掲載された原稿は、原則として「大阪大学機関リポジトリ OUKA」で公開するものと
します（ただし、「書評」を除く）。OUKA に掲載することで著作権の移動は一切発生せず、附

田沼幸子・冨山一郎編『ポスト・ユートピアの人類学』pp.45-69、京都：人文書院。

10．オンライン公開

1977

平成 25 年版」
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h25/index.html（2013/10/17 アクセス）

「環境白書・循環型社会白書／生物多様性白書

『解釈人類学と反＝反相対主義』小泉潤二編訳、東京：みすず書房。

United Nations

2013

環境省編

* Web サイト

2002

ギアツ, クリフォード

＊翻訳書

2002

James, Wendy, Donald L. Donham, Eisei Kurimoto and Alessandro Triulzi(eds.)

界思想社。

「教育に託した開発・発展の夢————内戦、離散とスーダンのパリ人」石塚道子・

ヒベイロ, グスタボ・リンス

2008

栗本英世

＊論文集所収の論文

2005

Koizumi, Junji

54(4): 77-92。

2006 「戦後スーダンの政治的動態——包括的平和協定の調印から一年を経て」
『海外事情』

栗本英世

＊雑誌論文

アルファベット順とします。同一著者の文献が複数あれば刊行年順に列挙してください。

（姓）の 50 音順とします。日本語以外の言語によって書かれた文献の配列は、著者名（姓）の

参照文献は、使用言語ごとに区分して一覧表示してください。日本語文献の配列は、著者名

＜参照文献＞

論文の場合

著者の場合

編著者『表題』（出版地ないし出版社）発行年、巻数、頁。

1996

Ethnology.

pp.239-261. JCAS Symposium Series 14. Osaka: JCAS, National Museum of

栗本英世

を認めます。

Figures of the Future: Dystopia and Subjectivity in the Social Imagination of
the Future. In E. Kurimoto(ed.) Rewriting Africa: Toward Renaissance,

に参照文献一覧を付してください。繰り返し同一論文を引用する場合、略称を使用すること

＊単行本

2001

トランスナ

「複数のグローバル化————代替的な（ネイティブに代わる）トランスナショナル
な過程と行為者たち」久保明教訳、小泉潤二・栗本英世編『第３巻

Malkki, Liisa H.

2007

等、指示文献が明確にわかるように表記してください。また、後注で示した場合でも、末尾

「前掲書」
「op. cit.」の使用を避けてください。
「同書」
「同頁」
「ibid」は、著者名を併記する

本文中で引用する文献について、書誌情報を後注で示す場合には下記例に倣って表記し、

＊後注で表記する場合の例

（栗本 2006; 2008）

（Koizumi 2005; ヒベイロ 2007）

栗本（2008: 65-66）は…と指摘している。

…である（栗本 2008: 65-66）。

＊本文中に表記する場合の例

します（括弧は全角、スペースは半角）。

文献引用は、本文中に（著者名 刊行年: 頁数）と表記するか、あるいは後注にて示すことと

＜文献引用＞

ジャーナル『未来共生学』投稿規定（平成 29 年度）

253

254

添付資料
2016 年 12 月 15 日改訂

2015 年 5 月 26 日改訂

2014 年 11 月 19 日改訂

2013 年 10 月 22 日改定

2013 年 10 月 18 日制定

http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/

上記以外の場合は、各分野の標準的な記載方法に従うものとします。

大阪大学機関リポジトリ OUKA（桜華）

示があれば即時無条件に OUKA から削除できます。
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Revitalizing and Enriching Society
through Pluralism, Equity, and
Cultural Transformation

平成 30 年度選抜試験（平成 29 年度実施）書類

年

月

添付資料

年

月

注２）本学大学院合格通知書の写しが提出出来ない場合に、本様式をご利用ください。

注１）日本語で記入して下さい。

成

研究科長名

平

上記の者は平成 30 年度大学院入試において合格していることを証明する。

日：

月

名：

名：

生

攻

科

名：

年

究

氏

専

研

大阪大学大学院合格証明書

平成

【未来共生イノベーター博士課程プログラム履修者選抜出願者用】

印

日

日

（様式 1）

月

(1)

申請します

(1) 一般選抜

学

(2)

免

申請しません

(2) 外国人留学生選抜

研究科

注 1）ワープロソフト等を用いて、日本語で記入してください。
注 2）※印欄には記入しないでください。

年

月

月

年

年

名

氏

ふ り が な

（該当するものに丸印）

筆記試験の時間延長

（該当するものに丸印）

選抜試験の種別

専 攻 名

合格研究科

履

職

歴

専攻

受験番号

書

(4) 推薦入学

※

(5)

その他

西暦

年

許

・

資

歴

格

(高等学校卒業以降について記入してください。)

生年月日

月

日

＊日本国籍を有しない者（日本国の永住許可を得ている者を除く）で、日
本語以外を教育言語とする大学／大学院を卒業／修了した者は、希望があ
れば申請できます。

(3) 社会人特別選抜

歴

大阪大学 未来共生イノベーター博士課程プログラム

（様式 2）

平成 30 年度選抜試験（平成 29 年度実施）書類

257

258

添付資料

な

名

が

研究科

専攻

多言語プログ
ラムにおける
履修希望言語
（英語, 母語
以外）

生年月日

受験番号

※

西暦

年

月

日

未来共生イノベーター博士課程プログラムに関連する資料（リーフレット、ホームページ等）に十分目を通した上で、多文化共生問題の
解決に向けて、あなた自身がいかに貢献できるのかを具体的に論じなさい。（800 字〜1200 字程度）

