第 1〜7 期履修生とプログラム担当教職員
履修説明会（平成 31 年 4 月 5 日・6 月 6 日）
於：大阪大学人間科学研究科東館

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 30 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。2 期生と 4 年制コースの 3 期生がコースを終え、さらに 7 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。
6 冊目となる平成 30 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、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。
大阪大学国際共創大学院学位プログラム推進機構
未来共生イノベーター博士課程プログラム部門長
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 29 年 3 月の選抜試験を通じて、新たに 6 期生（平成 30 年度生、もしくは 2018
年度生）7 名の履修生を迎え入れた。そして、平成 30 年 3 月に 2 期生（平成 26 年度生、
もしくは 2014 年度生）で 5 年制コースの履修生 3 名と、3 期生（平成 27 年度生、もし
くは 2015 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、博士論文を
提出しプログラムを修了した。平成 30 年度 QE 審査では 5 期生（平成 29 年度生、もし
くは 2017 年度生）7 名が審査をうけた。2018 年度は 4 月時点で総勢 48 名が本プログラ
ムに所属することになった1。表 1.1 にコースワーク修了生の一覧を、表 1.2～1.7 で履修
生の一覧を示す。
表 1.1
名前

プログラム・コースワーク修了生

入学年度

所属

小川

未空

2014 年

人間科学研究科

人間科学専攻

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

2015 年

医学系研究科

医学専攻

査

凌

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。

第1章

プログラムメンバー

1

表 1.2

プログラム履修生（1 期生）2

名前

入学年度

坂口

恵莉＊

2013 年

人間科学研究科

人間科学専攻

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

藪中

2013 年

法学研究科

法学・政治学専攻

孝太朗＊

所属

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

希美＊＊

2014 年

医学系研究科

保健学専攻

安莉沙＊＊

2014 年

言語文化研究科

言語文化専攻

下
仲田
謝

幸司＊＊＊
振＊＊

波田野
木場

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

言語文化研究科

言語文化専攻

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

2015 年

医学系研究科

医学専攻

査

凌＊＊＊

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

堀口

安奈＊＊＊

2015 年

国際公共政策研究科

比較公共政策専攻

数実

浩佑＊

人間科学研究科

人間科学専攻

2015 年（履修再開）

2

表中＊印が 2015 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 2017 年度 QE 審査を経て博士後期課程に進学した履修生。****印が 2017 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者。
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表 1.5

金

プログラム履修生（4 期生）

名前

入学年度

所属

世貞****

2016 年

人間科学研究科

人間科学専攻

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

文潔****

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

2016 年

人間科学研究科

人間科学専攻

松本
王

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

表 1.7
名前

プログラム履修生（6 期生）

入学年度

所属

木原

琴

2018 年

人間科学研究科

人間科学専攻

中川

花恋

2018 年

人間科学研究科

人間科学専攻

藤原

凪沙

2018 年

人間科学研究科

人間科学専攻

山本

枝里

2018 年

医学系研究科

保健学専攻

玉田

なつみ

2018 年

言語文化研究科

言語文化専攻

2018 年

言語文化研究科

日本語・日本文化専攻

2018 年

文学研究科

文化表現論専攻

李
西口

秀珍
暖乃
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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 1.8～1.9 では学内のプログラム担当教員、表 1.10 では学外プログラム担
当者、表 1.11～1.13 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
29 年 4 月 1 日時点のものである。
表 1.8
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

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

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

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 1.9
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

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
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備考

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（ほんま なほ）

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 1.10

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

橋本

光能

大阪府教育委員会・教育監

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 1.11

特任教員（常勤）

名前

職名

脇阪

紀行

特任教授

榎井

縁

特任准教授

STEPHEN MULLER

特任講師

山本

晃輔

特任助教

神田

麻衣子

特任助教

表 1.12

特任教員（非常勤）

名前

職名

平尾

一朗

特任助教

今井

貴代子

特任助教

西

徳宏

特任助教

尾﨑 俊也

特任助教

表 1.13
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

鈴木

ひでみ

特任事務職員

川渕千恵子

事務補佐員

蔭山 裕子

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
本プログラムでは、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）を輩出することを目的とする。
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、本学のモットーである「地域に生き、世界に伸びる」を研究、教育
の両面から具現化し、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
本プログラムが養成したいと考える人材とは、自らの主となる専攻分野（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識を高めると同時に、
他者に対する深い理解、共感を伴う敬意（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
Transformation）プログラム」と略称する所以もここにある。
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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。本プログラム
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 本のカリキ
ュラムで構成され、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」から成り立っている。
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、
アクティブ・ラーニングの要素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による授
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を履修する
ことを可能にしている。「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、関西地域におけるローカルな共生の諸課題を学
ぶ現場の知識と、海外研修などでのグローバルな経験とを結びつけるカリキュラム構成
になっている。１年次は、まず現場の知識を学ぶ入門として東日本大震災の被災地でコ
ミュニティの復興を考える「コミュニティ・ラーニング」を実施し、さらに自治体、公
共団体、NPO、企業における共生の諸課題を体験的に学ぶ「公共サービス・ラーニング」
を設定している。そして 2 年次に「プロジェクト・ラーニング」を行いローカルな現場
で実践を通じて学ぶ、その後、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
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することで、より充実した博士論文の執筆を目指す。
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。
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、NPO の起業な
ど多様な進路を選択している。本プログラムがめざす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者となって社会での活躍が期
待される。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

6)

多文化配慮のウェルネスを重視したまちづくり
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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
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
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セプトとなる。

2.5. 平成 30 年度の進捗状況の概要
平成 30 年度 4 月に 7 名の 6 期生を迎え入れ、10 名の特任教員（教授 1、准教授 1、
講師 1、助教 6）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 47 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
2 期生そして 4 年制の 3 期生から、4 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。
平成 28 年度に実施された中間評価の結果に基づき、
（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継続しては行っ
ている。
「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
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。
本プログラムの授業を人間科学研究科の授業として開放したり、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ている。
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、3 期生を海
外インターンシップ（アメリカ、スイス、オーストラリア、フランス、インドネシア等）
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。
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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 6 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、6 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 2018」に参加し、各大学の学生たちとの交流の
場を持った。
平成 30 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、6 年目の教育プログラムを構築することができた。

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、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
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るとともに、学生のプログラムにおける活動を紹介するために年 2 回ニューズレ
ターを発行し、様々な機会において広報活動を行った。
⑤

プログラム 7 年目の履修生募集に備え、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を充実させている。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、
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。

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5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

4 月 25 日〜5 月 7 日
6月

6月8日

7月

7 月 28 日

8月

10 月

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）
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 17 日〜26 日

コミュニティ・ラーニング（岩手県野田村：1 年次）

9 月 24 日〜29 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）
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10 月〜3 月

海外インターンシップ（3 年次）

10 月 12 日・19 日

QE 中間発表会（大阪大学文理融合型研究棟：2 年次）

10 月 29 日〜11 月 5 日

ザンビア研修（有志参加）

11 月

12 月

1月

12 月 4 日

「博士課程教育リーディングプログラムフォーラム 2018」（一橋大学一橋講堂）

12 月 6 日

公共サービス・ラーニング

1 月 25 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）

2月8日
2月

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 17 日〜23 日

3月

ワークショップ

インドネシア研修（有志参加）

2 月 19 日

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）

3 月 23 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）

3 月 23 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（大阪大学文理融合型研究棟 6 階：4 年次）

3 月 23 日

プログラム修了式（大阪大学文理融合型研究棟 6 階）

2.7. その他の行事
2.7.1. 日本学術振興会ＰＯ現地訪問、事後評価現地調査
平成 30 年 5 月 18 日、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。
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、特任教員研究室の見学を行った。概要内容としては、プログラ
ムの進捗状況として、カリキュラムの運用状況、履修生の出口戦略と学位取得に向けて、
履修生の進学・就職状況、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
として、主専攻と副専攻の双方について説明がされた。
平成 30 年 9 月 18 日、日本学術振興会からプログラム・オフィサー（PO）並びに事
務局同行者による事後評価現地調査が行われた。文理融合型研究棟 6 階共通講義室１に
おいて「支援対象学生との意見交換」、プログラム担当者等（プログラム担当者、特任
教員・特任事務員、連携先機関として久慈市観光物産協会・一般財団法人アジア・太平
洋人権情報センター・大阪市港区役所）からのヒアリング・質疑応答をしたのち、プロ
グラム責任者、プログラム・コーディネーター等からの説明・質疑応答がされた。現地
調査は、事後評価調書に基づいた評価項目に沿った説明が求められたが、その内容は、
プログラム・コーディネーターは主に①未来共生学計の将来像が明確になるように説明
すること、プログラム担当者は主に②学生の進路（修了者及び中途辞退者）であった。

2.7.2.

総長とリーディング履修生との懇談会

平成 30 年 8 月 30 日 13 時 30 分から 2 時間、文理融合型研究棟 6 階共通講義室１にお
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いて大阪大学総長とリーディング履修生との懇談会が開かれ、履修生と特任教員が参加
した。まず、2 期生による「未来共生プログラム」に関するプレゼンテーションが行わ
れた後、プログラムを修了した 1 期生から、プログラム参加により、世界観、国際意識
などがどのように変わったのかが語られた。続いて主体的に行った活動及びその成果に
ついて、本プログラム 1 年次の 8 月に行われる東北被災地でのコミュニティ・ラーニン
グ、1 年次の後期に行われる公共サービス・ラーニング、2 年次前期に行われるプロジ
ェクト・ラーニング、3 年次に行われる海外インターンシップの報告がなされた。同懇
談会には 30 名弱の履修生が参加した。

2.7.3.

第 2 回プログラム修了式

平成 30 年 3 月 23 日、プログラム修了最終試験
の審査が終わり、第 2 回プログラム修了式が行わ
れた。2 期生 3 名と 3 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、公的機関 1 名である。
写真

第2章
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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。
2018 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、高等学
校や支援学校、役所、NPO 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、昨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 2018 年 8 月 17 日から 8 月 26 日
の 10 日間に実施した。履修生は出発前に事
前学習会を行って現地に出向いた。
東日本大震災から 8 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 6 回目である。
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、9 名が全行程に参加
した。今回のフィールドワークの目的は歴史
的価値のあるアジア民族造形館の活用に向

写真 震災当時の様子を学ぶ野田村
スタディツアー

けたコミュニティの諸課題とその解決に向
けての糸口をさぐることであった。
アジア民族造形館は岩手県の伝統的家屋である「南部曲がり家」を利用したアジアの
民族文化を展示する施設であり、1986 年につくられた開館当初は年間 6000 人以上の入
館があったが、現在は 500 人台に留まっている。
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、野田村の横合地区にある
日形井地域、山側に位置する和野平地域の２つの集落に２班がそれぞれ赴き、村民との
対話を通じてアジア民族造形館への想いを知ると同時に、村や村民の復興について考え
る機会とした。また、アジア民族造形館を管理している教育委員会、学校関係者へのイ
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ンタビューを行う役場班も含め、3 つの班に別れた。村民の想いを積極的に吸収しなが
らアジア民族造形館が今後野田村にとっての可能性を持つものになるのかどうか、集落
や学校を歩きそこで出会った人びとから聞き取とったことを基に、学生たちは問いの答
えを求めて取り組んだ。
日形井班はアジア民族造形館の内容に、和野平班はアジア民族造形館と他の地域や観
光スポットとの関わりに、役場班はアジア民族造形館の村における位置づけに焦点を当
てた提案をしたが、これらの観点は相互補完的であり、それらを関連づけることが可能
であると考え、学生達は、アジア民族造形館を過去から震災を経て現在に至るまでの野
田村の全てを見ることができるとし、海外（台湾）との交流の拠点として、野田村の魅
力を村の外と中（次世代）に伝える場とすることを提案した。
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学んだ。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。
特に今回の研修は、2018 年 2 月 11 日に大阪大学と野田村の間で結ばれた OOS 協定
が実際に運用されて以降初めてのコミュニティ・ラーニングであった。「大阪大学オム
ニサイト（OOS）」は多様な現場を結びつけようという社学連携の試みであり、学生達
は野田村と大阪はもちろん、日本と台湾、野田村の 3 つの地域の連携を通じて多文化共
生をめぐる新しい「共創知」を生み出すことに取り組むことができた。

3.2.3.

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。

第3章
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目次

喪失とつながり
⼤阪⼤学⼤学院
⽇形井班

植⽥泰史

島袋夏妃 藤原凪沙

• 1-1 日形井の説明

2-2 なくなったもの

• 1-2 アジア民族造形館の概要

2-3 全体を通して考えたこと

• 1-3 活動内容

3-1 造形館である理由とその活用方法

• 2-1 私たちが感じたこと

3-2 結論

アジア民族造形館の概要①

日形井について
・泉沢川沿いに民家が立ち
並ぶ
・自然豊かな集落
・陸中野田駅から約10㎞
・横合地区の一つ

• アジアの国々の陶器や玩具、衣装や装飾品、復元
住居のある施設
• 朽ち果てつつある南部曲がり家の活用
➡「地方文化の創造的拠点づくり」（週刊時事

・日形井、大葛、種綿、間明

アジア民族造形館の概要②
• 1986年開館、全盛期は年間6千人ほどの入館者
• 減少の理由として考えられること
➡フェスタの廃止
➡震災の影響
➡展示品の入れ替えなし

活動内容
日形井…内野澤さん、小田さん、
坂本さん夫妻
城内…北田さん、廣内さん、
吉田さん

私たちが感じたこと（造形館を見て）

• 昔の日形井を思い起こさせる場所
• 浮いた場所
➡地域に根付いていなさそう
➡ただ存在している
• つくられた思いが伝わってこない
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1986年）

私たちが感じたこと（フィールドにでてみて）

なくなったもの
• 曲がり家

• 詳細（歴史、生活について）に語る

• 慣習

• 後世に伝えようと活動している人が多い

•人

• 繰り返される津波の話

• 動物

• 津波や時の流れで失ったモノの多さ

• 記録

全体を通して考えたこと

具体案①

•失うことは避けられない

• 1-1野田村だけでなく、

•失ったものとつながっていた「人々の
つながり」がなくなっていく
➡喪失の連鎖を生むことに

〜「喪失」でつながる場〜

アジアの津波に関する資料館に

➡ アジアとのつながり
• 1-2「アジア民族造形館」の名称を新たに募集する
➡ 村民とのつながり
• 1-3

館長と副館長（村の小中学生と他国の人）を決める

➡未来とのつながり

具体案②

〜「喪失」でつながる場〜

なぜ造形館なのか①
〜喪失したモノと喪失しそうなモノ〜
• アジアの物が多く揃う

• 2-1 まき割りを通して生活を知る
➡風習とのつながり
• 2-2 津波や野田村の行事について野田の人の語りを通して知る

• 高台にある

➡村民と村外とのつながり
• 2-2 みんなで郷土料理（田楽等）をつくる
➡世代を超えたつながり

なぜ造形館なのか②
〜喪失したモノと喪
失しそうなモノ〜

結論と展望

• 曲がり家…喪失の危機

• 「喪失」をネガティブなもの
だけにしない取り組み

• 名所として
• 野田村の生活を特徴的に

• 野田村・アジアの津波を知る
ことができる場に

捉えている

参考文献
• 週刊時事

1986年

謝辞

研究者・⼯芸家とともに「考えて学ぶ」

pp.101-104

内野澤さん夫妻、小田さん、坂本さん夫妻、北田さ
ん、廣内さん、吉田さん、野田村のみなさん
貴重なお話をお聞かせ頂きありがとうございました。
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Overview

アジア民族造形館×一歩前進
役場チーム：玉田・中川・岩泉

• アジア民族造形館について
• フィールドワークについて
• 考察

アジア民族造形館に行く！

アジア民族造形館について知る
・1986年 日形井地区に開館
・地区の伝統的な曲がり家の保存
・日本の文化は他のアジア諸国にルーツがある
→アジアの建築、民具、民族衣装

アジア民族造形館に行く
なぜか懐かしさを感じる
何でアジア？？？
展示物の説明がなくて
よく分からない！

学校の先生に聞く

役場の人に聞く

・懐かしい感じがする
・メンテナンス費用がかかる

葺き替え費用約3千万円(復興住宅より高い)

・昔の暮らしをリアルに学ぶのに使っては？→記憶に残る

防虫・保存のため火を絶やさない

・キャリア教育との結び付け/地域の人との交流に使っては？
・名前を変えてもいいかもしれない

・日形井地区…時が止まったような感じ
・展示室の歴史資料（昔の民具等）を移し昔の生活を再現してもいいかも

・うまく活用できていない/活用するのは難しい
・地元民の日常生活を体験してもらうのはどうか？
・管轄の違い アジアの広場・庵日形井…産業振興課

・宿泊行事等の誘致をしてはどうか？

その他…教育委員会
・民間委託、統合して他部署が管轄するのもいいかも

・遠足は震災後行っていない（海側へ行くように→山から遠のく）

・キャンプやお祭りは単発で実施

・アジアの広場で遊ぶことはやっている
・学校は野田村の人ではないためやりにくい（短いスパンで異動）

考える

村の人に聞く
・同年代の人は思い入れがあるが、若い人にはないのでは

活用方法は色々考えている

・（維持管理に）かなりお金がかかる
・現在燃やしているいろりの火だけでは不十分
（開館時間外・冬季は無し、毎日人が生活していないとダメ）

役場

学校
誰がやる？？

・遠いからあんまり行かない、村内という感じがしない

村民

・一回行ったらもう十分
・金子先生がいなくなってからはあまり知らない
・親子レクをやったりしている
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悩む

悩む
あの場所が好きという

そもそも残さなくては
いけないのか？

活用方法も考えているのに…
お荷物？
それなりに使えそうではある
何で残したい？

？？？？？？？？
？？？？？？？？
？？？？？？？？
？？？？？？？？

もう一度考える
「何でアジア民族造形館でやるのか」

自分達の考えていたことは、
全て苫屋さんでもできる！！！！

思い出す
・メンテナンス費用がかかる

私たちはずっと、
南部曲がり家を残すこと
について考えていた…！

葺き替え費用約3千万（復興住宅より高い）
防虫・保存のため火を絶やさない

・日形井地区…時が止まったような感じ
・展示室の歴史資料（昔の民具等）を移し昔の生活を再現してもいいかも

・管轄の違い

アジアの広場・庵日形井…産業振興課
その他…教育委員会

・民間委託、統合して他部署が管轄するのもいいかも
・キャンプやお祭りは単発で実施

思い出す

思い出す

・懐かしい感じがする
・昔の暮らしをリアルに学ぶのに使っては？→記憶に残る

・同年代の人は思い入れがあるが、若い人にはないのでは

・キャリア教育との結び付け/地域の人との交流に使っては？

・（維持管理に）かなりお金がかかる

・名前を変えてもいいかもしれない

・現在燃やしているいろりの火だけでは不十分
（開館時間外・冬季は無し、毎日人が生活していないとダメ）

・うまく活用できていない/活用するのは難しい
・遠いからあんまり行かない、村内という感じがしない

・地元民の日常生活を体験してもらうのはどうか？
・宿泊行事等の誘致をしてはどうか？

・一回行ったらもう十分
・遠足は震災後行っていない（海側へ行くように→山から遠のく）

・金子先生がいなくなってからはあまり知らない

・アジアの広場で遊ぶことはやっている

・親子レクをやっている

・学校は野田村の人ではないためやりにくい（短いスパンで異動）

私達なりに考えてみる

「アジア民族造形館」“全体” を
どういう場所にするのか
考え直す時なのではないだろうか？

第3章
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謝辞

みなさんにとっての
アジア民族造形館とは何なのか
教えていただきたいです。
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今回の調査は以下の方々を始め、野田村の多くの方々にご協力いただきました。
厚く御礼申し上げます。

・明内
・藤野
・小林
・宅石
・南
・松場

和重 様（野田村教育委員会事務局教育次長）
高嗣 様（野田小学校副校長）
友美 様（野田小学校学習支援員兼地域コーディネーター）
忍 様（野田中学校教務主任）
隆人 様（野田中学校校長）
ご清聴
ありがとう
茂 様（日形井地区の方）

実践からの学び：プラクティカルワーク

ございました。

和野平から見る
アジア民族造形館
の活用とは
⼤阪⼤学⼤学院 和野平班
⼭本枝⾥ ⽊原琴 林亦中

＜構成＞
• 和野平の紹介
• 私たちの活動紹介
• 提案①に⾄るまでの過程
• 提案①
• 提案②に⾄るまでの過程
• 提案②
• まとめ

私たちの活動

和野平の紹介
・１１世帯
・⼭側に位置する集落
・のどかな場所

作
成

・⿂の番屋

平
⾕
さ
ん

アジア⺠族造形館
⿂の番屋
マリンローズパーク
野⽥⽟川
＜提案に⾄るまでの過程＞

＜提案に⾄るまでの過程＞

村⺠の声から考えるアジア⺠族造形館
• 「昔は⾏ってたよ」
• 「代わり映えないから１回⾏ったらもういいかな」
• 「⽬的があんまりわからない」

「わざわざ来るのに１箇所だけでもったいないね」
「３つをつなげてこそ、
観光したくなるんじゃないかな」

• 「壊すのはもったいない」「あった⽅がいい」
「もっと⼈が来たらいいんだけどね」

活⽤の⽅法に悩んでいる現実
提案①

アジア⺠族造形館

アジア⺠族造形館
⿂の番屋
マリン・ローズパーク野⽥⽟川
の３つのスポットをつなげてこそ
感じる”野⽥村“にする

⿂の番屋

３つの観光地を１つの観光コースにする

第3章

マリンローズパーク
野⽥⽟川
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アジア⺠族造形館

マリンローズパーク野⽥⽟川

⿂の番屋

野⽥村の現状ー台湾との繋がりー
•復興ありがとうホストタウン
•花巻空港からの直⾏便
３つの観光スポットつなげることは
「
台湾の観光客にアピールするためには
有効なのではないか