【プログラム 3 年次】
希望する海外インター
ンシップ先（国もしく
は地域、機関等）

氏

ふ り

専 攻 名

合格研究科

出願理由書

（様式 3）

注 1）ワープロソフト等を用いて、日本語で記入してください。
注 2）※印欄には記入しないでください。
注 3）様式変更（行・ページの追加及び余白の変更等）はしないでください。

氏名：

（様式 3）

平成 30 年度選抜試験（平成 29 年度実施）書類

が

名

り

氏

な

研究科

専攻

論

生年月日

受験番号

文
※

西暦

年

月

日

① ここ数十年にわたり、多文化共生社会の実現に向けてさまざまな議論がおこなわれてきた。しかしその実現への道は険しく、近年で
は多文化共生に逆行する動きすら見られる状況である。なぜそのような動きが生じてくるのか。自分の考えを述べなさい。
（1000 字程度）
② 多文化共生に逆行するような動きに対して、どのように対処するべきか。具体的に提言しなさい。（1000 字程度）

ふ

専 攻 名

合格研究科

小

（様式 4）

注 1）ワープロソフト等を用いて、日本語で記入してください。
注 2）※印欄には記入しないでください。
注 3）様式変更（行・ページの追加及び余白の変更等）はしないでください。

氏名：

（様式 4）

平成 30 年度選抜試験（平成 29 年度実施）書類

添付資料

259

260

添付資料

研究科

推

殿

専攻

書

受験番号

出願者氏名

（氏

※

名）

（出願者との関係）

薦

推薦者

平成

年

印

①出願者の専門分野に対する熱意・積極性 ②専門分野における見識を深めようとする力 ③研究における独創性
④専門分野で身につけた能力を他の領域において用いることができる能力 ⑤将来性

日

署名または記名捺印

月

出願者の専門性を熟知している方（例えば、学部時代の指導教員、大学院で指導予定の教員、そのほか出願者が専門とする研究に
関与されていた専門的・技術的職業従事者）がご記入ください。どのような立場で、いつから出願者を知っているかを明示の上、以下の
事項（それらの事項に該当する具体的なエピソードを含め）を必ず入れてお書きください（日本語 1500 字程度、英語 800 語程度）。

専 攻 名

合格研究科

未来共生イノベーター博士課程プログラム 責任者

①推薦書 1 通目は本様式で作成してください。
②推薦者が厳封してください。
③様式を順守して作成してください。

（様式 5-1）

注 1）日本語又は英語で記入してください。
注 2）※印欄には記入しないでください。
注 3）様式変更（行・ページの追加及び余白の変更等）はしないでください。

出願者氏名：

（様式 5-1）

平成 30 年度選抜試験（平成 29 年度実施）書類

研究科

推

殿

専攻

薦

書

（氏

受験番号

※

名）

（出願者との関係）

出願者氏名

推薦者

平成

年

印

日

署名または記名捺印

月

出願者を熟知している方がご記入ください（推薦者の所属等は問いません）。どのような立場で、いつから出願者を知っているかを
明示の上、出願者の人柄を示す具体的なエピソードなどについてお書きください（日本語 1200 字程度、英語 700 語程度）。

専 攻 名

合格研究科

未来共生イノベーター博士課程プログラム 責任者

①推薦書 2 通目は本様式で作成してください。
②推薦者が厳封してください。
③様式を順守して作成してください。

（様式 5-2）

注 1）日本語又は英語で記入してください。
注 2）※印欄には記入しないでください。
注 3）様式変更（行・ページの追加及び余白の変更等）はしないでください。

出願者氏名：

（様式 5-2）

平成 30 年度選抜試験（平成 29 年度実施）書類

添付資料

261

262

添付資料

※

注

緊
急
連
絡
先

人

本

平
合

殿

未来共生イノベーター博士課程プログラム

平成・昭和
（西暦

（ふりがな）
氏
名

履修願書
平成

年
年）

年

月

月

度
科

名

（〒

（

（

（〒

）

）

−

−

※印欄には記入しないでください。

現住所

氏

ふりがな

E-mail

携帯番号

電話番号

現住所

成 30 年
格 研 究
専 攻 名

@

−

−

）

）

本人との関係

）
）

本籍
（都道府県・
外国人は国籍）

電話番号（
携帯番号（

研究科

−
−

未来共生イノベーター博士課程プログラムを履修したいので、所定の書類を添えて出願します。

大阪大学総長

平成 30 年度

受
験
番
号

学籍番号

専

攻

日生

男
女
その他

日

出願時に大阪大学に在籍している者は記入してください。

（様式 6）

（平成 30 年度）

※

（平成 30 年度）

※

（写

真）

年

月

撮影

平成

年

月

撮影

のり付けしてください。

写真票と同じ写真を

平成

ください。

3. 写真は全面のり付けして

ください（4cm ×3.5cm）。

2. 大きさはこの枠に合わせて

ものを貼付ください。

3 ヶ月以内に単身撮影した

1. 上半身脱帽正面向きで、

◎受験についての注意
1. 試験場では常に受験票を携帯してください。
2. 受験者は掲示・指示に従ってください。
3. 履修手続きのときには受験票を必要とするので大切に保存しておいてください。

氏名

受験番号

未来共生イノベーター博士課程プログラム

受 験 票

切り離さないでください

※印欄には記入しないでください。

氏名

受験番号

未来共生イノベーター博士課程プログラム

写 真 票

（様式 7）

平成 30 年度選抜試験（平成 29 年度実施）書類

発 行 者 ：大阪大学 未来戦略機構 第五部門

未来共生イノベーター博士課程プログラム
所：〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-2

住

文理融合型研究棟 6 階
T

E

L：06-6850-6926

発 行 日 ：平成 30 年 12 月 1 日