＜提案に⾄るまでの過程＞

提案②

村⺠の声
「おもてなしができればいいね」
「話すのが好きだけど、ここじゃああんまり⼈に
会わないね」
「話すためには街に出ないとね、⼤変だけどね」

アジア⺠族造形館を野⽥村の⽅々が、
台湾を始めとする観光客の⽅々をwelcomeする
場として活⽤する
・中国語でのおもてなしを学ぶ会
・⺠族料理の試⾷会
・留学⽣を招いて⺠族⽂化紹介

「⾜さえあれば興味なくても参加するよ」
「頭数にくらいなんぼでもなるよ」

交流の場

「アジア館は⽌まっているようだ」
「当初珍しいもの、今は珍しくない」

対話
常に新しくあり続けること

国際交流によって対話が⽣まれる

謝辞
• 平⾕
• 深渡
• 野⽵
• 福⼠
• 平⾕
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東英 様（岩⼿県農協養豚経営者連絡協議会）
栄⼀ 様（⿂の番屋館⻑）
様（和野平地区の⽅）
ミエ 様（和野平地区の⽅）
和則 様 (和野平地区の⽅)

実践からの学び：プラクティカルワーク

～本日の流れ～
活動の概要
活動の紹介
◆日形井班
◆和野平班
◆教育班
● 活動全体からの
全体の提案

野田村の方々へ
今日はな～んの日 ♪
● 活動の感想
● 活動を通しての学び

●

●

●

●

日形井班

・日程：
8月17日～26日の10日間

・テーマ：
「アジア民族造形館」を通して、地域復興を考える

・主な活動内容：

教委班

和野平班

① 野田村の歴史や地域の特色、野田村が震災から復興して
きた様子を学ぶ。
② 村の復興・活性化につながるアジア民族造形館の活用方
法を提案する
③ 「のだむラジヲ」による活動報告📻
→今年は戸石さんの協力で大阪ABCラジオで生放送も！

野田村

山の観光ロード

動線の形成

“野田村を感じる”ことができる観光コース

空間の創造

人が集う場
伝統的なくらしを体験

津波資料館
アジア地域に目を向けた展示
津波、その被害、復興の様子を知る

世界の人々に訪れられる野田村へ

交流の場
台湾などの観光客の方々を歓迎し、交流する場に

機会の形成

中核となる
組織づくり

アジア民族造形館全体の
意義付けを考える必要性

検討会、
プロジェクトチームの設置
＝立場や職業に関わらず、
多くの人が集まる

好吃

「アジア」の要素が浸透していない・・・
そこで‼
台湾との交流

震災・津波、復興の資料
＝交流を振り返る

震災の記憶を
次世代へ

昔の暮らし、歴史の資料
＝野田村を知る

野田村のことを
改めて考える
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ご清聴
ありがとうございました
母川回帰

かえるのだ！

観光客も村民も
戻ってくるような村
大阪大学大学院
未来共生イノベーター博士課程６期生一同

人々の「縁」を感じながら活動できた

～質疑・応答～

村民の間には昔懐かしい人間関係がある
人々は熱い「想い」をもっている

野田村に対する愛着が湧いてきた

温かく受け入れて頂いたことが一番嬉しかった

自分の故郷（沖縄）を思い出せた

他者との
かかわり

・他者理解に努め、相手を尊重する（自分を基準にしない）
・相手との信頼関係を築く
・チームワークの重要性

研究に対
する姿勢

・ある物事に対していろいろな見方がある
→ひとつの正解にこだわらない
・調査の事前準備、丁寧な調査
・没頭できることを持つ大切さ

新たな興
味・関心

・民俗学に興味
・自分の出身地を考え直すきっかけに

滞在するにつれ、村に溶け込んだような感覚に

人とつながることがごくごく普通のこと

フィールドワークは思い通りにはいかない

ご清聴
ありがとうございました

大阪大学大学院
未来共生イノベーター博士課程６期生一同
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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

2018 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

1

2

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

北大阪朝鮮初中級学校

多文化共生に関わる支援活動

団欒長屋

地域の居場所づくり 親子への支援

特定非営利活動法人 とよなか ESD ネットワーク

地域での居場所づくり 学習支援

特定非営利活動法人 おおさかこども多文化センター

外国にルーツのある子どもの支援

大阪府立刀根山支援学校

病気の生徒への支援と教育

大阪府立西成高校

生徒のエンパワメントを目指す学校

大阪市港区役所まちづくり支援課

発達性協調運動障害についての啓発

特定非営利活動法人 ＣＨARM

HIＶ陽性者支援と啓発活動
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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
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

2018 年 10 月 5 日

オリエンテーション

2018 年 10 月 2 週

個々の場でサービス・ラーニングに従事

〜2019 年 1 月 3 週
2018 年 12 月 6 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

2019 年 1 月 25 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

2019 年 3 月 23 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

2018 年度の公共サービス・ラーニングの活動は 10 月 5 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未来共生プログラムからの実施
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 2 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 2018 年 12 月 6 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 2019 年 1 月 25 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 23 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。同会に参加いただいた受け入れ機関は、刀根山支援学校、
北大阪朝鮮初中級学校、大阪府立西成高校、特定非営利団体団欒長屋、特定非営利活動
法人おおさかこども多文化センター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
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
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のある機会となった。
表 3.3
班

1

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

北大阪朝鮮初中級学校

朝鮮人問題を見ようとしない暴力

団欒長屋

限られた情報発信、人材不足

特定非営利活動法人 とよなか ESD ネットワーク

居場所機能のジレンマ 逃避と再生産

特定非営利活動法人 おおさかこども多文化センター

認識不足、立場の弱さ、学校での軽視

大阪府立刀根山支援学校

学校内外での生徒の安全と正しい認知

大阪府立西成高校

教員の組織と個の取り組み

大阪市港区役所まちづくり支援課

協調できないことが対等な関係の形成を阻害

特定非営利活動法人 ＣＨARM

スティグマや偏見を超える理解と共感

2

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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西成区について 各表⼤阪市統計調査に基づく

2018年度
公共サービスラーニング
大阪府立西成高等学校

大阪市

西成区

643,232

43,620

65歳以上
⼈⼝・⾼齢化率

世帯数
割合

24.2%

37.2%

65歳以上
単⾝世帯率

世帯数

176,922

43,620

空家率

割合

13.5%

30.6%

世帯数

255,170

19,060

割合

16.7%

20.0%

市内順位
1位/24位
1位/24位
2位/24位

⻄成区における外国⼈国別移住者数(平成30年度)
国
名
(

人間科学研究科教育環境学講座
教育文化学研究室
M1 岩泉 達也

)

⼈

★西成高校の特色★
多様性を考える総合学科

基礎学力を保証するためのモジュール授業

社会的包摂を考えたエンパワメントスクール

絶えざる革新を常に考える西成高校

共生の諸課題
教職員の協働

コミュニケーションをより
密なものにする

教職員の研修
の充実化

カリキュラム化した
研修プログラム

「個」として 「障害」を他
の教員の 者と共に乗り
取り組み
越える

中
国

ベ
ト
ナ
ム

フ
ィ
リ
ピ
ン

ネ
パ
ル

そ
の
他

合
計

4,501

2,167

1,518

266

84

477

8,563

活動概要

西成高等学校の概要

「組織」とし
ての教員の
取り組み

韓
国
・
朝
鮮

年
度
公
共
＠
西
成
高
校

「西成高校」の組織を俯瞰的
に分析する

管理職・人権担当へ
のインタビュー

「西成」の社会的背景を知る

フィールドワークへの
参加

介助員としての学習支援

対象の生徒と授業
に出席

活動を通しての自身の成長
「西成」の抱える社会的課題と向き合っていきたい

学校現場で勤める教員に対する支援の必要性

リーダーシップ
と
フォロワーシップ
「自立」のスタート：フォロワーシップの重要性
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NPO法人 おおさかこども多文化センター

公共サービス・ラーニング
報告会 3月23日（土）

・2011年、外国にルーツをもつ子どもの教育支援のため設立（通称、
OkoTaC）
・日本語・母語教育の支援、研修会などの企画、通訳派遣
・子どもと社会をつなぎ、多文化共生を目指す
・主な事業は「ピアにほんご」の運営

人間科学研究科共生社会論 植田泰史

・学習支援：「Tabunka Juku」と「サタデークラス」

「えほんのひろば」と「地下鉄ボランティア」
・多文化にふれるえほんのひろば
・外国人家族のための高校進学説明・相談会
・外国にルーツのある子どもシンポジウム
・府内高校生による訪日観光客への案内通訳ボランティア
・その他イベントに関連する事務作業など

共生の諸課題
1) 業界に閉じこもってしまいがち
…認知の不十分さ
2) 「学校現場」での軽視
…帰国の問題など
3) 立場の弱さ
…「マイノリティの中のマイノリティ」

活動を通して得た学び

課題への対応
・「わかりあう」のではなく、「知る」機会をともに作る
…地域での出前授業（子ども、教員、保護者）

・より広い視野で「子ども」をみる
…「外国ルーツの子ども」という枠でくくらない

・当事者、教員、支援者で関わっていく

・認知を拡げるためのアプローチの仕方を学べた

・「支援者と被支援者」の関係性ではなく、対等な関係を

・外国ルーツの子どもたちの実情がよりリアルに感じられた
・状況はすぐには変わらない。地道に、徐々に、丁寧に。

・「内部」だけでなく「外部」とも関係を持つ
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CHARM概要

公共サービスラーニング

NPO法人
⼈間科学研究科

⽊原琴

HIV陽性の⼈の⽣活を地域で⽀える。
多⾔語の⽀援を必要とする⼈が医療や保健サービスを
受けることができるように、医療機関、⾏政機関、外
国籍住⺠⽀援団体等と連携して、多⾔語環境をつくる。

共⽣の諸課題
スティグマや偏⾒

活動内容
毎週⽉曜10:00-18:00
＊プロジェクト
世界エイズポスター展
⺟⼦保健プロジェクト

保健師
（⺟⼦保健プロジェクトにて）

「外国⼈は定住しない・・・
気づいたらもういない」

＊個別⽀援
＊外部機関イベント等
＊発送作業
＊講演会資料作成準備

潜在的な
Outsider
としての意識

外国⼈・HIV陽性者である受刑者
（個別⽀援 ⼿紙のやり取りにて）

「外国⼈であるだけでも変な
⽬で⾒られるのにHIV陽性者で
あることがばれたくない」
会員の⽅（総会にて）

「CHARM＝HIVって有名に
なりすぎると繋がりにくく
感じる⼈も出てくるよね」

共⽣の諸課題にどのように⽴ち向かうことができるのか
⾃⾝の学び

共⽣の諸課題
NPO法⼈としての⽴場
「いつまでも、ボランティアやと思われている」
持続するためには…理解と共感を求める
ex.⼤阪中の⽇本基督教団へ募⾦願いの⼿紙発送

良いバランスを保つこと

2002年設⽴ ⼤阪市に認可された特定⾮営利活動法⼈
CHARM(Center for Health and Rights of Migrants)

CHARMの強みー他機関の専⾨職や様々な⼈々と深い関わりがある
持続可能な活動を⾏うためにー多くの⼈々を巻き込み⽀援者の輪を広げる
様々な⼈々がつながること＝多くの理解と共感を得ることにつながる
知識のみを得る・・・スティグマや偏⾒
⾝近に感じる・・・スティグマや偏⾒を断ち切ることができる
多くの⼈が実際にCHARMに繋がり外国⼈やHIV陽性者を⾝近に感じることで・・・

CHARMが安⼼できる空間を保つことと、開放的な姿勢で社会とつなが
ることとの間で良いバランスを持つことができるのでは
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刀根山支援学校ってどんなところ？
・ 1984年4月に大阪府立刀根山養護学校として独立開校

公共サービス・ラーニング

●

大阪府立刀根山支援学校

●
●
●
●
●
●

人間科学研究科
M1 島袋 夏妃

・ 6つに分校している
→ 本校教育部・訪問教育部
大阪精神医療センター分教室・大阪大学医学部付属病院分教室
関西医科大学総合医療センター分教室・関西医科大付属病院分教室

・ 本校に在籍する生徒； 中学１名，高校7名（卒業生中学生2人、高校生1人
を含む）

刀根山支援学校の教育方針
・ 学ぶ楽しさを知り、主体的に学ぼうとする意欲を育てる。
・ 病気に向き合う力を養い、病気に対する自己管理を育てる。
・ 自分も他者も大切にする心を育てる。

活動を通して見えてきた共生の諸課題

活動を通してみえてきた共生
●

●

●
●
●
●

・ 病気と向き合う生徒が安心して学校生活をおくれるような
共生の空間が生まれていた。

・ 認知されていないことへの葛藤

● → 学校内が安全で安心して学校生活を送れるだけでなく、生徒
● らが登下校や校外実習など学外で感じる障壁も解消したい。

●

→ 学校（ハード面）の機能
校舎のユニバーサルデザイン
学校、病院、保護者、地域の学校のコーディネーターとしての機能

●

● ・ 認知されるまでの葛藤
●

→ 生徒への関わり（ソフト面）としての機能
教職員が生徒や病気を理解し、かれらにあった授業を展開
病気であることを「忘れさせたい」「感じさせたくない」という思い

共生の諸課題の解消をもとめて
● → 各教室にモニターが設置され、ネット回線も通じている。
●
「同年代との交流を増やしてあげたい」「楽しい学校生活を
● 送ってほしい」という教師の願いを実現させ、支援学校の

●

→ 生徒の身体的・精神的な疲れが心配
→ 生徒の登校日数や授業数の問題
→ 学外の人びとを受け入れる学校側の負担が大きい

活動を通しての成長

・ ICTなどの技術を用いた学校生活

●

→ 学校を開かれた場所にし、交流等で生徒のもつ魅力や、病気
への正しい理解を地域の人にもしてほしい。

役割や病気への理解を地域の人に求めることができる。

●
●
●
●
●

●

・ 教育委員会を含めた大きな改訂

● → 欠席日数が多くなる生徒に、夏休み期間中に登校日を設ける

・ 教職員の生徒とのかかわり方について
・ 特別支援学校への関心
・ 多角面から事象や問題を見ることの難しさと大切さ

●

ことへの配慮を施し、一年間の登校日数を調節できるような
合理的配慮を教育委員会に求める必要がある。
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受け⼊れ先の団体について

特定非営利活動法人「とよなかESDネットワーク」
（Toyonaka ESD Network：通称TEN）
– ESD＝持続可能な開発のための教育（Education for
Sustainable Development）

平成30年度

公共サービスラーニング学内報告会
とよなかESDネットワークとおもろ荘での活動から

誰もが⾃分らしく⽣きることができるような、
持続可能な社会づくりを⽬指す

⼈間科学研究科
社会環境講座福祉社会論修⼠1年
中川花恋

間接⽀援
-研修（教職員・⾏政職員）
-出前講座・普及啓発
-交流促進・コーディネート

活動内容

直接⽀援
-学習⽀援・⼦ども⾷堂
-セミナー・イベントの企画
2

共⽣の課題

おもろ荘プロジェクト

• 同じ場所にいること＝「共生」なのか？

– 学習支援・居場所づくり
– 民家を改築した「とよなかリレーション
ハウス」にて活動(阪急曽根駅)
– 小学生～高校生まで対象、
約15名ほど
– 生活困窮世帯のための学習支援事業
(豊中市からの委託) 、 2018年8月~

幼い頃から周りに多様な⼈が居るのが当たり前
それが普通だったので

今は「何かが覆いかぶ

違和感を感じなかった

さっていて⾒えなくなっ

友達・親しい⼈で
あれば差別しない

ているような感じ」
⼩さい頃からの環境は⼤切

違いが⾝近に、当たり前に存在すること
3

共⽣の課題

カテゴリではなく個⼈を認識すること⇒共⽣へ

4

共⽣の課題

では、子ども同士が仲良くなる機会を設ければ
よいのだろうか？

• 同じ場所にいること＝「共生」なのか？
理想：違いが⾝近に、当たり前に存在すること

おもろ荘の「居場所」の機能によるジレンマ

カテゴリではなく個⼈を認識すること⇒共⽣へ
相⼿のことを知る
機会の不⾜

“違い”による

“違い”による

しんどさから

しんどさを再⽣

逃れる場所

産する可能性

現状：場所と時間は共有するが、
⇒解決の⽷⼝…スタッフを軸とした間接的な会話から

積極的なかかわりは⾒られない
5
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6

大阪市港区
・大阪市の西部に位置する。
・人口 81,073人
・安治川と尻無川にはさまれ、海の玄関口として発展
区からの要望

藤原凪沙

・運動や勉強が苦手な子どもに対する支援をしたい
・小学校に入って子どもたちの様子を観察し、どんなことに困っているのか見て欲し
い

池島小学校
・学校の前には住宅団地が並ぶ。
・全校児童は196名。
・小学校の隣に、児童養護施設
「池島寮」がある。
・児童の中には寮から通ってくる
子どもも多くいる。

八幡屋小学校
１．子どもの観察

・学校の近くには商店街。

２．授業サポート

・全校児童は198名。
・計算の「流暢性」を重視。
・少人数クラスの授業に入ること
が多く、そのため先生や児童と会
話する機会が多かった。

「協調」できないことが、
「対等な関係」の形成を阻害している

第3章

３．発達性協調運動障害（DCD）について調べる

・子ども達の口から「ほんまに死ね」「こっちくんな」という言
葉を聞くたびに、「ともに生きること」という言葉で最後をしめ
る「共生の定義」は何のためにあるのだろうかと考えた。

・大切なのは、定義を知ること広めることではなく、「ほんまに
死ね」に代わる言葉を一緒に探すことであると思った。

実践からの学び：プラクティカルワーク
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団体の概要
朝鮮にルーツを持つ子ども達への教育
場所：東淀川区（阪急上新庄駅）
n 創立：1957年（61周年！）
n 幼稚班
初級部
中級部
全校40名
n

公共SL報告

n

北大阪朝鮮初中級学校
言語文化研究科

玉田なつみ

活動内容 ～日常～
■ 英語授業のサポート

活動内容 ～イベント～
■

お弁当

■ 先生方とのお話

38
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etc.

北大阪での学びから
いかに在日朝鮮人に目を向けてこなかったか

学校に対する誤解

見えない差別

■ もちつき大会

■ みのお市民人権フォーラム

共生の諸課題

在日朝鮮人に対する
認識の甘さ

■ アンニョンフェスタ

． ．．
在日朝鮮人として

目を向けないことの暴力性

生きる難しさ
そういう自分に自覚的になる必要性

実践からの学び：プラクティカルワーク

団体の概要
◎豊中市蛍池にある、2016年に開設した認可外保育施設。
◎子どもを中心とした多世代交流の場。

公共サービスラーニング報告会
2019年3月23日（土）

団欒長屋での活動を通して
山本枝里
医学系研究科保健学専攻

団体の活動内容
• 乳幼児保育：平日、月極め
（3か月の乳児〜就学前児童が対象）
• 学童保育：毎週土曜日、長期休暇
• 地域子育て支援：日曜日（不定期）
• 子ども食堂：毎月第３土曜日
• おざしきカフェ：毎月第１木曜日
• だんらん新聞：子どもたちが作る
ローカルネタ満載の新聞

共⽣の諸課題
• 人材不足
• 情報発信の場が限定されている

自分自身の主な活動内容
• 地域イベントに参加
• 子ども食堂
• 情報発信のための活動

⾃⾝の成⻑
• 様々な世代の⼈と関わることで視野が広がった
• 最⼩の労⼒で最⼤の効果を⽣み出せるように創
意⼯夫をする重要性を学んだ
◎些細なことでも適切なのか考えるようになった

第3章

実践からの学び：プラクティカルワーク

39

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。プロジェクトの遂行が 1 グループであったため、成果発表には受け入
れ団体を招へいすることは見合わせた。

3.4.2.

受け入れ先の一覧

2018 年度の具体的な受け入れ先は表 3.4 に示す通りである。団体は、いずれも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

プロジェクト名

2018 年度プロジェクト・ラーニング受け入れ先一覧
受入機関

内容
日本人の意識の問題にアプローチするこ

1

北大阪朝鮮初中級学校

こんみょん

とで制度的問題を認知し行動できる人を
増やす
「食」を通じた地域連携を通して、しんど

3

よろしいたけ

大阪府立西成高校
い生徒のエンパワメントにつなげる

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。
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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

2018 年 4 月 13 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。
2018 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・ワークショップ
2018 年 6 月 8 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
2018 年 7 月 28 日
於：大阪大学文理融合型研究棟

2018 年 4 月 13 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未来共生プログラムから実施依頼書、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は 4 月以前からすでに始まってい
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

2018 年 6 月 8 日に、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。2 グループのプロジェクトに対して、さまざまな質疑応答や議論
がなされた。
特に、西成高校チームは、現場とのやりとりに齟齬がうまれていたため、プロジェク
トが二転三転して計画が立てられてない状況にあった。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みると、
先方とのコミュニケーションが十分でないまま進めているところがあった。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いくことなどの意
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。
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3.4.5. プロジェクト・ラーニング成果発表会
2018 年 7 月 28 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が、
プロジェクト・ラーニングを遂行できたのが１チームであったため、受け入れ団体をお
招きすることはできなかった。しかし、プロジェクトを遂行できなかったチームについ
ても、その学びを発表する機会となった。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。履修生の発表へは、特にの教員や先輩にあたる履修生たちか
らコメントや質問などをいただいた。

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。
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発表の流れ

こんみょん 공명 ーResonance Projectー

▶ 0. プロジェクト始動まで
▶1. 活動⽬的
▶ 2. ⽅法論
▶ 3. 活動報告
▶ 4. アンケートに⾒る認識の変化
▶ 5. 振り返り
▶ 6. 今後の展望

坂場⼤道、中川佳保、⼤野祐弥

0. 公共SLとのつながり

0. 企画の成立までの過程

▶ キーワード：「周知」
少数派や被差別の⼈々に関する知識が少ない社会で多数派とされる
⼈々にいかに問題を周知するか。
意図せずとも多数派に属する⾃分が差別者でありうることを認識する
にはどうすればいいのか。

▶ 共通理解を深めるために「爆弾」を投下することで「無差
別的に」知識を拡散する、「⾚い」「ちょうせん」「塾」

▶ 公共SLでの経験＠北⼤阪朝鮮初中級学校
「⽇本⼈」が「在⽇コリアン」という⾝近な存在についていかに無知
であるかを痛感。⾃分が加害者側（差別する側）に⽴つこともあると
いう事実を認識し、その⾃分を受け⼊れることの重要性。

→校⻑先⽣との話し合い
朝鮮学校側の⽬的は学校外のコミュニティとの交流。直接問題を
突きつけることで周囲の⼈間に距離を置かれてしまうことは避け
たい。「塾」とか「勉強会」だと固いので、もっとハードルをと
ことん下げた⽅がいい。

1. 活動目的

2. 方法論

▶ 朝鮮学校にまつわる問題
(i) 制度的問題（無償化・補助⾦問題）
(ii)「⽇本⼈」の意識の問題

▶ 以前から関⼼のなかった⼈々の注⽬をどう集めるか
→プロジェクトメンバーだけでなく、イベントに⾜を運んだ⼈々が友⼈・
知⼈を誘い、新たなつながりを創造
→プロジェクトメンバーを中⼼とした⼀つの円ではなく、参加経験者
それぞれが新たな円の中⼼となり、多数の円が描かれることによって

▶ (ii)にアプローチすることで、前者の制度的問題を認知し、
⾏動できるアクターの増加を⽬指す
→様々な交流を通じて、在⽇コリアンの⼈々の⾝近さを実感する

波紋のように認知を拡⼤

→

こんみょん 공명

3. 活動報告
▶ Study Session
プロジェクトを履⾏する上で、メンバーが在⽇コリアンにつ
いての最低限の知識および朝鮮学校の現状を知る
▶ Event Session
北⼤阪朝鮮初中級学校の⼦どもたちと⼤阪⼤学の学⽣が交流
できるイベントを複数開催する

3. Study Session

3.1 Study Session
▷読書会（『在⽇朝鮮⼈ 歴史と現在』(2015) ⽔野直樹・⽂京洙）
▷4・24阪神教育闘争70周年記念集会への参加
▷4⽉24⽇の⽕曜⾏動(阪神教育闘争70周年)への参加
▷オープンスクールへの参加

3. Event Session
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3.2 Event
Session

3. ３つのイベントの連関

パタパタ⼤会

▷パタパタ⼤会
▷サマーフェスタ
▷座談会

サマーフェスタ
座談会

パタパタ大会

座談会

サマーフェスタ

▶
▶

5⽉19⽇（⼟）
参加⼈数：6名
・未来共⽣
3名
・⾔語⽂化研究科 3名
▶ 北⼤阪の恒例⾏事であるパタ
パタ⼤会に参加。
▶ 意義
・初回のイベントとして、気軽に参加しや
すい⾏事
を設定。
・学校の様⼦、⼦ども達の様⼦を肌で感じ
られる。
・⼦どもたちとチームを組んでアクティビ
ティに参
加することで、⼼を通わせることができ
る。

▶

▶ 7⽉17⽇（⽕）
▶ 参加⼈数：4名
未来共⽣
3名
⾔語⽂化研究科 1名
▶ 中級部の⽣徒6名と
「勉
強とは何か？」というテ
ーマでp4cを実施。

7⽉15⽇（⽇）

▶

参加⼈数：26名
・未来共⽣
19名
（教員6名、鈴⽊さん、
副専攻2名、学⽣10名）
・⾔語⽂化研究科 4名
・⼈間科学研究科 1名
・京⼤⽣
1名
・ななちゃん
※うち10名が出店運営に参加

▶ 意義
・⽣徒、学校関係者と交流する。
・朝鮮⽂化を体験する。
・チャリティー出店。

▶ 意義
・⽣徒との対話を通じて、⼀⼈⼀⼈の価値観を知る。
・北⼤阪の⽣徒と参加者の阪⼤⽣がお互いについての
理解を深める。
・阪⼤⽣が制度的な問題へ⽬を向けるきっかけになる。

4. アンケートに見る認識の変化

4. アンケートに見る認識の変化

身近な存在としての認識

無償化・補助金問題の認識

誰でも参加できる地域のお祭りのような感じで賑わっていて、思った以上に色々な人にオープンな場所なのだと
感じました。（サマーフェスタ 言語文化研究科M1/未来共生6期生）

朝鮮学校には空調がないということを身をもって知って、朝鮮学校に対する教育予算という行政課題(社会課
題)の片鱗を見た気がした。（座談会 言語文化研究科M1）

学校自体は大きいが、こじんまりとしている、ひっそり建っているというイメージを持っていた。しかし、学校
(生徒数や建物)自体はそれほど大規模ではないが、人が集まる場所なのだな、と印象が変わった。
(サマーフェスタ 人間科学研究科M２/未来共生5期生)

パタパタの応援で、舞台に上がったときのことです。低学年の生徒が、「床にささくれがあるから気を付け
て」と教えてくれました（かくいう本人ははだし）。床を見てみたら、ところどころ上板が擦り切れていまし
た。そして、講堂の床全体を見てみても、テープ張りが多数。設備投資ができない、という経済的なひっ迫を
ここで実感しました。（パタパタ大会 未来共生教員）

内部結束力が強い印象ですが、イベントの日はとてもオープンな場になっているように感じました。
マーフェスタ 言語文化研究科M１）

在日コリアンに関する問題の認識

（サ

今までは知っているだけでよく分からない所という印象でした。今回、和気あいあいとした雰囲気が感じられて
今までより身近になったのが大きな変化だと思います。（パタパタ大会 言語文化研究科M1/未来共生6期生）

キムさんとのお話の中で、年齢が上がれば、言葉を使い分けられるようになるが、低年齢の子は学校の内外で
言葉を使い分けられない、と仰っていたこと。それを危機感を持って話されている姿から、日本は子どもが言
葉を使い分けないといけない社会なのだな、と悲しく思った。
（サマーフェ
スタ 人間科学研究科M２/未来共生5期生）

5. 振り返り

5. 振り返り

評価できる点

課題
▶３つのイベントの関連が弱く、北⼤阪のイベントへの依存感が

▶

プロジェクトメンバー以外の学⽣から多くの協⼒を得られた。

▶

想定以上の動員を達成することができた。

拭えなかった。
北⼤阪との協働

▶ 制度的な問題まで⽬を向けた⼈は⼀部にとどまった。
→制度的な問題などをこちらからもっと⽰唆してもよかった?
イベントのハードルを下げたかった

6. 今後の展望
繋がりを継続させるには？
阪⼤⽣：今後も朝鮮学校のイベントに参加してみたい
（事後アンケートより）
北⼤阪：座談会にまた参加したい（次回は阪⼤で）
期待されるイベント
▶ 焼⾁会（9⽉）
▶ アンニョンフェスタ（10⽉）
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発表概要
1. 西成高校の課題
2. プロジェクトの変遷（3月～6月）

西成高校でのPL
黒江裕貴

櫻木晴日 島本奈央 聶蕙菁

3. プロジェクト中止要因の分析
4. プロジェクトにおける収穫

瀬戸麗

5. 今後プロジェクトをする際気を付けたいこと

Ø 2. プロジェクトの変遷

Ø 1. 西成高校の課題

①ホンネカタルカフェ

・悩みに気づき、助けてくれる人がいることを知ること

•

支援のネットワークにつながらない
•

→「助けを求められない」、「弱さを見せられない」
ネットワークに繋がっていないからこそ…

しんどい子がホンネで語れる
居場所づくり
しんどい子が自分の置かれて
いる状況を具体的に把握でき
るように

当事者間の葛藤、自分や他者の「障がい」を見えなくしているのではないか。

⓪PL先の
選定

→さらに支援のネットワークにつながりにくくなっている

③ワークショップ
•
•

•

ける地域とのつながり

•

地域の情報収集

・地域とのつながり

・「避難所運営の時のためにも、地域の住民とよりつながりたい」（前教頭先生より）
・「カフェに来る生徒を、地域の支援機関や企業につなげられるように、自分たちが

２月

・
・

３月

西成産のしいたけに生徒が
工夫を加えて売る
コミュニケーション能力の
向上（早期離職の防止への
第一歩）

４月

５月

６月

5/18

西成地域にあるそれらの機関とつながりたい」（カフェのスタッフより）

地元のしいたけ工
房でしいたけを収穫
西成高校で生徒と地
域の人が調理＆食事

④しいたけ販売

②早期離職の防止にお
•

⑤しいたけ調理

②が具体化
「働くことの責任」や「学校と社
会とのギャップ」について生徒が
考えられるようなイベントづくり

6/1

6/14

PL趣旨の理解
学校の特性の把握
週報提出

Ø 2. プロジェクトの変遷

Ø 2. プロジェクトの変遷

①ホンネカタルカフェ

②早期離職の防止における地域とのつながり

目的

③ワークショップ
目的：①早期離職から生じる貧困の予防→卒業した生徒と社会の接合ができていない

①生徒が辛いことや悩みに気づき、言語化できるようになる

②地域との結びつきをより密接にしていくこと

②それを聞いて、一緒に悩み、助けてくれる大人や仲間がいることを知る

企画内容：生徒の貧困を防止するという観点から、実際に社会で働いている地域の人々と

企画内容

のコミュニケーションを通して、生徒が地域のあたたかさや、その中で働くと

・５月から７月にかけて月に１回カフェを開催（対象は、生徒・卒業生・地域の住民）

いう実感を持てる機会を提供すること、具体的に地域の企業や就労支援団体と

・カフェでは、来場者全員でdialog(対話)の形式を用いて、「悩み」について考える

ともにワークショップなどを行う。

中止要因
中止要因

自分たちの問題意識であり、学校のニーズに合っていないのではないか

・テーマが大きすぎる

→本当に求められているのは、学校と地域とのつながりなのではないだろうか。

・既に学校で地域の人や卒業生との交流が実践されている

Ø 3. プロジェクト中止要因の分析

Ø 2. プロジェクトの変遷

⑤しいたけ調理

④しいたけ販売

PL趣旨の理解不足

背景・目的
コミュニケーション能力の向上（早期離職の防止への第一歩）

企画内容

企画内容

よろしいたけ工房のしいたけ(一袋定220円)
を生徒が工夫を加えて250円で売る
・1日目：ワークショップ(工夫の考案)
・2日目：作業(商品に工夫を反映)
・3日目：販売当日

よろしい竹工房でしいたけを収穫、西
成高校で地域の人と調理・食事を行う
・1 日目：ワークショップ(レシピ考案)
・２日目：しいたけ収穫
・３日目：調理・食事

中止要因（6／１）

中止要因（6／15）

・期間と手続き
・生徒の安全へのリスク
・地域への宣伝
・生徒集め

・家庭科教員への説明不足
・家庭科教員の方針（食育）
・生徒集め

Ø 4.プロジェクトにおける収穫

• プロジェクトに積極的に協
力してくれるような人たち
と出会うことができた
• 早期離職に対する地域の人
の様々な思いをうかがえた

学校の特性の把握不足
–①管理職と一般の先生との
認識の重層性
• 管理職への説明のみに終
始した
–②意思決定の慎重さ
・ 企画運営までに必要な手
続きを予想できなかった

大学教員への
報連相不足
• 週報の軽視

チームビルディング
• リーダーの不在
• チーム内で担当の割り振りができていなかった

Ø 4.プロジェクトにおける収穫

失敗から学んだこと：
西成高校が大切にしている食育

できたこと
地域の人との
つながり

–①「協働」ではなく「貢献」
を優先
• 地域を重視→学校へのイン
タビューが遅くなった
–②学校への説明不足
• プロジェクトの概要を学校
に伝えていなかった

となりカフェとの
関係づくり
• 生徒との交流
• スタッフとの信頼
関係

ポテンシャルの
高い企画を考えた
• 生徒、教師、地域の人すべて
を巻き込んだ
• 生徒のコミュニケーション能
力向上、地域とのつながり、
食育など多元的なアプローチ
• 「楽しみ」の要素
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食事を誰かに提供することの責任や喜びを、数少ない機
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Ø 5. 今後プロジェクトをする時に気を付けたいこと
（謝辞）

・PL趣旨の理解と先方への伝達
・報連相の徹底（チーム間、先方へ、大学の先生）
・責任者の決定
・学校関係者への根回しの必要性
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ご清聴いただきありがとうございました。
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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
プログラム 3 年次後期の必修科目「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、共生を目指す海外の現場で働く
ことで、6 つのリテラシーからなる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 団体が想定されている1。ま
た、留学生の場合、本人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。研修期間は 3 ヶ月から 6 ヶ月、研修先での 90 時間
の活動が義務づけられている。
研修先の決定は、原則として自己開拓である。しかしながら、インターン派遣が年を
重ねるにつれ、プログラム側に「インターンシップ候補先」の蓄積ができたことも事実
である。これは、これまでにインターンシップを実施したプログラム履修生の功績によ
るところが大きい。これからインターンシップに臨む履修生は、自身の学術的関心にも
とづいて、あるいは未来共生的な実践の場として、これらの候補先を選ぶことができる
ようになった。また、研修先の決定に大きな力となるのは、履修生が在籍する研究科の
指導教員の協力である。プログラムの担当教員は、履修生がより学術的な観点から研修
を有意義にするために、在籍研究科の指導教員と協働で学生の指導を行う。
海外インターンシップの実施にあたっては、プログラム 1 年次から準備を始めなけれ
ばならない。まず、1 年次 10 月に IELTS を受験し、自己の英語力がインターンシップ
を実施するのに十分なレベルにあるかを把握することが必須である。もし十分ではない
場合は、プログラム 2 年次前期に IELTS スコアを上げるための取り組みが求められる3。
2 年次の夏季には、2 日間の集中コースとして「インターンシップ・セミナー」が開講
される。履修生は、ここで英語での履歴書やカバーレターの書き方、これらを送付する
際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動する際に必要とされるスキルを習得する。2 年次の後期には、こ
のセミナーで得た知識・スキルを使って研修先とコンタクトを取り、最終的に「インタ
ーンシップ計画書」を提出する。そして、2 月に開催される QE(Qualifying Examination)

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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にて、インターンシップへの派遣の可否について審査を受けることになる。
インターンシップの派遣中、履修生はプログラムの定める危機管理の基準に従った近
況報告が義務づけられており、修了時には研修先から「修了認定証」(Certification of
Completion)を受け取らなければならない。その後、プログラムによる「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になっている。

3.5.2.

海外インターンシップの研修先の一覧

2018 年度は、13 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

研修国名

2018 年度 海外インターンシップ派遣先
団体機関の名

活動内容

研修期間

称
林

貴哉

言語文

アメリ

SBTN

ベトナム人コミュニティ向けのラ

2018 年 12 月

化研究

カ・オレ

(Saigon

ジオ・テレビなどのネットワーク

1 日 から

科

ンジ郡

Broadcasting

サービスへの参画。

2019 年 2 月

Television

28 日

Network)
岡本 かおり

人間科

フラン

Université

大学・研究室が実施するフィール

2018 年 12 月

学研究

ス・トゥ

Toulouse-Jean

ドワークの補助作業。

27 日から

科

ールーズ

-Jaurès

2019 年 3 月
21 日

松本

渚

文学研

カンボジ

究科

Kanasan Kobo

カンボジア在住の日本人向け情報

2018 年 10 月

ア・プノ

誌『プノン』に掲載する記事取材・

14 日から

ンペン

執筆、情報誌の配送作業。

2019 年 1 月
14 日
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佐々木 美和

人間科

フィリピ

Food for

マニラ事務所でのオフィス業務、

2018 年 10 月

学研究

ン・マニ

Hungry,

災害被災地の訪問、支援活動。

1 日から

科

ラ他

Philippines

2018 年 12 月
18 日、
2019 年 1 月
13 日から
2019 年 2 月
28 日

澤井

冨安

未緩

晧行

人間科

アメリ

University of

教育学部のアシスタント、研究室

2018 年 11 月

学研究

カ・メリ

Maryland

の運営補助業務、共同研究。

5 日から

科

ーランド

2019 年 2 月 4

州

日

人間科

アメリ

API Equality,

コミュニティの支援活動、団体の

2018 年 10 月

学研究

カ・サン

Northern

運営に参画する。

5 日から

科

フランシ

California

2018 年 12 月

スコ
山口

真美

25 日

人間科

スウェー

Japanska

補習学校での生徒のサポート、図

2018 年 9 月

学研究

デン・ス

Skolan I

書館書籍の整理・データ化作業。

215 日から

科

トックホ

Stockholm

2018 年 12 月

ルム

（ストックホ

1日

ルム日本人補
習学校）
金

世貞

人間科

韓国・ソ

The Japan

日本語教育事業、国際文化交流事

2018 年 10 月

学研究

ウル

Foundation,

業に参画する。

1 日から

科

Seoul

2019 年 2 月

（国際交流基

28 日

金ソウル日本
文化センター）
王

一瓊

言語文

アメリ

Japanese

日本語教育プログラムでのサポー

2018 年 9 月

化研究

カ・サン

Bilingual

ト活動。

15 日から

科

フランシ

Program, Rosa

2019 年 1 月

スコ

Parks

30 日

Elementary
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張

茜樺

国際公

オースト

共政策

ラリア・

研究科

シドニー

NUBO

子どものためのプレイスペースで

2018 年 9 月 1

のサポート。

日から
2018 年 11 月
30 日

数実

浩佑

人間科

インドネ

Sekolah Sukma

小中学校、高等学校における授業、 2018 年 9 月

学研究

シア・ア

Bangsa Pidie

交流活動の実施。

科

チェ

25 日から
2018 年 12 月
25 日

梶田

智香

国際公

スイス・

共政策
研究科

IOM

IBM(Immigration and Border

2018 年 7 月

ジュネー

Management)部門にて、資料作成な

27 日から

ヴ

どの業務に従事する。

2018 年 10 月
12 日

3.5.3. 海外インターンシップ成果発表会の資料
2019 年 5 月 31 日、および 6 月 26 日、「海外インターンシップ報告会」を開催した。
2018 年度にインターンシップを実施した履修生に加え、文部科学省の留学プログラム
「トビタテ！留学 JAPAN」での活動が「海外インターンシップ相当」と認められた 1
名、計 11 名がそれぞれの活動について報告した。会場からは、それぞれ多様な活動に
ついて、さまざまな角度から質問が投げかけられ、発表者、参加者ともに実り多い時間
を過ごすことができた。また、当日は「2018 年度海外インターンシップ報告書」が配
布された。「海外インターンシップ報告会」の発表資料を次に示す。
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▷ 1. 受け入れ先機関概要

海外インターンシップ報告会

目次

Rosa Parks Elementary School

『CONTENT』

期間：2018年9月〜2019年2月

▷ 2. 目的と問題意識
▷ 3. 業務内容
▷ 4. 得られた成果
▷ 5. 参考文献

発表者：王一瓊

1

2

機関概要

Rosa Parks 小学校

JBBP

JBBPプロラグムは、日系人向けの日本語、日本文化の継承を目的として発足した。しかし、

●設定の背景
日系人の強制収容によって存続の危機に瀕した
日本文化を取り戻すために、1973年日系人の市民
運動によって設置された。

●位置：
ジャパンタウンに隣接
ウェスタン・アディション地区に近い
●学校のプログラム：

1. ジェネラル教育(General Education)
2. 特別教育(Special Education)
3. 日 本 語 バ イ リ ン ガ ル (Japanese Bilingual
Bicultural Program)

JBBPに在学する子どもは、日系人だけではない。様々なルーツを持つ子どもが在籍している。
1.JBBPに参加している子どもはどのような子どもたちであろうか。
2. ルーツが多様である中、子どもたちはどのように共同生活を送っているか。
3. 保護者は、どのような思いを持って、子どもをJBBPに入学させたのであろうか。

●基本情報
・教師：ネイティブ教員4人
連携教員11人（日本文化と繋がりがある）
・学生：幼稚園〜小学校5年生（250人前後）
日系人、ラテン系、アフリカ系、白人、中華系

4. JBBPというバイリンガル・プログラムにおいて、どのような日本語教育を行っているか。
という疑問が湧いてきた。

●自らの研究との関係性

言語的少数派の生徒を抱える教室に置いて、どのようなコミュニケーションが行われているかと

●授業とイベント

いう研究課題を踏まえ、多言語の教室にて参与観察を行なっておいる。

・英語による教科教育、日本語による日本語教育
・ラジオ体操、運動会、花見大会、お正月、スピーチ
大会、ひな祭り、卒業式

3

問題意識

母語が異なる子どもが、アメリカの日本語のバイリンガル教室で、自らの言語資源を生かし、ど
のようなコミュニケーションを行うかを明らかにすることも、大変興味深く感じられた。

4

業務内容
運動会
9月28日

スピーチ大会
11月2日

学芸祭
12月14日

お正月
1月24日、25日

●リハーサルへの
参加
●会場の設置
●道具の配布と回
収

●作文の添削
● 子 ど もたちとの
スピーチの練習
●個人指導
●会場の設定など

●練習への付き合
い
●服装の準備など
●ステージの運営

●い なり 寿 司 、き
なこ もち 、お 雑 煮
の準備
●お正月用の遊
びの用意
●会場の設置と後
片付け

得られた成果①

WHERE ARE YOU FROM? 自己紹介からの困惑
●中国人だが、
アメリカの小学校で、日本語を教えている・・・
So, where are you from？と子どもたちに問われていた。
●Costcoで売っている「ルーツ」が調べられるソフト (Genelife)
サンフランシスコで流行っている「無国籍料理」
国籍やルーツを柔軟に捉えようとする潮流がある一方で、結局、私のルーツ
はどこにある？と意識している。
その矛盾が、アメリカで生活していくうちに感じられた。

4

4

得られた成果②

得られた成果③

多様性との向き合い

個人と集団についての再考

●小学校における子どもと教師のスタイル
私の「常識」とは異なった。

●教室内での出来事
教室がうるさかったから、教師は「please behave yourself」と怒った。その言葉
を受けて、怯えた子が何人かいた。あいにく、これらの子が真面目で、私語をし
なかった子であった。

●小学校2年生でカミングアウトした学生Aさんとの出会い
自らの「思い込み」と異なったので、驚いた。
「理解」と「respect」は本当に同時に存在できるか？

4

子どもたちは、「個人」と「集団」の概念を理解できなかったのではないかと
思われる。
・「集団」と「私」
・「罪」と「利益」

5 海外インターンシップに行く人へ

得られた成果④

自らの成長

▷1. 書を持って街に出よう

・苦手な物事に向き合う忍耐力が鍛えられた。
・多言語能力を様々な場面で生かし、一層の向上が見られた。
・知らない人に対しても、「図々しく」声をかけることを身につけた。
・自分のことを「図々しく」売り込むことができた。

▷2. 計画を立て、実行しよう

参考文献

●まとめ：

1)SFUSD: Parks, Rosa Elementary School http://www.sfusd.edu/en/schools/school-information/rosaparks.html(Accessed,2019/05/06)
2)Rosa Parks Japanese Bilingual Bicultural Program. https://www.jbbpsf.org/about(Accessed, 2019/05/06)

図々しさが大事！
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スイス：ジュネーブ

海外インターン発表会
インターン先：IOM
⼤阪⼤学⼤学院国際公共政策研究科
梶⽥ 智⾹

1

インターンの目的

2

IOM

IOM：International Organisation for Migration（国際移住機関）
・移⺠に関する国際機関
・基本理念「正規のルートを通して、⼈としての権利と尊厳を
保障する形で⾏われる⼈の移動は、移⺠と社会の
双⽅に利益をもたらす」

①国際機関におけるインターンの経験を通じて、移民・難民
問題及び国境管理に国際機関がどのように関わっているの
かを知ること
②国際機関で働く経験を得ることで人脈を広げる
③キャリアについて考えること
④自らの英語力の現状把握と向上
3

4

業務内容

各国からのインターン生

・IOMのドナー等へ配布するInformation sheetの分析
・未完成Information sheetのドラフト作業及びそのための情報収集
・IOM内部で用いる個々のプロジェクトに関するルールである
Internal Guidance Note(IGN)のドラフト作業
・IOMの駐日事務所で用いる資料の翻訳作業
・IBMの事業内容がSDGsにどの部分に関わっているかに関する分類作業
①DOE（Department of Operations & Emergency）
緊急⽀援（例えばシェルター建設など）

IOM

5

❷DMM（Department of Migration Management）
⾮緊急時⽀援
所属：IBM（Immigration and Border Management）
移⺠と国境管理に関わる部署

得られた成果

得られた成果

①国際機関と移民

③キャリアについて

国境管理システムの導⼊で、きちんとした出⼊国管理が⾏われることは、危険な
旅をする移⺠を減らすことに繋がるため、安全でかつ適正価格での渡航を増加させ、
より適切な国際移動を推進する意味で⼤きな意義がある。
難⺠とは違う“移⺠”を扱うからこその“⼈権”を最優先に主張すること難しさ、国境
管理と⼈権保障とのバランスを求められる。
現在の“migration”という⾔葉⾃体に世界がネガティブな印象を抱いている状況で、
条約無しで活動をすることの難しさ。

6

Interns talk
IOMの取り組み等を説明したり、国連への就職のためのセミナーを開催したりと、
インターンのためのイベントが豊富。
様々な国際機関で⼈事を担当してきた職員の⽅からの「国際機関で働くために」
というセミナーも受けた。
国際機関で働くことが、最も中⽴な⽴場で世界規模の課題に取り組める？！

④語学力について

②得られた人脈

初めての英語での業務。
業務を理解したかきちんと復唱して内容を把握するなど、英語での業務であるた
めにいつも以上に意思疎通には気を遣うことが多かった。
思った通りに伝えられないもどかしさを抱えたまま3カ⽉が終わってしまった。

ジュネーブには様々な国際機関の本部または欧州本部があるため、⽇本⼈職員
の⽅同⼠のコミュニティーが確⽴されており、他の国際機関の職員とも出会え
た。
⽇本⼈職員の⽅主催の就職セミナーも開催され、セミナーを通じて、IOM以外の
国際機関で働くJPOの⽅にも会えた。
職員間での持ち寄りブランチやランチ、⽇本祭り、セミナー参加…
7

得られた成果

8

来年度インターンシップをする人へ
①インターンの期間とビザ
3カ⽉ではプロジェクトの内容や、内部で⽤いられる⽤語、内部の⼈のつながり
などが分かり始めたところでの帰国となってしまったため、できることならもう
少し⻑期でのインターンを⾏った⽅が良いのではないかと感じた

②インターンとお金
ジュネーブは⾮常に物価の⾼い街で、財政⾯で⻑期のインターンは難しかった。
国際機関の中のカフェテリアでも、ランチに1500円〜2000円は必要で、家賃相
場も⽇本の3倍程度！

③インターンと治安・言語
ジュネーブは治安も良く、国際機関が多いため、様々な地域の出⾝の⼈がおり、
多国籍な印象の街。⼈⼝の約4割が外国⼈という場所ではあるが、街中はフラン
ス語が⾶び交い、英語だけでの⽣活は少々⼤変だった。

④（RESPECTでの）インターンとビザ
カナダで⼊国を拒否され、トロント2泊3⽇という貴重な体験をし、IOMの国境管
理部⾨でインターンをするという経験は、「国境を超える」とはどういうことな
のかを改めて多⾓的な視点で考えるきっかけになった。
9
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10

問題意識

海外インターンシップ報告会

スクマバンサ学校（インドネシア・アチェ州）
⼈間科学研究科・共⽣社会論D3
数実 浩佑

1. 海外の学校の参与観察・サービスラーニングを通して，⽇本
の学校⽂化を相対化する視点を獲得する。
2. はじめての⻑期海外滞在を通して，多⾔語リテラシー，
フィールドリテラシー，コミュニケーションリテラシーを⾼
め，今後海外で活動するためのスキルを獲得する。
3. フィールド先の⼈たちと交流し，良好な関係性を築いていく
ことを通して，⾃⾝にとっての「第2のホーム」をみつける。

1

2

受け⼊れ先の概要

主な業務内容

スクマバンサ学校（ピディ校）
• 私⽴の⼩・中・⾼⼀貫校。アチェ・
北スマトラで起きた津波の被害と政
治的紛争に対処するために，インド
ネシアのスクマ財団によって2006
年に設⽴された。
• 全校⽣徒500名程度。設⽴されてか
ら最初の3年間は津波や紛争の被害
者のみを受け⼊れていたが，それ以
降は多様な背景をもつ⼦どもの⼊学
を認めている。

授業に参加しながらのサービス
ラーニング。⼩・中・⾼の授業
にまんべんなく参加し，⽇本⽂
化や⽇本の災害対策の紹介，⽇
本語の⽇常表現の練習，書道の
体験学習，英語の授業でのサ
ポート，休憩時間で⽣徒と交流
など。

3

芸術教育の充実

4

学校教育のもうひとつの役割（？）
• 「演劇活動が何の役に⽴つか」という質問に対して
⇒コミュニケーション能⼒，⾃尊感情，主体性，協調性の涵養。
• 楽器や演劇を練習するとき，本番当⽇に最⾼のパフォーマンス
をみせるときの，⼦どもたちのいきいきとした表情。
• 「⼈⽣を楽しむ技法」「⼈⽣を味わう技法」を⼦どもたちに提
供している（？）。（≠学⼒の向上，社会性の涵養）
• 「⼦どもたちの将来のために役に⽴つ教育とは何か」に視点が
寄る⼀⽅で，⼦どもの「⽬の輝き」（＝実証主義を信仰している⼈
が吐き捨てて拒否するだろう，現象学的・存在論的な指標によってしかと
らえることのできないもの（⽥中 2002『他者の喪失から感受へ』））を

⾒逃してきたのかもしれない。
5

海外でも何とかなるという⾃信

6

語学⼒とコミュニケーション能⼒
• スクマバンサの運転⼿，バ・ワン
との会話。
• 「ウェン ゴー ジャパン」
• 語学⼒も⼤事だが，「伝えたい気
持ち」が⼤事。

先⽣「コウスケが来てくれたので，
今⽇はコウスケに授業をしてもら
いましょう！みなさん拍⼿！」
数実「（え！？何も準備してない
けど…）」

7

第２のホーム

8

来年度インターンシップをする⼈へ
• 積極性や主体性が海外インターンシップの成否を分ける。
• 現地の⾔葉も使う。（多⾔語演習の授業も活⽤）
• 視野を広げるためにも，⾃⾝の関⼼・研究テーマと直結しない
ところを選ぶのもあり。
• スクマバンサ学校は受け⼊れ歓迎とのこと。

9
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日本国際交流基金ソウル文化センターｃ

日本と韓国を結ぶ現場での
五ヶ月間の記録
日本国際交流基金ソウル文化センター

-

日韓文化芸術交流
日本研究
韓国での日本語教育
日韓の常時的な文化交流

人間科学研究科 金世貞

「ひらがな／カタカナデザインコンテスト」

李秀賢記念事業 韓国青少年訪日研修
-日本国際交流基金ソウル文化センターでは毎年
「李秀賢記念事業韓国青少年訪日研修」事業を行っ
ており、今年は86名の高校生から申請があった。
-実際に「李秀賢記念事業韓国青少年訪日研修」に
参加した多数の生徒が日本語、国際関係学、東アジ
ア文化学などを専攻している。

この「ひらがな/カタカナデザインコンテスト」事業では、すべての作品
のリストの作成、各作品の付属説明の日本語翻訳、そして審査委員
の一員として審査も行った。また、授賞式では、参加する生徒たちの
管理や授賞式の進行を担う役割を担った。

語学・文化講座

講座のコースは大きく日韓通訳入門、メディアで学ぶ日本語、
リーディング&ディスカッション、韓日翻訳入門、まるごと日本語
(初級、中級、上級)、日韓翻訳体験、日本の文化財と文化遺産、
日本語で学ぶ心理学などが主軸を成している。

日本文化体験（センター外での）

日本国際交流基金ソウル文化センター内でも日本文化体験を
行っているが、直接に学校などに訪問して生徒たちを対象とした
文化体験及び日本語授業を行っている。

センターの役割の限界

- 「李秀賢記念事業韓国青少年訪日研修」通して日
本のことを知り、ひいてはアジアの様々な国、国際
政治や国際関係について興味を持つように促す。

日本文化体験（センターでの）

日本国際交流基金ソウル文化センターでは韓国の生徒や市民を対
象にしてさまざまな日本文化体験を無料で行っている。毎年日本文化
体験を希望している学校や市民が多くてとても人気のある事業である。

日本語教師や予備教師のための研修

現職の日本語教師や予備教師のための日本語教授法、日本
語会話などの研修を行っている。毎年、夏を冬の二回に分けて
行っている。

ありがとうございます。

-当センターで行っている様々な事業は日本と韓国
の関係改善に意味のある影響を及ぼしている。
-両国の政治や歴史問題などに直接な影響を与え
ることはできないかもしれないが、民間レベルで韓
国や韓国人に日本のことを知らせ、日本に関する
理解を深め、日本に対するより肯定的なイメージを
形成することに大きな役割を担っていると思う。
-しかしながら、日韓の関係が冷え込んでいるとき
は、担当機関である日本の外務省から予算がへる
のでさまざまな事業を行うことに限界がある。
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1. 問題意識（インターンの目的）

Food for the Hungry the
Philippines

• Food for the Hungry the Philippines（以下、FHP）および日本国際飢餓対策
機構（参考文献1参照）である。両者はキリスト教の価値観に基づいた国
際的援助団体である。団体の発端は1971年、米国アリゾナ州出身のラ
リー・ワード氏（Larry Ward [1924-2003]）により設立されたFood for the
Hungryである（以下、FH International）。その後、FHPは1978年、日本国際
飢餓対策機構は1981年に発足した。
• 筆者が当団体におけるインターンシップに参加を決意した当初の問題意
識には二つの点があった。一つは、2016年の熊本地震をきっかけに知り
合ったキリスト教災害救援団体に単にあこがれていたためであった。いち
キリスト信仰者としての自身の将来のキャリアを描くヒントとしたいと考え、
同団体にインターンの話を持ちかけた。もうひとつの問題意識は、国際支
援団体で働けるのか力試しをしたいという思いがあった。

佐々木美和

• 参考文献１https://www.hungerzero.jp/

2. 計画または業務内容
• 最初の2カ月は、Food for the Hungry the Philippinesがアメリカ支部
より計画を受け実施している通常業務に携わった。それらの業務は
主に4つのセクションに分かれており、保険、生活支援、教育などに
分かれる。4つのセクションを担当するそれぞれのスタッフがいるが、
縦割りではなく、それぞれのセクションについてイベントが開催され
る際には、他のセクションのスタッフも関わり、さらに会計と言ったひ
とびとも関わる。筆者はイベントの手伝いや通常の業務における単
純作業の手伝いを行った。

• たとえば保険分野のイベントの際には、学校を訪問し衛生教育を
行ったが、小学校教師と会話し、実際にFood for the Hungryの支援
についてどう思っているのか尋ねるなどした。そこから聞き出した感
想を保険分野のスタッフに伝え、スタッフはそこから上司に提出する
定期報告書を作成した。このように、頼まれてはいないが、その場に
ただ存在しているだけという自分の立場を活かし、またこれまでの
フィールドでの経験も活用し、その場にいる人物にそれとなく話しか
けてみる、質問をしてみるといったことをした。

ITINERARY OF VISIT
DATE

2. 計画または業務内容

PLACE

Feb 12,2019 Municipality of Basey
Feb 13,2019 Municipality of Basey

• インターンシップ後半の1カ月は、より筆者の専門性に近い支部にお
くられた。サマール島、レイテ島というところでの視察だった。南サ
マール及び北レイテ島での活動は、2014年のヨランダ台風（国際名
ハイヤン）の被災者支援を意味する。歴史上2番目に死者数が多く
（約6000人）、フィリピン史上最も経済的損害が大きかった。警報は
でていたものの、高潮と言う言葉の理解がわからず多くの人が避難
せず、タクロバン市沿岸に住民が高潮に飲まれ、2800人以上が亡く
なったとされる。FHPは当時、各国から集まる支援について、現地で
活動をしていた他団体より支援要請を受け活動を始めた。活動して
いるなかで、Tearfundなどから資金を得て、復興支援活動を始め、現
在に至る。

Feb 14,2019 Municipality of Basey
Feb 15,2019 Municipality of Marabut

Feb 16,2019 Barangay Ferreras, Marabut

Program

ACTIVITY

People's Organization (PO's) farm visit to System
Rice Intensification (SRI), one Technology introduced
by the Academe from Visayas State University (VSU)
Meeting with BARFA -a Federation of Farmers in
Western Samar Coastal and Basey
Agriultural Program (WSCAP)
Consultation meeting with the cluster leaders
Pre Construction Conference with the Municipal
Engineer, FHP and Farmers Association for the
Improvement of Water System at La Cocina de
Marabut
Climate Change Facilities in Trainors Training on Facilitating Skills for the
the Philippines (CCFP)
community volunteers

Feb 18,2019 Basey

WSCAP

Feb 19,2019 Marabut

WSCAP

Feb 20,2019 Marabut

WSCAP

Place to stay overnight

Stay at Tacloban Staff
House

Barangay Development Council (BDC) Assessment
Consultation meeting with the cluster leaders
PO's Farm Visit

Feb 21,2019 Marabut
Barangay Development Council (BDC) Assessment
OPTION: attend on going Family Disaster Preparedness at the Barangays in Basey and Marabut
CCB DRR:
SAVINGS GROUP:
LIVELIHOOD:
Kuya Gil Magalong
Leoncio Bacayo
Jultio L. Itumay
Ma. Vilma Gacutan
Jinky Cahayag
Rose Gasatan
Ednalyn Llegue
Melba Abalos
Gerardo D. Ty
Rosemarie Yaras
Wilfredo Tabor
Brian Tangcawan
Mary Grace T. Galanza
Almarie Navos
Alfonso Palada

Stay at Tacloban Staff
House

RM: Lorenzo B. Villacorte
PC: Rodrigo N. Luego
MC: Purita A. Cuevas
FO: Rosalie A. Abude
PO: Maricor Elairon
Cashier: Jaja Rojas
CCFP: Yolando De Guzman
CCFP: Zara Casillano

3. 得られた成果
• 6つのコンピテンシー
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海外インターンシップ報告会
人間科学研究科 共生社会論研究室
澤井未緩

メリーランド大学にたどり着くまで
ØFinkelstein教授は30年ほど前より同和教育を研究されていた
Ø報告者と同じフィールドで研究していた経験あり

インターンの概要
Ø受け入れ団体：University of Maryland
Teaching & Learning, Policy & Leadership部門
Barbara Finkelstein教授
Ø受け入れ期間：2018年11月1日～2019年2月9日
Øインターンの目的：
①部落問題を国際的な視点から捉え直すこと
②さまざまな差別問題についてさらなる知識を深めること

インターンの概要
Øインターン中の主な業務
①文献調査：

ØM2の5月、Finkelstein教授が共同研究のため来日
☞教授のインタビュイーとして会う約束をする

ØM2の3月、メリーランド大学へ訪問（人科の競争的資金を利用）
☞インターンの概要を説明し、受け入れてもらうことが決定

オーラルヒストリーや人種問題、それに起因する教育問題について
②メリーランド大学教員へのインタビュー：
人種問題、ジェンダーの問題、部落問題についての内容
③Finkelstein教授とのディスカッション：
さまざまな社会問題に関する議論

得られた結果

得られた結果
教員へのインタビュー：

文献調査：
Ø英語文献を読み込むコツと技術の獲得
☞多言語リテラシーを高めることにつながった

Ø質的調査法の獲得
☞オーラルヒストリーやライフヒストリーなどの手法を学ぶことができた

得られた結果

Ø下準備の苦労
☞母語としない言語でのインタビューをする難しさ

Ø人種問題における黒人側の主張の対立
☞”Black lives matter” VS “Deconstructing Race”（Mahiri,2017)
☞部落問題についても同じような議論が昔から行われている

インターン中の課題

Finkelstein教授とのディスカッション：
Øアメリカのフェミニズムについて
☞一部「過激すぎる」という批判はあるものの、日本より進んでいることは確実
☞日本のフェミニズムよりも草の根的（Local）・複合的（Intersectional）な広が
りがみられる

インターン全体を通して

ØVISAについて：
取得に半年以上かかり、MoUの提出が大幅に遅れた
Ø住居について：
契約上の問題が発覚し、訴訟問題に発展しかけた
Øインターン遂行期間について
長期休暇が多く、合計1か月以上は大学が閉まっていた

参考文献
Jabari Mahiri. （2017） Deconstructing Race: Multicultural Education
Beyond the Color-Bind Multicultural Education Series.

Ø院生を取り巻く環境は厳しそう
☞なかなか就職できない状況がある

Øトランプ政権支持者とはだれか？
☞イメージが不透明、支持政権による分断が進んでいる？
☞政治に関しては一昔前よりもクローズ

Ø社会問題への関心の高さ
☞ワシントンDCという土地柄も関係していると推測
☞滞在中、いくつものデモ行進があった
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ご清聴ありがとうございました。
Thank you for listening!

実践からの学び：プラクティカルワーク

概要
受入先：NUBO Alexandria
NUBO Chatswood
期間：2018年9月1日〜12月１日

海外インターンシップ
成果発表

メイン目的：シドニー在住の華人母親の
生活様態を捉えること。
◆NUBOでのロール：プレイアシスタント
◆生活者として図書館、公園

国際公共政策研究科 張茜樺
2019年5月31日

NUBOでのワークショップ

生活者として公園編

生活者として図書館編

活動内容
◆NUBO
ーNUBOの教育者の助手として各ワークショップの参加、ミニワークショップ
のチャレンジ
ースタッフへのインタビュー
ー保護者との対話
◆公園・図書館
ー各ワークショップの参加（計15回）
ー保護者との対話・活動参加
ー「WeChatママグループ」への加入

日々の気づき

公園でのミニ交流会

ー現地在住の母親はSNSを通した付き合いより、現生活で元々繋がりを持って
いる方々との交流を重視している。
ー華人の 「WeChatママグループ」の利用状況：WeChat での交流に留まってい
るほか、そのチャット内容は育児経験の交流より、情報共有と中古品（絵本な
ど）のやりとりの方が多いー
ー昼間に祖父母が孫の世話をしている現象は、華人の育児家庭だけではなく、
インドや地元の育児家庭にも見られた。
ー華人の「WeChat老年グループ」の存在

・ランチボックスを通じた
ミニ交流会
・参加者：12組の親子
・場所：BORONIA PARK
・時間：2018年11月30日
（11:30〜13:00）

ー言語習得における日本在住中国人母親と豪州在住華人母親の意識違い
ー異文化社会における子どものランチボックスの課題

Thanks for Listening!

得られた成果
未
来
共
生
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
を
磨
く

NUBOでの経験
日本以外の中国人母親の生活様
態の把握というメイン目的の実現

公園デビュー、ワークショップの参加

図書館ワークショップの参加

「WeChatママグループ」への参加

保護者
との
対話
今後の人生設計に大きな啓発

ミニ交流会の開催
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インターンの背景
サンフランシスコで
LGBTQの活動に
参加する
受け⼊れ先：API Equality Northern California
アメリカ合衆国サンフランシスコ
⼈間科学研究科博⼠後期課程2年
冨安皓⾏

• LGBTQムーブメントが隆盛しているアメリカ合衆国
• アメリカには数多くのLGBTQ⽀援団体がある
その⼀つが今回のインターン受け⼊れ先
API Equality Northern California(APIENC)
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコに拠点をおくアジア太平
洋地域にルーツを持つ（Asian Pacific Islanders）LGBTQのための団体。
活動目的：アジア太平洋地域にルーツを持つLGBTQたちの社会的権利を求
めること、コミュニティを可視化すること、新しいリーダーを育成すること、
世代間の関係を構築すること、アジア太平洋地域にルーツを持つLGBTQた
ちの歴史を集めること、など。

活動目的

主な業務内容

• アジア太平洋にルーツを持つLGBTQのおかれている現状と課題
について知る
• APIENCがそれらの課題に対してどのような取り組みを⾏って
いるのかを知る
• アメリカの⾮営利団体の運営とその課題について知る

オーラルヒストリープロ
ジェクトのアーカイブから
⽇系アメリカ⼈⼥性のイン
タビューを選び翻訳作業

活動日程
• 2018年10⽉7⽇〜2018年12⽉20⽇まで、⼀⽇5時間週2⽇

主な業務内容

②ファンドレイジング

①インタビュー翻訳

結果：
⼆時間分の翻訳を完了

主な業務内容

③イベント・ワークショップスタッ

フ

15名ほどでチームを組み、約2週間の期間で15,000ドルを⽬標⾦
額とし、ファンドレイジング活動を実施

3回のイベントと3回のワークショップにて会場設営や⾷事の準
備・⽚付けの⼿伝い、参加者としても参加。

結果：個⼈の成果：7名の個⼈から282ドル
全員で15,000ドル超え

結果：参加者とゆるやかに交流できた

得られた成果➀ 団体での活動経験から

得られた成果②

• サンフランシスコに住むLGBTQの多様性とその多様性により⽣
じる課題について考えることができた
• APIENCがこれらの課題をコミュニティの形成を通して解決し
ようと試みていることが分かった
• 現場の活動が⾮常に動的であることを理解できた
→⾃らのフィールドリテラシーやコミュニケーションリテラ
シーを向上させることに繋がった

・交差性・コミュニティ・ことばという3つのテーマの重要性

得られた成果②

インターンシップを予定する人へ

（続き）私は⾔語を⽤いる必要のない
仕事を積極的に⾏うようになり、イン
ターン先の⼈びとはその仕事を⾒て
「⼀⽣懸命に仕事に取り組む⼈」と⾒
なしてくれたように感じた。
受け⼊れ担当者は「APIENCに参加
する⼈の中にアートに造詣のある⼈が
多い」と興味深いことを私に語った。

⾔語中⼼の社会での移⺠の置かれて
いる現状について知ると同時に、表
現としてのアートの可能性に気づか
された

⾃らの研究に対して

→研究領域でこれらへの注⽬の理由を「感じる」機会に

ことばについて
APIENCは⾔語を使って⾃らの気持ちを伝えることを重視していたため、
英語で⼗分に⾔いたいことを表現できないわたしはもどかしさを感じた。
（アジア太平洋にルーツを持つ移住者も同じような経験をしてきたので
はないか）。そんなわたしが仕事で積極的に⾏ったのが寄付者へのカー
ドを書くことだった。なぜなら寄付者へのカードは英語を使う必要がな
かったからだった。絵を⾒てインターン先の⼈びとは上⼿いと伝えてく
れた。

• 渡航中の目標と優先順位を決めておこう
• 疲れたら休もう
• 気負いすぎないで！！
参照サイト
GROW WITH APIENC ファンドレイジングポスター〈2019年5⽉25⽇検索〉
https://www.apienc.org/wp-content/uploads/2018/11/growthFB-800px.png
APIENC mission and vision 活動理念〈2019年5⽉25⽇検索〉
https://www.apienc.org/aboutus/mission-and-vision-statement/
Dragon Fruit Project Interview ドラゴンフルーツプロジェクト

インタビュー〈2019年5⽉25⽇検索〉

https://www.dragonfruitproject.org/person/vincent-crisostomo/
Flicker apienc fundraising ファンドレイジング写真〈2019年5⽉25⽇検索〉
https://www.flickr.com/photos/apiequality-norcal/albums/72157703342083114
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問題意識（インターンの⽬的）

海外インターンシップ報告会

• ⽇本の外国⼈⽀援団体におけるベトナム語での情報発信。
• 当事者であるベトナムの声を⼗分に反映できているのか？

SBTN

Saigon Broadcasting Television Network

• 「在外ベトナム⼈コミュニティ」：ベトナム戦争によって南北ベトナ
ムが分断されていた際にベトナム共和国（南ベトナム）で⽣活をして
いた⼈々→1975年のベトナム戦争終結に伴い南北ベトナムが統⼀さ
れて以降、共産化を忌避してベトナム国外に亡命した。
• 在外ベトナム⼈コミュニティに特有の⽂化や実践とは？

2018年12⽉9⽇〜2019年2⽉28⽇
⾔語⽂化研究科・⾔語⽂化専攻
林

貴哉・30A18808

• そこでは、どのようにエスニック・メディア（中野, 2013）が発展し、
情報発信が⾏われているのか？
• リトルサイゴン：ベトナム国外に暮らす「在外ベトナム⼈」の約半数
が⽶国に暮らしており、⽶国でも最⼤のベトナム⼈コミュニティがカ
リフォルニア州オレンジ郡にある（古屋, 2009）。
• リトルサイゴンのベトナム語メディア：新聞（⽇刊）、週刊誌、テレ
ビ、ラジオ

受⼊れ先の紹介：SBTN
Saigon Broadcasting Television Network

業務内容（1）
メディアへの出演

• SBTN：2001年に設⽴され、2002年から放送が開始された。
• ニュース番組、トークショー、⾳楽番組、エンターテイメント
番組（ハリウッド）、経済、経営、医療、⼈権に関する番組な
ど。
• 設⽴の⽬的：「在外ベトナム⼈コミュニティの声を守り、発展
させること」
• 設⽴当初のメインターゲットは、難⺠1世。
• 現在はベトナム⼈若年層を対象に、ルーツ、故郷の伝統⽂化を
伝えることを⽬的とした番組の制作やイベントを実施。
• 難⺠以外の理由でベトナムから渡⽶した社員も多くなっており、
1世の声と若い世代の声が交わりあい、つながっていくことが
⽬指されている。

• SBTN

業務内容（2）SBTNのイベント：
UVSA テト・フェスティバル

業務内容（3）
SBTNのイベント：SBTN VOICE FINAL

• UVSA(Union of Vietnamese
Student Associations of
Southern California)
• 旧正⽉イベントにおけるSBTNの
ブースの出展。

• ベトナム語の歌唱コンテストの決
勝戦
• アメリカ合衆国やフランス、ノル
ウェーといった海外に住んでいる
若い世代のベトナム⼈が参加。
• ベトナム⼈歌⼿によるコンサート
と⼀緒に開催。
• 決勝戦運営の補助、SBTNが作成し
たDVDやTシャツ、帽⼦といった
グッズの販売など。

得られた成果（1）
メディアへの出演・⾒学による学び

得られた成果（2）
ベトナム⼈コミュニティでの学び

• 番組のホストや記者の質問に答えることを通して、このコミュニティ
で重視されている視点を知る。
• 「ベトナムで使⽤されているベトナム語とアメリカで使⽤されている
ベトナム語の違いについてどう思うか」
• 1975年以降のベトナム：「⻩⾊い語」（伝統的なベトナム語）から
「⾚い語」（1975年以降のベトナム語）への⾔い換え（⽥原, 2016）
• 伝統的なベトナム語を使⽤していることに対する誇り。
• 在外ベトナム⼈コミュニティの声を守り、発展させていくことの⼀歩。

• ベトナム⼈コミュニティで情報発信をしている
のはメディア関係者だけではない。
• 週末に⾏われる⺟語教室＝伝統的なベトナム語
• 権⼒を持ったマジョリティが書く歴史には残ら
ないマイノリティの歴史を残すという⽬的で⾏
われるプロジェクト。

世代を超えて
「在外ベトナム⼈コミュニティの声」
• SBTN設⽴の⽬的：在外ベトナム⼈コミュニティの声を守り、
発展させること。
• 各世代（ベトナム難⺠1世、2世、1.5世…）にはそれぞれの声
がある。
• メディアだけでなく、地域でも様々な⼈がベトナム⼈コミュニ
ティの歴史や⾔語、⽂化を伝えるための活動をしていることが
わかった。
• いずれの活動もベトナム系アメリカ⼈⾃⾝によって運営されて
いるものであり、若い世代も⾃分たちの表現⽅法を模索してい
る。
• ⽶国のベトナム⼈コミュニティではそれぞれの世代の様々な
⼈々が⾃分の声を発信できる環境があることがわかった。
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• 「The Victoria To Uyen Show」

• IBC TV（ベトナム仏教寺院）
• 「Câu Chuyện trong Tuần」（今週のストーリー）
• 「Văn Hoá và Giáo Dục」（⽂化と教育）

• Viet TV 24のトークショー
• ベトナム語の⽇刊新聞
• 「Báo Người Việt」（ベトナム⼈新聞）
• 「Viễn Đông」（極東）

参考⽂献
• ⽥原洋樹（2016）「ベトナム語における『⻩⾊い語』と『⾚い語』に関する考察」『APU⾔語研究論
叢』1: 62-70.
• 中野克彦（2013）「エスニック・メディア：移⺠の⾔語活動とメディア」多⾔語化現象研究会編『多
⾔語社会⽇本：その現状と課題』三元社.
• 古屋博⼦（2009）『アメリカのベトナム⼈：祖国との絆とベトナム政府の政策転換』明⽯書店.
• SBTNホームページ（https://www.sbtn.tv/）2019年5⽉28⽇アクセス
• SBTN VOICE ホームページ（https://sbtnvoice.com/）2019年5⽉28⽇アクセス
• BĂNG HUYỀN (2019, February 1). Tình yêu ngôn ngữ và văn hóa Việt của một sinh viên Nhật. Viễn Đông
Daily News. (http://m.viendongdaily.com/tinh-yeu-ngon-ngu-va-van-hoa-viet-cua-mot-sinh-vien-nhatsLRDkVeN.html)
• Nguyễn Linh (2019, January 4). Sinh viên Nhật thích thú khi biết người Việt ở Little Saigon ‘trắng tay làm nên sự
nghiệp’. Người Việt Daily News. (https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/sinh-vien-nhat-thich-thu-khi-bietnguoi-viet-o-little-saigon-trang-tay-lam-nen-su-nghiep/)
• IBC TV (2019, February 18). cau chuyen 12 31 2018 Part 1. (https://youtu.be/IyV7MZoJKXw)
• IBC TV (2019, February 18). cau chuyen 12 31 2018 Part 2. (https://youtu.be/VLFYfNTXIaQ)
• IBC TV (2019, April 10). Van Hoa GD 208 part 1. (https://youtu.be/biH61bsm_oE)
• IBC TV (2019, April 10). Van Hoa GD 208 part 2. (https://youtu.be/GJgMDMk944g)
• SBTN (2019, February 27).Victoria Tố Uyên Show, Guest: Takaya Hayashi. (https://youtu.be/7pX2BSP3tBc)
• VietTV24 (2019, Februry 20). Hong Van phong van Hayashi Takaya P1. (https://youtu.be/njIbN_g6iqY)
• VietTV24 (2019, Februry 20). Hong Van phong van Hayashi Takaya P2. (https://youtu.be/JJDWWkKpVl0)
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海外留学
留学計画

実践としての留学

欧州の“ものづくり”における
デザインマネジメントの現状把握
およびその実践参加

海外留学インターンシップ報告会

増田智香
大阪大学

工学研究科

ビジネスエンジニアリング専攻

未来共生イノベーター博士課程プログラム
トビタテ！留学JAPAN

博士課程２年
３期生

United Kingdom
Jun.

語学
学校

Oct.

留学計画

STEP1

United Kingdom

France

Germany

４期生
Jan.

Mar.

デザインマネジメント

HITACH
Hitachi Rail
I Europe Limited

Manchester
Cambridge
Oxford

London

Japan

STEP4

デザイン

GOAL

Germany

STEP2

Langen

STEP3

テクノロジー

France

ビジネス

Paris

Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH

トビタテ！留学JAPAN

海外留学

トビタテ！留学JAPANとは？

留学計画

United Kingdom

得られた成果
戦略的デザイン

英国

得られた成果
デザインと文化

United Kingdom

France

Germany

得られた成果
多分野の専門家との共同ー修士テーマ

France

Germany
ドイツ

来年度の皆様へ

フランス

§ 自分の専門や研究領域に縛られない活動の推奨
§ 日本人やそのコミュニティーとの交流の推奨
§ 現地では成果などは意識せず、おもいっきりや
りたいことをやればいいのでは
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問題意識
公共ＳＬ：北大阪朝鮮初中級学校
ＰＬ：日本語指導が必要な児童生徒への課題解決
→学校教育に対する見方の変化
→逆に、「日本人」は海外でマイノリティとなっ
て
どのような教育を経験することになるのか？

海外インターンシップ報告会

ストックホルム日本人補習学校
Japanska Skolan i Stockholm

山口真美

日本：比較的均一な集団を想定した学校教育
スウェーデン：福祉国家、移民国家
（1962年義務教育成立時～
「共生」）
→オールタナティブな社会の形として北欧、
特にスウェーデン社会の現実を見てくること
が
見識を深めることにつながる

（人間科学研究科）

受け入れ先概要

計画と業務内容

ストックホルム日本人補習学校
• 1975年創立
• 小学1年生～中学3年生の約150名
• 日本からの派遣教員1名（校長）、
常勤講師12名ほか
• 毎週土曜日 45分×5コマ（国語３・算数
２）
• 年間36回

渡航期間

スウェーデン王国
・人口：約1,022万人
・公用語：スウェーデン語
・在留邦人：約4,200人

②図書整理等の事務作業

インターンの成果①
学校ボランティア

インターンの成果②
図書整理

• ボランティアの内容
毎週土曜日 １～５限
＋ 補習 1時間程度
＋ 職員会議、研修

• 約2000冊の図書の登録
→保護者・子ども・先生に公開
→海外という限られた環境で重要となる、日本
語教
育資材の提供・教育環境の充実に携わった
• 専門資格（司書教諭資格）を
生かした組織への貢献
→実際に図書管理の方針を立てて
実行していく困難さを学ぶ
• 学習サポートではない形での
参与の経験ができた
→フィールドリテラシー

2018年9月～12月
業務内容
→「ボランティア」として受け入れ
①授業補助、補習等の学校ボランティア

③スウェーデンの教育と補習授業校の現状を
知ること

• 児童生徒の大多数が国際結婚家庭出身
→一人ずつの課題に応じた支援を心がけた
•

参与観察の経験、「やさしい日本語」（Ｐ
Ｌ）の考え方がよく生かされ、実践するこ
ととなった
→ コミュニケーションリテラシー

インターンの成果③
インタビュー調査と学校訪問

インターンの成果④
海外で暮らす中で

• インタビュー調査
補習授業校の先生への聞き取り
比較的短期間に集中して
調査設計、実施、分析・論考
執筆を成し遂げられた。
→調査リテラシー

• スウェーデン語
「話す」は、簡単な挨拶やお礼レベルに留まる。
（シェアハウスには、様々な国から来た人 →
英語）
「読む」は買い物等の場面で少しできるように。
→多言語リテラシー
• 多少の生活能力の獲得
• fika（スウェーデンのお茶文化）
国際結婚等でスウェーデンに
渡ったり、スウェーデンで生まれ
育った人たちの話
→凝り固まった人生観を
見直すきっかけ

→紀要論文

• 学校訪問
国際校の母国語授業、私立高校、大学を見学。
見学や先生・保護者との交流を通して、現地に
いるからこそ見えるリアルな課題についても知
見を得た。
→グローバルリテラシー

次年度以降の学生へのメッセージ

参考文献

最低業務時間のチェック
•

プログラムとして来ている以上、やるべき
ことはしっかりやる

（週報も）

文部科学省、2016、「在外教育施設グローバル人材育成強化戦略」、http://
www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/__icsFiles/afieldfile/2016/09/08/1376
422_2.pdf（2019/05/09 アクセス可）。

居住地を早めに探す
•

文部科学省、2015、「海外子女教育情報」、http://www.mext.go.jp/a_menu/sh
otou/clarinet/002.htm（2019/05/09 アクセス可）。

慣れない海外生活の中で健康を保つために

外務省、2018、「海外在留邦人数統計」、https:// www.mofa.go.jp/mofaj/toko/
page22_000043.html（2019/05/09 アクセス可）。

も、こだわるところはこだわる
戸野塚厚子、2014、『スウェーデンの義務教育における「共生」のカリ
キュラム』明石書房。

オリジナルなプログラムの設計する
•

自由度が高い分、工夫次第でいろいろでき

Ｔack så mycket！

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
「フィールド・ラーニング」は、プログラム 4 年次に在籍する履修生を対象に、博士
課程修了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を実施したり、共生的な実践が
行われているフィールドを訪問したりする。あるいは、「キャリア形成」という観点か
ら、履修生自身がセミナーなどのイベントを企画・運営することも想定されている。
本科目は通年科目として開講されており、前期を「現状把握と知識・スキルの獲得」、
後期を「実践と共有」とその位置づけを変えている。2018 年度の前期は、ワークシー
ト「しごとについてのキャリア・スケッチ」を使用し、キャリアの問題を短期的な「就
職／職業選択」というレベルから、長期的な「個人の生きかた」レベルのものとして認
識を転換することを目指した。また、その一方でプログラム経験をいかに「履歴書」に
反映させるかをテーマに、きわめて実践的、かつ俯瞰的な視点から自身のプログラム活
動を振り返る機会を設けた。
後期は、キャリアに関する活動を幅広く共有することが主眼である。主な活動として
は、履修生それぞれが、自身のロールモデルとなるような「実践者」、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したり、現在自主的に取り
組んでいる共生的な実践について紹介したりする。今年度は、受講生がその運営に中心
的な役割を果たしているソーシャル・ビジネス事業について、ビジネスパートナー2 名
をゲストとして招き、発表を行った。

3.6.2.

ソーシャル・ビジネスで一緒に前へ進む：デコレーション・ショップ

“SOL LUNA”
2018 年 10 月 26 日（金）の授業枠内で、履修生の共生的
実践のひとつとして、デコレーション・ショップ SOL LUNA
の活動が紹介された。発表者は、堀口安奈さん（国際公共
政策研究科・博士後期課程 2 年）、SOL LUNA からデザイナ
ーのエリカ・マルティネス・タキモトさんと、運営担当者
の佐藤千佳さんがゲストとして登壇した。
SOL LUNA は、ハンドメイドマーケット「minne」や、ネ 写真 SOL LUNA で人気のジ
ットショップ「BASE」のプラットフォームを利用して、デ ャンボフラワーキットを手
コレーショングッズをオンライン販売している。2017 年 11 に
月から商品開発をスタート、2018 年 4 月からオンライン販
売を開始し、6 名（発表当時）が商品デザインと運営にかかわっている。
SOL LUNA の商品デザインを担っているのは、タキモトさんをはじめとするペルー

62

第3章

実践からの学び：プラクティカルワーク

人ママたちである。ペルーでは子どもの誕生日を盛大に祝う習慣があり、ペーパーファ
ンや風船、人気キャラクターを模したボードなどで会場が飾りつけられる。日本で暮ら
すペルー人コミュニティでもこうしたパーティが盛んに開かれており、なかでもタキモ
トさんの手作りデコレーションは評判となっていた。佐藤さんと堀口さんは、ペルー人
ママたちのデコレーションスキルを活かしたビジネスを模索し、SOL LUNA としてグ
ッズ販売への道筋をつけた。なお、ショップ名の Sol は「太陽」、Luna は「月」を意味
するスペイン語である。ショップ名には、太陽のように明るいママたちとともに歩んで
いく月のような存在になれたら、という思いが込められている。
デザイナーとして SOL LUNA を支えるタキモトさんの「本業」は、工場でのプレス
作業である。就労先はペルー人コミュニティの中で紹介されることで広がっていくが、
日本語がある程度できないと、より賃金の高い仕事に就けないというのが現実である。
堀口さんは、SOL LUNA で意識して日本語を使うことによって、ペルー人ママたちの
日本語がどんどん上達したと語るが、それはビジネスのプロセスにおける副産物であり、
目標はもっと先にある。それは、SOL LUNA での売り上げをもっと伸ばしてより多く
の外国人ママたちの雇用につなげることである。そして、タキモトさんの「メインの仕
事としてデコレーションをやっていきたい」
という夢も、堀口さんと同じところにある。
また、佐藤さんは SOL LUNA での仕事は、
「み
んながやりたい、楽しいと思える仕事」ゆえ
に自己肯定感が上がるものであり、信頼でき
る仲間と働けることの楽しさを味わえるもの
と表現する。SOL LUNA は、かかわる人たち
にとって、まだ「副業」段階にあるかもしれ
ないが、
「はたらくこと」の理想や夢を体現す

写真 タキモトさん（左）と佐藤さん（右）

る場所になっていることが、手に取るように

が SOL LUNA での活動や思いについて語る

感じられた。
ソーシャル・ビジネスは、一般的には「社会的課題への取り組みを継続的な事業活動
として進めていくこと」とされている。SOL LUNA の取り組んでいる課題は、在日外
国人の就労問題ということになるだろう。しかし、SOL LUNA にみられるのは、課題
解決への意志だけではない。目の前にいるひとりひとりの「仲間」としてお互いに敬意
を払い、同じ目標に向かっていくという「やりがい」が、すでに達成されているところ
に、共生的実践の本質が見えたように思う。

3.6.3. フィールド・ラーニング成果発表会の資料
2019 年 3 月 23 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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問題意識
2019/3/23 Sat
未来共生特別演習＆フィールドラーニング最終発表会

・通常学級における全ての子どもの教育権保障として
のインクルーシブ教育
⇔日本においては通常の学級とは異なる場での教育
がインクルーシブ教育として奨励される
→学校現場における共生に関する困難の顕れ

インクルーシブ教育に関する比較社会学的研究
―日本とスコットランドに着目して―

1.
2.
3.
4.
5.

問題意識
博士論文目次
各章の内容と進捗
今後の方針
自身のキャリアとの関わり

伊藤 駿
大阪大学大学院人間科学研究科
s.ito@hus.osaka-u.ac.jp

・本研究では、上記の流れの中でも通常学級への就学
を奨励する日本の通常学校と、制度的に通常学級へ
の就学をインクルーシブ教育として推奨するスコットラ
ンドの事例研究を通して日本のインクルーシブ教育施
策への有用な示唆を得ることをめざす。
2

博士論文目次

各章の内容と進捗

序章：インクルーシブ教育研究における問題の所在

序章：インクルーシブ教育研究における問題の所在
→2019年3月『教育文化学年報』に投稿済み。内容の加筆を行う。

第一部：調査対象国の概要と分析枠組み―なぜ日本とスコットランドか
１章：日本・スコットランドにおけるインクルーシブ教育の法制度的展開
２章：インクルーシブ教育実践の分析枠組みの検討
３章：教育的ニーズの判定プロセス―誰がニーズを有するのか（日蘇）

第一部：調査対象国の概要と分析枠組み―なぜ日本とスコットランドか
１章：日本・スコットランドにおけるインクルーシブ教育の法制度的展開
→執筆済み。2018年SNEジャーナルに掲載（査読付き）

第二部：インクルーシブ教育実践の分析―教育実践の諸相はいかなるものか
４章：共に学ぶ教育における排除と包摂の超克―支援級籍児童の学校経験（日本）
５章：共に学ぶ教育における統治の諸相―〈支える子〉らの学校経験（日本）
６章：メインストリーミングにおけるニーズの包摂―ASN児童の学校経験（蘇国）
７章：メインストリーミングにおける課題―「一緒にいられない子」の学校経験（蘇国）

２章：インクルーシブ教育実践の分析枠組みの検討
→執筆中。2019年7月末〆切 教育学研究特集に投稿（？）
３章：教育的ニーズの判定プロセス―誰が支援を要するのか（日蘇）
→執筆中。2019年3月末〆切 日英教育フォーラムに投稿予定

終章：日本におけるインクルーシブ教育はいかに実現されるか
3

各章の内容と進捗

4

各章の内容と進捗

第二部：インクルーシブ教育実践の分析―教育実践の諸相はいかなるものか
４章：共に学ぶ教育における排除と包摂の超克―支援級籍児童の学校経験（日本）
日本における共に学ぶ実践に着目し、統合される特別支援学級籍をめぐる実践を「包
摂」と「排除」の枠組みを検討した。そのうえで、教育実践における包摂的側面をいか
にして強調してくのか、ということは教師や周囲の児童による取り組みによって変化す
ることを指摘した。
→執筆中。教育社会学研究に投稿するもリジェクト。再度内容を練り直す予定。

６章：メインストリーミングにおけるニーズの包摂―ASN児童の学校経験（蘇国）
スコットランドにおけるインクルーシブ教育実践に着目し、通常学級内での様々な付加
的な支援のニーズを包摂する差異化の実践について検討した。地方自治体、学校、
学級という様々なレベルで差異化が図られることで、子ども同士の差異を考慮した教
育実践が可能になっていることを指摘した。
→執筆中。2019年4月〆切 SNEジャーナルに原著論文として投稿予定。
７章：メインストリーミングにおける課題―「一緒にいられない子」の学校経験（蘇国）
スコットランドにおけるインクルーシブ教育実践に着目し、ACEs（Adverse Childhood
Experiences; 子ども時代の逆境的経験）を有する子どもたちをめぐる教育実践につ
いて検討した。その結果、通常学級における教育を志向するにつれて、他者とのコミュ
ニケーションに課題を抱えた児童たちに対する学習権の保障が困難になっていること
を指摘した。
→執筆中。2019年1月〆切の比較教育学研究に投稿し、再査読。27日必着で再投稿。

５章：共に学ぶ教育における統治の諸相―〈支える子〉らの学校経験（日本）
日本における共に学ぶ実践において、要支援児童の周囲の子どもたちの学校経験を
フーコーの統治性の枠組みから検討した。その結果学校が抱えている社会経済的困
難や人的リソース不足が、児童同士の統治の関係を強固にしていることが明らかに
なった。
→執筆中。教育学研究に投稿し、現在再査読結果待ち。

5

6

今後の方針

自身のキャリアとの関わり

具体的なスケジュール
2019年4月〜8月：スコットランドにおける在外研究
→スコットランドの調査を完了すると共に博論執筆。
9月〜12月：帰国し、博論執筆。
2019年12月もしくは2020年5月に提出をめざす。

フィールドラーニング：前川直哉さん（福島大学）
高校教諭→一般社団法人やNPO法人→大学教員とい
うキャリア（東日本大震災という契機）
自身のNPOでの活動
→エビデンスに基づく支援活動ではなく、支援活動から
エビデンスを作っていくような活動をめざしたい。

具体的な課題
・投稿論文：再査読中の論文の完成度をあげていく。
・博士論文：国際的な文脈の位置づけの検討。

研究と教育ができる仕事（？）

7
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未来共生特定演習
フィールドラーニング（三重県教育委員会訪問）

人間科学研究科 伊藤莉央

三重県教育委員会人権教育課
大橋哲さんへのインタビュー
• 3年ごとぐらいで実施される，県の事業をすすめ
たり，研修を設定したりする
→研究協力校を募る
→授業案を現場と一緒に考える
→事業の対象となるテーマは課の班（高校班）内
で決める

難しさとやりがい

インタビューをしてみて

• 進学校に人権学習を取り組んでもらう
→学校ごとに異なる課題（校長，担当教員，生徒）
→マッチングが大切！
→仲介役となることも

• 学校現場に広く関わる方向は，研究職だけではない
ということを具体的にイメージ
• やはり，自分も先生と先生，学校と学校をつなげるよ
うな仕事をしてみたい，と再認識
• しかし，教育委員会事務局には希望していけるわけ
ではない（現場からという意味で）

• 学校と学校をつなげていく感覚
→広い視野で学校教育を考えられるように
・教科指導における人権教育の大切さ

ニューカマー生徒を包摂する学校文化形成に関
する教育社会学的研究

多文化教育の一側面としての
「公正な教育方法」

―教師の公正な教育観に着目して―

学校からの排除を経験しがちなマイノリティの生徒で
あっても，教員は生徒の持ち込む「家庭背景や成育歴
に由来する『異質性』を極力排除」して一律に対応する
「特別扱い」しない学校文化の存在が示唆されてきた
（盛満2011）。
→社会的マイノリティとなる生徒を排除しない学校文
化の形成に関しては，多文化教育の展開が欧米を中
心に注目されてきた（Banks2004）。

章立て

どのように多文化教育は展開されるの？
「学校の日常的な知識や実践から多文化教育の諸概
念の意味を再検討し，その集積から，具体的なリアリ
ティをもって実践を導く理論を形成すること」（額賀
2003, p. 66）が求められている。
→学校段階，学校区，学校内における教員間の認識
の差異に着目し，ニューカマー生徒を包摂する学校文
化がいかにして形成されるのか，その課題と筋道を明
らかにする。

第3章

特定の生徒に対して，学習資源を再分配する「公正な
教育方法」が多文化教育の実現における重要な側面
（Banks2009）。
→日本の教員の個々の教師の公正観や実践に焦点
は当てられてきたが，集団レベルでの実践や教員間
の公正観の相互的な関係に着目する必要がある
（佐藤2011）。

第一部
第1章 先行研究の検討と課題設定
第2章 調査対象と調査方法
第二部 学校段階における多文化教育展開の可能性
第3章 学校段階別にみる多文化教育展開の困難と可能性―小学校との
比較―
第4章 高校との比較？
第三部 ニューカマー生徒を包摂する学校文化形成のプロセス
第5章 外国人生徒教育をめぐる協働的な取り組みの困難
―人権教育を基盤とする公立中学校の校長の語りに着目して―
第6章 教員の「社会的差異」認識の困難と可能性
―ニューカマー生徒支援を担う教員の「境界枠戦略」に着目して―
終章 考察
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国際的な経済の構造によって
引き起こされる貧困問題

未来共⽣特別演習
フィールド・ラーニング
総合発表会

アフリカのそれぞれの国
国際機関
アフリカ以外の地域の国
国際NGOなどの市⺠社会

国際公共政策研究科国際公共政策専攻
岩根あずさ

世界経済の仕組みによって引き起
こされる貧困問題で、最も影響を
受けやすいアクターと、影響を受
けにくいアクターの間での問題の
共有が重要である

国際的な視点からアフリカの貧困問題をcommon matter と
して効果的に共有する土台の欠陥？

RQ1: What is the gap between the Japanese media and the Zambian narrative regarding poverty?
What are the elements overlooked in Japanese agenda-setting sphere?
RQ2: Does this gap in the perception of poverty become an obstacle for building new public sphere?

これまでの計画

CSO/TCSに着⽬するに⾄った経緯
個⼈の経験

メディア
アジェン
ダ

パブリッ
クアジェ
ンダ

ポリシー
アジェン
ダ

CSO/TCS

CSO/TCS

フィールド・ラーニングでの学び
実社会の指標（重要
なアジェンダのイベ
ントなど）

Chapter 4
Gap of poverty narrative: Case study of Natural resources
Chapter5
Gap of poverty narrative: Case study of fair trade

NPOと企業それぞれにおいて政策提⾔を含めた仕事をする⼈物との出会
い（特定⾮営利法⼈パルシック、株式会社Fem）

関⻄NGO協議会との関わり（公共サービスラーニング）

公共SL後の関わりから、関⻄圏のNGOのネットワーキングについて学ぶ
機会を得た
SDGsに関連づけて市⺠がアジェンダを作成していく取り組みなど

研究の背景と研究の⽬的

仮題⽬
A study of TCS engagement :
the case of global policy making to fight African poverty

• コスモポリタン・デモクラシー論の拡⼤とTCSの可能性の拡⼤

（アフリカの貧困解決に向けたTCSの役割）

共通善・⺠主前に基づく⾃治モデルがグローバルで多元的な構造に拡⼤された
ことにより、国⺠国家や国⺠国家を構成単位とした国際組織以外の主体の登場
（Held 1995)

• 多国間条約成⽴過程におけるTCSの役割の拡⼤

気候変動枠組み条約・京都議定書・対⼈地雷全⾯禁⽌条約・国際刑事裁判所設
⽴規定などの先⾏研究

• 先⾏研究の傾向

• CSOのpro-poor アクターとしての重要性に関する議論
• 効果的なCSO/TCSに共通する特徴や属性の分析
• 本研究の視点：いかにそれが特定地域の貧困対策の枠組みを作ることができ
るのか、ケーススタディの検討

未来共⽣との関わり

今後のキャリアに向けて

• 未来共⽣での活動を通して博論へ
の視点を得てきた
• 問題の関⼼の共有や価値観への共
鳴を媒体として成り⽴つ合理的な
利害(のみ)によるのとは別様の
⼈々の結びつきをつくりだす動き
としてCSO/TCSが捉えられる。
• 貧困がそれ以外の社会課題、問題
と密接に関わっていることから、
多様な⼈々の共⽣・共存に関する
課題に資する研究といえる。

• 関⻄NGO協議会でのアルバイト（今
後外務省JOCAのNGOインターン・プ
ログラムへ申請を予定）：政策提⾔、
啓発活動に関わる業務に関わりたい
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• 博論執筆
• 政策提⾔に強い国際NGOを⽬標に就
職活動

RQ: What are the factors determining the success of TCS? How do these vary
across different contexts?
Chapter 1. African poverty as structural problems
IFF, capital flight, SDGs goal 17
Capter2. CSO/TCS history and previous studies
Chapter3. Theoretical background of the research and methodology
Chapter 4. Case study: Make Poverty History movement
Chapter 5. Case study: Financing for Development(Addis Ababa Action)
Chapter6. Case study: World Society Forum
Conclusion
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フィールドラーニング報告
東京⼤学 准教授 藤原翔さんのキャリアインタビューを通して
Point① ⼈とのつながりを⼤切にするべし
Point② 早めに動くべし
Point③ 雑務を⼤切にするべし
Point④ 忙しいと⾔わないべし
Point⑤ 受けた恩を後輩に返すべし
Point⑥ 家庭との両⽴を模索するべし
Point⑦ ⼆次データを積極的に利⽤するべし

未来共⽣フィールドラーニング・特別演習
最終報告会
⼤阪⼤学⼤学院

2019年3⽉23⽇
⼈間科学研究科D2
数実 浩佑

1

フィールドラーニング報告

2

博⼠論⽂の全体像
題⽬：学⼒格差の維持・拡⼤メカニズムの解明および
克服の⽅途に関する実証的研究

• キャリアインタビューをするなかで，研究に専念して業績をバ
リバリ積むことの⼤事さといった話が聞けるのかと思っていた
ら，雑務の⼤切さだったり，教育者としてありたい思いだった
り，といった話が聞けたことが印象に残った。
• 多くの業績を残す⼀流の研究者は，⾃分の研究のみに関⼼をも
つのではなく教育や組織に⽬を向けている。その逆？
• 「強さ」をもつ研究者像が⾒えてきた⼀⽅で，「弱さ」をもつ
研究者としてのあり⽅も模索する。

学力

【従来の問題意識】
ある1時点において学力の階層差
が生まれるのはなぜか？

階層上位

階層下位

学年

【本稿の問題意識】
すべての子が学校で義務教育を受
けるのにもかかわらず，学力の階
層差は縮小していくのではなく，
維持・拡大していくのはなぜか？
勉強が苦手（得意）な子はますま
す勉強が苦手（得意）になってい
くのはなぜか？

3

4

分析概念

ひとつの結論

「累積する有利／不利」（Cumulative (dis)advantage）

ØFleurbaey（2008）の「出直し説（the fresh start view）」

ある時点で有利（不利）な地位にある個⼈が，時間の経過にともなって
その有利（不利）を蓄積し，格差が維持・拡⼤することに着⽬した概念
（DiPrete and Eirich 2006）。教育社会学研究においても「格差の連鎖・
蓄積」（⽯⽥編 2017）という⾔葉で注⽬を集めつつあるが，社会階層・
社会移動研究においてさえもこの理論を経験的に検証した事例は極めて
少ない。

① 降格する貧困（Paugam 訳書 2016）

不利が不利を呼ぶ悪循環のメカニズムに着⽬した概念

② Compensatory Advantage（Bernardi 2014）

社会経済的地位の⾼い者が不利を解消するような⾏為を⾏いやすいこと
に着⽬した概念

「⼈はしばしば⼈⽣設計について考えを変える。そして，以前に選択し
た⽣き⽅がうまくいかなかった場合，⼈は後悔し，⼼機⼀転，新しい⽣
き⽅を始めたいと思う。このように⼈⽣設計に変更が⽣じた場合，⼈⽣
のやり直しを資源の配分を通じて後押ししようとするのがフロベイの考
えである」（広瀬 2017）
⇔機会（初期時点）の平等の重要性
（Heckman 訳書 2015『幼児教育の経済学』）
（中⻄ 2017 『学⼒格差拡⼤の社会学的研究』）

5

6

なぜ学⼒を扱うのか

未来共⽣との関係

1．素朴な批判

• どういう社会を構想するか？：学⼒の形成を⽀える原理としてのメ
リトクラシー。（学⼒の地位配分と社会化の機能）
• 属性主義→メリトクラシー→ペアレントクラシー
• 学⼒の形成過程にある不平等（環境要因）をいかに解消していくか。
• メリトクラシーにすべての⼦どもたちを包含することはできないと
いう認識。そもそもメリトクラシーが貫徹された社会は住みやすい
社会（共⽣社会）か？
• 「わかる・できる」ための教育に加え，「わからない・できない」
ための教育という2つの柱（ガート・ビースタ「中断の教育学」，⼩
⽟重雄「シティズンシップ教育」「複数性のシナリオ」）。
• メリトクラシー社会の課題：異質で多様な者同⼠が共⽣する公共的
空間をいかに社会のなかに置くことができるか。他者の存在をいか
にして取り戻すか。

ü 学校で習う知識が社会に出てから何の役に⽴つのか？

2．新しい学⼒観からの批判

ü 認知能⼒（知識）より⾮認知能⼒（「考える⼒」や「やり抜く⼒」）の⽅が重要で
はないか？

3．批判的教育学からの批判

ü 学校で学ぶ知識は特定の階層に親和的ではないか？

4．多元的能⼒主義からの批判

ü すべての⼦どもが学校で学ぶ知識を⾝につける必要があるのか？

5．私的所有論からの批判

ü 能⼒（学⼒）を個⼈のものと⾒なすことがそもそも妥当なのか？

6．新しい教育テクノロジーからの批判

ü AIやエンハンスメントの技術が浸透すれば，そもそも学ぶ必要はないのではないか？

7．メリトクラシーの限界からの批判
7
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本⽇の発表
• 博⼠論⽂の内容＋未来共⽣との関係
• フィールドラーニングでの取り組み

未来共⽣特別演習
フィールドラーニング

⼩泉朝未

『表現する諸⾝体：

アートプロジェクトへの参加とそのパフォーマンスに関する考察 』
• 博⼠論⽂の⽬的：
社会的状況によってマイノリティとされる⼈々が参加するアートプロジェクトにおい
て、プロジェクトの過程で⽣み出された表現が、作品やパフォーマンスにどのように
反映されるかを考察し、複数の⾝体による表現を定式化する。
• 博⼠論⽂の意義（未来共⽣との関連）：
1. 声を抑圧され固定化された表象のもとで語られがちなマイノリティが、
活動／コミュニティに参加する過程を明らかにすることができる。
2. 芸術活動による多様な関係形成の過程で、表現の主体（＝声）が浮かび上がる契機
を捉える。
3. 芸術活動が社会的課題に対して、個別の存在が浮かび上がらせるという独⾃の⽅法
を提案していることを明らかにする。

フィールドラーニング：

芸術と研究を社会の機能とするために

扱うプロジェクトの例
⼤船渡 コミュニティダンス：
表現への参加 について

東九条 多⽂化共⽣プロジェクトの即興ダンス：
個別の⾝体の現れ

ハワイ ⾔葉と声による詩のパフォーマンス：
表現の主体の成⽴

アートと⽂化・思想の学びば

紀衛⽣館⻑（可児市⽂化創造センターALA ）
「社会的ニーズに応える芸術・劇場の必要性」
「アートを通じ社会をどう変えたいか」

中島那奈⼦（ダンス研究、ダンスドラマトゥルク）
「研究は実践を職⼈芸にしないために続けている」
「同じ作品に関わる⼈々の感情の動きにもその⼈位置する
コンテクストが影響している」
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§ キャリアプランの作成
§ キャリアについての対話：
§ はっきりとしていない

→ 輪郭ができた

§ 仕事についてのキャリアスケッチ：
§ たどりつきたい場所を明確にする

医学系研究科

査

§ そこにたどりつくために、今の私はどこにいる？

凌

§ 次のステップに進むために、必要なことをじっくりと考え直す

大学院生

・・・

研究者？

§ 働くこと×家族をもつこと
§ ケーススタディ
§ 生きるために働く
§ 夢を叶うために働く
§ 家族のために働く
§ 家族をもつ、働く女性の家族役割：

§ プログラムの活かしかた
§ 今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った。
§ 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

§ 上記の社会経験を職歴の一部として、履歴書へ
§ 身につけたスキルや能力、人脈を生かしてゆく

§ 社会環境づくり
§ 家族環境づくり
§ 心づくり

フィールド

§ 画家なので仕事の時間が自分で配分できる

→プライベートの時間と仕事の時間を明確に区分できない。
§ 夫婦2人で生活、子どもが欲しくない
→両親からの干渉、ストレス
§ 事例２：
§ レギュラーの出勤時間

→残業が多くて、プライベートの時間が少ない
§ インタビューで思ったこと：
→ 不安

第3章

Academic English

現場に足を運び、一般住
民にインタビュー調査

§ キャリアインタビュー、フィールド訪問報告
§ 事例１：

§ 共通感を持ち、何とか自分の生活が見えてきた

特任助教

• 海外の先行研究
を参考
• 日本の経験を世
界的に共有

リテラシー

グローバル
リテラシー

• 研究計画調書の作成
• 必要な機器や設備の
準備
• データ収集・管理
• 定例会議の運営
• 成果の学会発表
• 論文化

調査

多言語
リテラシー

多文化コ
ンピテン
シー

•
•
•
•

コミュニ
ケーション

患者団体
環境財団
行政側
共同研究者

リテラシー
政策

リテラシー リテラシー

• 石綿関連疾患の
労災発生企業名
の公表
• 石綿健康被害救
済法の制定
• 無料検診の実施

実践からの学び：プラクティカルワーク
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1. フィールドラーニングでの取り組み
「中国で最も影響力のある先生」
名前：
兪 敏洪（ヨ ミンコウ）
生年月日： 1962年10月15日 (57歳)
生まれ：
中国江蘇省のとある田舎町
学歴：
北京大学
設立企業： 「新東方教育科技グループ」、
民間教育サービス最大手として、
学習塾1200か所、年間受講者数は約800万人

フィールドラーニング/特別演習報告

中国の
教育

国際公共政策研究科
比較公共政策専攻
氏名： 趙 孝川

多国籍
企業

「私が尊敬する先生」

キャリア
選択

1. 中国学生と世界をつなげる

コミュ
ニケー
ション

2. 年間50回大学生への激励講演
3. 農村部の学生に教育を提供
2

1.1 インタビューの概要

1.2 兪先生からのアドバイス

基本情報：

新しい技術とグローバルビジネスで中国の教育を改善しよう

日付：2019年1月
時間：インタビュー1時間、食事30分

問題ー読書ー実践ー反省というよい循環を
養成

1

場所：兪先生のオフィス、会社の食堂
背景：私は中国海外留学生の代表の一人として、
先生と談話の機会をもらいました。

給料より、自分の長所を活用できる仕事
がいい

2

談話内容：
1. 大学入学試験の三連敗
2. 起業の経緯
3. 先生の夢：農村と都市の教育格差を是正、
AI技術で詰め込み教育を改革
4. 仕事誘い：「うちの会社にきてくれませんか」

3

自分に多くの成功感と喜びを感じる仕事を
探し続ける

3

4

2.1 論文構成

2.職場での多文化共生

日本人が中国人上司を
どう捉えるのか

表１ 中国の対外直接投資の推移
経営施策の
試行錯誤
（17％）

戦略の失敗
（30％）

70％が赤字

背景

経営者の文
化統合の失
敗（53％）

先行研究

中国文化の特性

日中企業の相互進出に
つれ、コミュニケー
ション摩擦が増加

文化特徴記述型、比較
型、接触型の手法

全体重視、感性、

筆者のT社での経験

文化人類学と脳科学の
視点

日中組織文化の比較：

高コンテキスト

研究方法

環境改善提案

心理レベル：
リサーチクエスチョン

コンテクスト共有

調査時期と対象

コンテクスト共有

研究アプローチ

統合パラダイムへ

出典：『2016度中国対外直接投資広報』（中国商務省）

（Shen、2012; Li＆Wu、2016）

家族型とピラミッド型

組織レベル：

表２ 日本の中国への直接投資
（million dollar）

15000

戦略レベル：

Hofstedeの多次元
10000

分析モデル

メンタルヘルス
問題

5000
0
05 06 07 08 09 10 11 12
出所：財務省ホームページ

出所：海外邦人医療基金

（year）

仮説：「権力格差」と
「不確実性」視点で

『調査報告書 (2013)』5

2.2 調査時期と対象

文化レベル：

6

価値観の違いを認識す
る

2.3 異文化マネジメントのMCLVモデル

調査時期：15年-17年、19年
組織レベル：コンテクスト共有

観察段階：2015年10月-2017年3月

・初期：高→低コンテクスト
・中期：共有知識を拡大する
・末期：独自な高コンテクストを形成する

インタビュー段階：2019年1月～6月

Context

心理レベル：多元的な考え方を形成する
・内観(introspection)
・異文化共感力

調査先：Ｔ社とＪ社の海外支社
会社名

現地
進出時期

現地支社の
所在地

現地の
従業員人数

Mindset

従業
員数

設立時期

属性

Localization

Ｔ社

2000年代

北京

約700

製造業
（自動車）

約36万人

1930年代

日本
民間企業

Ｊ社

2010年代

東京

約100人

サービス業
（ＩＴ）

約2万人

2010年代

中国
民間企業

Value
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文化レベル：価値観の違いを認識する
1. 権力格差（Power distance)
2. 個人主義-集団主義（Individualism－collectivism)
3. 不確実性の回避傾向の強さ（Uncertainty avoidance)
4. 男性らしさ-女性らしさ（Masculinity-femininity)
5. 長期志向－短期志向（Long-short term orientation)
6. 快楽的－禁欲的（Indulgence-restraint)

7
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戦略レベル：統合パラダイムへ
・現地化の方向性を決定する
・4つの方向：抵抗、同化、分離、統合

親会社
所属産業

実践からの学び：プラクティカルワーク

8

これまでの研究の背景１
• 外国⼈散在地域に注⽬
地⽅⾃治体の外国⼈施策とニーズにズレ

⽀援体制や⽀援ネットワークが構築されず、⽣活課題に対処するにあたって、外国⼈住⺠の
⾃助努⼒が強く求められる環境が形成されていた。

→⾏政と外国⼈住⺠の間にNPOなどの⽀援団体を配置し
⽀援ネットワークを形成することで現状を打破できるのでは

• ⺠間と⾏政が連携しながら外国⼈⽀援に取り組んでいるという⾃治体はまだ多くはなく、
それによって外国⼈⺠と⽇本⼈住⺠と摩擦が発⽣せず、外国⼈住⺠も不⾃由なく⽣活をす
ることが可能になるのかについては実証ができていない。

フィールドラーニング／特別演習
最終発表
国際公共政策研究科
博士後期課程２年
堀口安奈

• 外国⼈施策に重点的に取り組んでいる⾃治体においても、なかなか摩擦が解消されない

• 研究の⽬的

ネットワークをどのように形成するべきか、また形成には何が必要なのか。
形成することによってどのような変化があるのかを明らかにする。

博⼠段階の研究について

課題として

• 外国⼈集住地域「⼤阪市⻄淀川区」に着⽬

• 外国⼈施策として社会関係ネットワークを構築することを推奨することは、外国⼈住⺠と⽇
本⼈住⺠の摩擦を減らすことにある程度有効

゚
⽇系ブ
ラジ
ル⼈、ヘ
ルー⼈の⼈⼝が
⼤阪市内で
⼀番多い地域。

• ⻄淀川区に在住する外国⼈世帯約60世帯を対象としたアンケート調査（NPO在籍時）

質的調査から

• NPOと関わり始める前
外国⼈コミュニティ内でしか知り合いがいなかった。⼦どもが保育所にいっても⽇本⼈のお⺟さ
んと仲良くなれなかった（⽇本語ができないから、話しかけるのが怖い。⽇本⼈との壁を感じて
いた）。ずっと狭いコミュニティのみでの⽣活。情報も限られる。
→地域から可視化されづらい存在であった。いるのは知っているけど、よくわからない（怖い）
⼈たち

• しかしながら、それを担う⼈材が不⾜。
実例が少ないことで、その有効性もうまく伝わらない。
• ⾃治体も資⾦難であることから、NPOではなく地域ボランティアなどにそのような役割（⽇
本語教室などの運営）を任せるところが多い。しかしボランティアはプロではないため、な
かなか難しい。
• 摩擦がなくなったとしても、残された課題は多々ある
（貧困家庭や⾮正規雇⽤による不安定さetc…）

• NPOと関わり始めた後
（⽇本⼈スタッフとの関わりを通じて）⽇本語を話せなくても⽇本⼈と仲良くなれると知った。
⽇本⼈、ペルー⼈だからといって根本的なことは変わらない。⽇本⼈と関わることに抵抗がなく
なった。（顔⾒知りが増えて、困りごとも地域の⼈に相談するように）
⼦どもも地域から存在が⾒える化した。⾃治体とNPO団体、外国⼈住⺠たちとの社会関係ネット
ワークが構築された。

→新しい取り組みの実践

➢ 国内の外国⼈⼥性の現状

SOL LUNAとは

⑴製造業で働く⼯場労働者などの間接雇⽤（派遣や業務請負など、いわゆる⾮正規雇⽤
）が多く、⽣活が不安定（貧困家庭）。夫婦ともに同じような雇⽤形態、またはシング
ルマザーというケースも多い。

• 誕⽣⽇やお祝いに使えるパーティーデコレーショングッズを販売
ハンドメイドマーケット「minne」やネットショップ「Base」を利⽤してオンライン販売を実施
• １歳〜の誕⽣⽇、100⽇お祝い（お⾷い初め）、ハーフバースデー（半年お祝い）などに使えるバ
ースデーキットが中⼼

＝⼦どもとの関係性がうまくいかない／⼦どもが不就学に陥る／
⾼校進学が難しく、親と同じような⾮正規雇⽤の道に → ⼦どもも貧困のループから抜

2017年10⽉ごろ：NPO解散後、彼⼥たちと何かできないか、彼⼥たちの持つスキルを活かしたビジネス
ができないかと模索。デコレーショングッズの販売を思いつく。
2017年11⽉〜：商品開発スタート。⽇本の家庭でも使⽤できるサイズ感やデザインにこだわる。
2018年4⽉〜：ハンドメイド作品のウェブマーケット「minne」にて、お誕⽣⽇デコレーションキットの
販売をスタート

•

2018年8⽉〜：100⽇お祝いキット、⽉齢お祝いキット、ハーフバースデーキットの販売をスタート

ペルー⼈ママたちの⽂化とスキルを活かしたビジネス
• パーティーデコレーションを⽇本でも広めたい
• やりたい、楽しいと思える仕事
みんながやりたい、楽しいと思える仕事を作る。→⾃⼰肯定感が上がり、毎⽇が楽しい。
・

⑶不安定な⽣活環境は⼦どもにも影響し、低学⼒問題、⾔語問題、⺟国へ預けることに
などもある。

⽴ち上げのきっかけとこれまでの流れ

•
•

ができないだけでなく、⽇本社会からも孤⽴している。

よって家族が⼀緒に暮らせない、⺟国と⽇本を⾏ったり来たりする（⼀家離散）ケース

• メンバー6名で運営中。商品のデザインはペルー⼈ママが中⼼に。
Sol Lunaの名前の由来…Sol（太陽）Luna（⽉）
太陽のように明るい外国⼈ママたちと共に歩んでいくような存在になれたら。

•

⑵⽇本語が全くできない、またはあまり話せないことが多く、⽇本語を必要とする仕事

経済的に安定することの重要性（⾝を守ること/⼦どもへの影響etc）

今後の⽅向性として
• 活動を通じて⾒えてきたこと
- 外国⼈⼥性たちの精神的な変化
- 多⽂化共⽣の新しい形

け出せない

➢ なぜ⾮正規雇⽤が多い？

A. ⽇本語を使わずともできる仕事
➢ ⽇本語ができない＝職業選択の幅が狭い／⾃分の権利を知らない
→ 同じ仕事をずっと続ける or 同じような外国⼈が働く⼯場で働く選択肢しかない
⽇本語がわからないために、権利などを搾取されてしまう

参考⽂献
・朝日新聞社説, 2018/10/29, https://www.asahi.com/articles/DA3S13744799.html（最終閲
覧日2019/03/21）
・梶田考道・丹野清人・樋口直人(2005),『顔の見えない定住化』, 財団法人 名古屋大学出版会
・北脇保之(2011),「インターカルチャー政策に基づく自治体外国人政策のフレームワーク」,
『シリーズ多言語・多文化協働実践研究12 地域における越境的な「つながり」の創出に向け
て −横浜市鶴見区にみる多文化共生の現状と課題−』,pp.76-86,東京外国語大学 多言語・多文
化研究センター
・北脇保之(2009),「自治体外国人政策のフレームワーク −EUの社会統合政策から日本の政策を
考える−」,『シリーズ 多言語・多文化協働実践研究8 越境する市民活動と自治体の多文化共生
政策−外国につながる子どもの活動支援から−』,pp99-111,東京外国語大学多言語・多文化研究
センター
・公益財団法人 日本国際交流センター（JCIE）,「多文化共生と外国人受け入れ」に関する自
治体アンケート2015 −結果報告書−,
http://www.jcie.or.jp/japan/cn/pi/q2015/tq2015report.pdf,（最終閲覧日2019/03/21）

• Sol Lunaでの実践的なアプローチを博⼠論⽂に落とし込む
- 同化政策や多⽂化共⽣政策的アプローチとの違いを検討
- 他国のビジネス的アプローチとの系統

第3章
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話を伺った⼈
• ⼤⽊聖⼦先⽣

フィールドラーニング／
特別演習
⼈間科学研究科
宮前良平

⼤⽊先⽣に話を伺った理由

⽂転

• 「⽂転」研究者として

• 2004年中越地震のとき（D2）

• ゴリゴリの地震研究者から科学アウトリーチの専⾨家へ

• 「上陸者」として
• 「美⼈すぎる」という枕詞

• 「あれ？私全然役⽴ってない」
• 「私なんかが学振とおっちゃっていいのかなって」
• 「『⼈命が⼀番でしょ』って⾔うと『⼤⽊さんはくだらない研究者に
なりましたね』と⾔われる」環境

• 「よし辞めよう！」
• 余震で亡くなった⼈の記事

• 「⼥性」研究者として
• 男社会の東⼤地震研
• 結婚そして出産という選択

• 「⼈よりも多く地震学を学んできたから、⼈の命を救えることがある
のではないか」

• 私にとって地震学っていうのは、地震についてをいろんな⼈に
伝えること

3.11→「美⼈すぎる」という枕詞

「美⼈すぎる」という枕詞との闘い

• 海外学振によってアメリカへ

• 「セクハラ」と「税⾦」

• 「海外学振通っちゃった」から、無理して3年で修了
• 「D論より修論の⽅が気にいってんだよね」

• 帰国後、地震研広報アウトリーチ室助教に
• 「美⼈すぎる地震研究者」として脚光を浴びるように
• 「お前らは俺たちの研究で⾷ってるんだぞ」
• 東⼤地震研を追われ、慶応SFCへ

• （「⼥性研究者」として⼤変だったことは何ですかという質問に対して）
「う〜ん。ここでは⾔えないことかな。こういう⾵に⾔ったのも初めて。い
ままで『無いです』って⾔ってた」
• 「あるんだけど、そういうふうに⾔う⼥だって思われるのも嫌だよね」
• 「逆に嫌だったのが『⼥性枠』として扱われること。『あたし、独⾝男性と
何も変わりませんから、そんなのは逆差別だと思います』って」
• 「セクハラとか、そういうのは、やっぱり、あったよね。でも、あんだろう
なと思って捌いてた。⼤学⽣になったらストーカーがたくさん湧いてくると
か、そういう⾃分が⽣きていくうえでの『税⾦』として⾼めに払わされてた
のかなって。逆に⼥性だから得した部分もあるしね」

結婚と出産

今後のキャリアを⾒据えて

• 「⼥性だからって研究をおろそかにしたくない」

• 研究者として

• 産休時もゼミは開講し続ける。でも論⽂は書けない。
• 育休時は、週3で⼤学へ（ボランティアとしてゼミ開講）、それ以外の
⽇は保育所に預けず家で育児。「主⼈は理解してくれてる⼈だけど、
ストレスで蕁⿇疹とか出て。」「でも、保育園に預けない決断をした
とか、⾃分の罪悪感なわけよ、だから、あまり強く⾔えなくて」
• 「私の今の野望は、⼆⼈⽬産んで、もっと⻑く育休取って、保育園に
も預けて、その隙にめっちゃたくさん論⽂書くの笑」
• 「男の⼈が育児してたらすごいって⾔われるけど、『そんなの⾃分の
⼦だよ！？』って思う。」
• 「学振の書類の履歴書くところに育休とか書く欄無いんだよね」
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• 「男性」研究者として？
• 受容という権⼒関係（宮前, 2017）を超えて→現実的に何？
• 「男性も育休をとる」とかそういうことなのか？

• 教育者として
• 学⽣⼀⼈⼀⼈に？
• いいものはいい、悪いものは悪いと⾔えるように

• なんやかんやでマジョリティの⽴場にいる（いてしまってい
る）⾃分と向き合う
• というか、ここで何かを宣⾔して何になるのだろうか？

実践からの学び：プラクティカルワーク
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教育研究からの学び：
アカデミックワーク

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、必修科目と選択必修科目、そして選択科目から構成
されている。必修科目は、さらに「リサーチワーク」と「コースワーク」に下位分類さ
れる。リサーチワークとは、プログラム履修生が在籍する研究科での専門研究に、共生
的な視点、実践を織り込んで実施する研究プロジェクトのことを指す。一方、コースワ
ークは、プログラム開講科目の履修を軸にして、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。未来共生プログラムの第一の特徴は、独自のコース
ワーク展開にあるといってよい。
本プログラムのコースワークは、
「アカデミックワーク」と「プラクティカルワーク」
のふたつに分類される。アカデミックワークには、理論を学び、過去の事例を批評的に
検討することを主眼とする科目群である。多くはプログラム1〜2年次の必修科目となっ
ており、それゆえにプログラムの学術的基盤となるものである。一方で、プラクティカ
ルワークに属する科目群は、アカデミックワークでの学びを単に机上のものとして終わ
らせず、社会的なコンテクストにおける実践の機会を提供するものとなっている。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
本プログラム履修生は、プログラム 1〜4 年次在籍中に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。

第4章

教育研究からの学び：アカデミックワーク
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4.2. アカデミックワークの目的
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る。たとえば「未来
共生調査法」は調査リテラシー、「未来共生多言語演習」や「未来共生英語演習」はグ
ローバルリテラシーや多言語リテラシーといったように、各リテラシーに対応する科目
を学年ごとに、効率的かつ効果的に配置している。

図 4.1
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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

教育研究からの学び：アカデミックワーク

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、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。表 4.1 に平成 30 年度に入学した履修生の 5 年制コースワー
クの流れを示す。また表 4.2 に 4 年制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

２
学
期

５年次
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
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

２
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

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

写真 「ほっと子育て交流会」の様子

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。
2018 年度は履修生が研究のフィールド等
としてかかわる現場を中心に３つのワーク

写真 未来共生ワークショップの報告会

ショップを実施した。一つは大阪大学豊中キャンパスサイエンススタジオにて、大学に
行きたくないことのある大学生を対象に、「大学院サバイブかるた大会」をおこない、
それぞれの困難や負担を言語化し、それを共有し認識を変えていこうというものである。
もう一つは外国人枠をもつ府立淀川高校の渡日生（くろーばぁ生）を対象に「DREAMS
COME TRUE〜私たちの未来予想図〜」とタイトルする将来を考えるきっかけ（具体的
には進路相談のようなものを大学生たちが行う）をつくるというものである。三つ目は
豊中市立子育て支援センター「ほっぺルーム」にて、子育て中の人や子育てに関心のあ
る人を対象とした「ほっと子育て交流会」で、国や言語を超えて、子育ての悩みや喜び
を共有し、交流する機会を提供することにより共生社会の一歩をつくろうとするもので
ある。
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ワークショップ実習の中では、それぞれのチーム力も求められ、準備段階はもちろん
のこと、ファシリテーターとしてどう振る舞うのか、それをチームとしてどう分担し遂
行するのかといった学びもあった。特に議論の中でとりあげられた「『好きにしていい
よ』のしんどさ」のように、自由に交流できる段階に至るまでに相手の気持ちを動かし
ていくことの大切さも学ぶことができていた。

4.5. インドネシア海外研修「Disaster Management and Humanitarian Action」
（1 年次）
2019 年 2 月 17 日～２月 23 日まで、今年
度もインドネシア・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の中から希望者
４名が参加し、教員１名が引率した。現地か
らは大学院生（国際関係）11 名が参加、現
地の学生は 2 週間の集中講義であったが、未
来共生の学生はその前半の 1 週間だけ参加
した。

写真 ガジャ・マダ大学国際関係学科にて

現地では、期間の短縮上授業開始前日の夜
に到着し、すぐに講義が始まった。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（国際公共政策研究科招へい教授、元
未来共生特任教授）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 の対応、

写真 ガジャ・マダ大学の学生たちと

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)について学び、今回は特にステファン・ミュラー特任講
師（未来共生プログラム）による SDGｓ(持続可能な開発)の取り組み方法について学び、
塚本教授によってさらに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をすることができた。
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、その解決策を探り
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ながら、持続可能なアプローチを話し合い、具体的な打開策を考えた。
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。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、
「インドネシアという
多文化社会で現地の学生と共に時間を共有し、
一緒に社会問題について一緒について考える
研修を行うことができ、非常に貴重な経験に
なった」
「インドネシアの多民族、多宗教など
の複雑な状況を認識することができ、インド
ネシアの各地から来ている学生たちと友情を
写真 SDG を使ったディスカッション

深め合うことができてよかった」といったコ
メントがあった。

4.6. トロント海外研修（2 年次）
2018 年 4 月 25 日（水）～5 月 7 日（月）
にカナダ・トロント海外研修を実施した。未
来共生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、同プログ
ラムのなかで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

写真 St. Moses Coptic Orthodox Church

実践的に使って、多文化共生について学ぶことである。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学外
活動を通して体験することを試みた。例年どおり、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
ロント海外研修の準備として、大阪大学で 5 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
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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: 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 (Bronwyn Frey & Brenton Buchanan)
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: Community Engaged Learning at Hart House
FIELD TRIP 1b: Naadmaagit Ki — Indigenous Land/Water restoration project
FIELD TRIP 2a: Pentecost International Worship Centre (PIWC), North York
FIELD TRIP 2b: St Moses and St. Katherine Coptic Orthodox Church
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

履修生は、1 月〜4 月の間に 5 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）とモハーチ・ゲ
ルゲイ助教（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

写真 Naadmaagit Ki 先住民自然保護

時間半前後、大阪大学とトロント大学の担当

プロジェクト

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

第4章

教育研究からの学び：アカデミックワーク

81

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。そして、最終日
（5 月 4 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。

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、アフリカ大陸南部ザンビアにある、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
拠点に、2018 年 10 月 29 日（月）から 11 月 5 日（月）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」が実施された。
未来共生プログラム・学内担当教員である、ヴァ―ジル・ホーキンス准教授（国際公
共政策研究科）を中心とする本研修は、今年度で 6 回目を迎えた。今年度の参加者は、
王文潔さん（人間科学研究科・博士後期課程 1 年）、玉田なつみさん（言語文化研究科・
博士前期課程 1 年）、木原琴さん（人間科学研究科・博士前期課程 1 年）の 3 名である。
また、プログラムからは、神田麻衣子特任助教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ア
ーである。過去 5 年間、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
施されてきたが、今年度は「多文化的／多民族的アイデンティティ」（Multicultural
Identity）というテーマで開催されることになった。
ザンビアに限らず、アフリカの多くの国々
では選挙の際に候補者の民族的帰属がしば
しば注目される。もちろん、人びとが民族的
な帰属意識を持つこと自体は極めて自然な
ことである。一方で、政治的・経済的なメリ
ットが民族的な帰属と直結して考えられる
やいなや、この帰属意識は社会に不安定化を
もたらす要因となりうる。大統領がどの民族

写真 履修生のプレゼンテーション

から出るのか、それによって自分たちのコミュニティはどんな影響を受けるのか。開発
は進むのか、取り残されるのか。独立から 60 年ほどの時間が経過した現在だからこそ、
目に見えるさまざまな格差が、民族的帰属に単純化されて論じられることも少なくない。
こうした民族中心的な主張は、多民族国家としての国民統合を阻むものであると同時に、
多くの民族が集まって暮らす都市部の治安を脅かすものでもある。
また、近年ザンビアでは中国資本による開発が大規模に、そして急速に進んでいる。
中国企業の多くは労働力も自国で調達するため、街中で日常的に中国人に出会うように
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なった。ザンビア人からは「中国に乗っ取られる」というような言葉も聞かれ、中国嫌
悪(Sinophobia)ともいえる社会感情が感じられる。内なる民族的多様性と人種的な他者
の増加で揺れるザンビアにおける「多文化的／多民族的アイデンティティ」への問題意
識と、日本からやってきたわたしたちの問題意識が互いにとって有益な議論を生み出せ
れば理想的である。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
「多文化的／多民族的アイデンティティ」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〕。
・王

文潔：Collective Identity in a Multi-agency Recovery Movement Network
Group during Kumamoto Earthquake

・玉田

なつみ：Trans-border Identity –Case of CLD Children in Japan

・木原

琴：Identities and the Relation to Family-Children in Social Care

王さん、木原さんのプレゼンテーションは、「アイデンティティ」をかなり広義にと
らえていたことが特徴的だった。現代の日本に人種的、民族的多様性が「ない」という
わけではないが、社会全体がその波に飲みこまれている、といった感覚はない。それゆ
えに、同じ民族内での、いわば「小さな違い」を乗り越えていく、あるいはある種均一
な社会のなかでいかに個人としてのアイデンティティを育んでいけるか、といった問題
に焦点が当てられていた。また、外国ルーツの子どもに対する支援を取り上げた玉田さ
んのプレゼンテーションも、やはりその多様性が日本ではいまだ「マイノリティ」レベ
ルにあることを印象づけたように思われる。このように「多文化的／多民族的」
(Multicultural)という同じタームを使っても、
そこで描かれるものごとは日本とザンビア
の間で大きな違いがある。しかし質疑応答の
際には、両者とも自国の状況に即したターム
概念を前提にしていることがたびたびあり、
食い違いがみられる場面もあった。多文化的
にほかならないこの議論の場における「伝わ
らない」という経験は、わたしたちが多文化
共生を今後考えていく上での糧になり得る
のではないかと思う。

写真 銅鉱山において担当者から施設の説明

ザンビアのスタディツアーでは、銅鉱山を

を聞く

訪れるのが恒例となっている。それは、銅に
注目することが、人間の安全保障という観点からザンビアを知る上で欠かせない要素だ
からである。
コンゴ民主共和国からザンビアにかけて、「コッパーベルト」と呼ばれる巨大な銅の
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鉱床が地中を走っており、ここで採掘される銅がこの国を経済的に支えている。では、
銅の採掘は実際にどのように行われているのか。また、銅関連の産業は地域コミュニテ
ィにどんな影響をおよぼしているのか。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、その加工過程について
重点的に見学することになった。
ンカナ鉱山では、露天掘り坑道と地下坑道の 2 つで銅とコバルトを採掘している。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、同社の経営や鉱山での銅生産の過程について説明を受
けた。銅鉱床における銅の含有率は最大で 3%程度のため、選鉱や精錬などの加工が必
要である。ここでは、地下坑道で採掘された銅鉱石が、シャフトからワイヤーで地上に
引き上げられるとベルトコンベアーで選鉱場まで運搬され、砕石・選鉱される。わたし
たちは、バスで同社の広大な敷地内を回り、こうした巨大な加工施設を見学した。
敷地内をバスで回っていると、そこでさまざまな職種の多くの人たちが働いている姿
を目にする。広報担当者によると、ここでは 8,000 人が雇用されており、うちモパニ社
が直接雇用するのはこのうちの 40%、残りの
60%は外注された事業にかかわる専門職社
員ということだった。モパニ社は、ンカナを
含めた 3 つの鉱山を経営しており、全体で約
15,000 人を雇用している。ザンビアにはンカ
ナ以上に大規模な鉱山が複数あることを考
えたとき、そこで働く人びとの数や関連企業
写真 ダグ・ハマーショルド記念館

はどれほどの規模になるだろうか。雇用とい
う面で、鉱山会社はたしかに地域コミュニテ

ィに貢献しているといえるだろう。しかし、銅やコバルトの加工は、その過程で大量の
汚染水が発生するなど、環境負荷が大きい。では、地域コミュニティに対して環境保全
の取り組みは十分に行われているのだろうか。見学前の同社の概略的な説明では、いく
つかの CSR 活動が掲げられていたが、こうした具体化したリスクに関するものは取り
上げられてはいなかった。しかし、現場を訪れてはいても、こうした点についてあまり
突っ込んだ話を聞くことができなかった。
サテライト・オフィスのあるダグ・ハマーショルド研究所は、第 2 代国連事務総長ダ
グ・ハマーショルドにその名をちなんだものである。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、
平和構築に身を捧げた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
ら話を聞きながら、この事故の背景にある国際情勢や銅をめぐる資源争奪について考え
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ることになった。
ザンビア研修 5 日目、コッパーベルト大学のあるキトウェから首都のルサカへと移動
した。キトウェでは、銅という資源を軸にしてと平和と安全保障について考えてきたが、
ルサカでは、より広い視野でザンビアという国をとらえ、共生について考える機会を得
ることになった。
移動と同日、ルサカ空港から直行したのはザンビア国会である。わたしたちは、まず
調査課(Research Department)主催の「平和と安全保障」懇談会に参加し、大阪大学と同
課との連携について話し合った。その後、国会開催中の議場を見学した。その日は小学
生の団体も見学に訪れており、そのことが議場全体に一定の緊張感を生み出していたこ
とが、議員の発言にも表れていた。同日午後には、独立記念像 Freedom Statue とルサカ
国立博物館(Lusaka National Museum)を見学した。これらの施設は、複数の民族から成り
立っているザンビアが、自国をひとつの国家として表象している装置でもある。植民地
経験の歴史と、そこから現在へといたるナシ
ョナリズムの両方を体得した一日だった。
ザンビア研修としての最後の活動は、ルサ
カ市郊外にあるカトゥバ（Katuba）地区の訪
問である。昨年に引き続き、同区選出の国会
議員ムワシングウェレ氏（Honarable
Mwasingwele）の案内で、学校と診療所を訪
問した。今回の訪問にあたり、学校には文房
具、診療所には掃除用具などを持参した。小

写真 カトゥバ地区の診療所

学校では、コミュニティの人びと総出の歓迎
を受けた後、マンゴーの木の下に集い、コミュニティの代表から、国や自治体ではなく、
地区主導によるプレスクール経営に乗り出した経緯や、近い将来には小学校の建設に取
り掛かるという構想について話を聞いた。住んでいるコミュニティに足りないものを自
分たちの手でなんとかしようとする姿勢は、ザンビアでは珍しいものではないが、目に
するたびに感心する。同時に、自分たちの「フィールド訪問」が、研修という名のもと
で、「アフリカの不遇な人たち」の単なる消費になってはいないかと自己を顧みる瞬間
でもあった。
診療所では、コミュニティにおける分娩の実施状況について話を聞いた。診療所がで
きたことによって、妊婦はより安全に分娩に臨むことができるようになった。しかし、
それまで自宅分娩が行われてきたコミュニティにおいては、なかなか診療所での分娩が
浸透しなかった。そこで、診療所で分娩を行うと米がもらえることにしたところ、多く
の女性が分娩のために診療所を訪れるようになったという。保健衛生的な観点から自宅
分娩のリスクを語っても、「伝統」が盾となることは往々にしてある。だからといって
強制するのでは、コミュニティに無駄な敵意を生むだけである。あくまでも自主的な利
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用を促すにはどうしたらいいのか。学校の出席率を上げるために、給食を提供するとい
うシステムの診療所版、と言ってしまえばそれまでだが、こうした「しかけ」を考える
のも、未来共生イノベーターに望まれるスキルであるように思う。
今年度のザンビア研修でも、さまざま場所で話を聞くことができた。話をしてくれた
人たちの所属や立場も多岐にわたっている。もちろん「語れないこと」、
「語ることがで
きないこと」もその背後にあることはたしかだろう。それでもこの研修を通して、ザン
ビアが同時代をともに生きる場所として、参加した履修生のなかに立体的に浮かび上が
ってくる経験となったのは間違いないだろう。

4.8. 沖縄研修「名桜大学における対話プログラム及び『共生』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、北海道のべてるの家や二風谷や白老などのアイ
ヌの人びとの活動などに参加してきた。
2018 年度は、2019 年 1 月 12 日（土）〜15
日（月）の日程で沖縄研修を実施し、名桜大
学で実施されている対話（p4c）プログラム、
および沖縄の基地問題を含む「共生の課題や
自然、命」について学んだ。履修生は、プロ
グラム 2 期生の下朋世さん（人間科学研究科）、
仲田幸司さん（人間科学研究科）、3 期生の増
田智香さん（工学研究科）、5 期生の島本奈央
さん（国際公共政策研究科）と坂場大道さん
写真 ワカゲノイタリ村にて

（言語文化研究科）、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（未来共生プログラム）が参加した。以下、同研修に参加した
下朋世さん（人間科学研究科・博士後期課程 2 年）の報告を抜粋して引用する。
沖縄研修での学び（2018 年度）
研修初日には、名桜大学で実施されている対話プログラム「ビフレンディング」に参
加しました。2 日目・3 日目にかけては、
「やんばるの戦争と現在」を主なテーマに、名
桜大学の稲垣絹代名誉教授から講演を受け、沖縄島北部の戦跡や基地と隣接する海岸、
オスプレイ墜落海岸を訪れるとともに、グラスボートで大浦湾をめぐり、辺野古や高江
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で抗議活動を行なっているテント村でお話を伺いました。加えて、若者が行なっている
コミュニティづくりから社会問題を考える「ワカゲノイタリ村」を見学、お話を伺いま
した。最終日は履修生が各自で首里城や平和祈念資料館を訪れ、自主学習を行いました。
今回私たちが参加させていただいた「ビフレンディング（Be＋friend＋ing＝友達に
なる）」は、大学生や地域住民のボランティアの方が病院を訪問して、あるいは近隣の
喫茶店などで会を持ち、精神科病院で長期入院する患者さんとお茶をしながらおしゃべ
りやゲームをして楽しむという活動です。もともと初対面の人と話すことが得意ではな
い私が、初めて参加する活動の場で、精神病という背景を持つ方々とどう時間を過ごせ
るのか、参加する前は不安もありましたが、始まってすぐ、折り紙をしようと輪の中に
入れていただき、楽しい時を過ごさせていただきました。毎回の振り返りの対話から築
かれた細やかな場づくりを背景とした、初めての人や久しぶりに来た人でも入っていけ
る入り口の広さと、参加者同士の関係性の深さが印象的でした。
一方、研修後半のフィールドワークでは、大阪にいてはなかなかつかめない沖縄の置
かれている状況の一端に接することができ、基地問題をはじめとする一連の共生の課題
がいかに根深く、喫緊の課題であるかを目の当たりにするとともに、そこには沖縄に戦
前から現在に至るまでずっと横たわり続けている問題があり、それは（他人事としての）
“沖縄の”問題ではなく“日本の”問題であるということを再認識させられました。同
時に、基地問題に対して様々な意見があり、その意見をどう行動に反映させるかも様々
である中、辺野古の自然についても知ることができるグラスボートや、「基地を・構造
的な対立を生まない社会を作るにはどうしたらいいか？」「社会を変えるには暮らしか
ら」をテーマにコミュニティづくりをしている「ワカゲノイタリ村」の活動など、少し
違う視点から基地問題を含む共生の諸課題に対する取り組みに接することができたこ
とも大きな学びとなりました。
（報告者：下朋世［人間科学研究科・博士後期課程 2 年］）
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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、2018 年度で第 6 号まで刊行さ
れた。本誌の目的は、プログラムの活動を通じて、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）。
2018 年度は投稿原稿の募集を 2018 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 6 号は、編集作業を経て 2019 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 6 号の発刊
『未来共生学』第 6 号の構成は表 5.1 の通りである。第 6 号の特集は「未来共生学の
到達点と課題」である。未来共生プログラムは 2012 年度の文部科学省による事業採択
の後に活動が開始されたが、2019 年度より本学人間科学研究科を母体として再スター
トする。そこで、本特集ではこれまでの 7 年間を振り返りつつ、本プログラムはもとよ
り未来共生学の到達点を確認し今後の課題を論じた。また、第 6 号では特集に加え、査
読論文・同研究ノートが計 7 本、書評 5 本、エッセイ 3 本、東北フィールドワーク報告
1 本が掲載された。
刊行された『未来共生学』第 6 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
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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

プログラムの履修開始から修了まで、そこには 4 段階の選抜審査体制がある。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、
書類審査ののち、筆記・面接試験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 3 年次
への進級資格審査の一環として行われるもので、プログラム 2 年終了時に実施される。
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とは、博士論文の作成に関する研究計画書のことを指す。ここで
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だといえよう。そして最終
第四段階には、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 30 年度は、通算 5 回目となる QE、そして 2 回目となるプログラム修了最終試験
がそれぞれ実施された。なお、平成 31 年度以降、本プログラムはリーディングプログ
ラムとしての事業から、本学人間科学研究科内の事業へと引き継がれる。それに伴い平
成 31 年度よりプログラム名が「人間科学未来共生博士課程プログラム」と改められる。
この新名称のもとで、7 回目となるプログラム選抜試験が実施された。
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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、共生社会をさまざまな局面でリードするための、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（履歴書、出願理由書）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、多文化共生社会の実現に関

94

第6章

履修生の選抜審査

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。次に行われる面接試験は、5 名程度のグループ面接という形式を採っている。平成
31 年度選抜試験から、新たに英語インタビューが面接試験の一環として加えられるこ
とになった。これは、ひとり 5 分程度の個別インタビューである。こうした一連の過程
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 31 年度プログラム選抜試験募集要項および応募書類（平成 30 年度実施分）につ
いては、本報告書の添付資料「平成 31 年度選抜試験（平成 30 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
ゼンテーションが審査される。また、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。
プログラム修了最終試験においても、審査は 2 段階で行われる。受験者にはまず「プ
ログラム修了最終報告書」の提出が課される。これに対し、報告者を知る 1 名の審査委
員（プログラム運営統括委員、もしくはプログラム専任教員より選出される）が、同報
告書に対する「所見」を作成する。この所見は書類審査に相当するものとして、審査の
第一段階に置かれている。第二段階となるのが、プレゼンテーション審査である。受験
者は、在籍研究科に提出した博士論文（あるいは提出予定のもの）について、未来共生
的な観点から発表を行う。プログラムの修了は、こうした 2 段階の審査とプログラムの
履修状況を総合的に検討した結果、認められることになる。

6.3. 選抜の実施：平成 30 年度（平成 31 年度入学者）
「人間科学未来共生博士課程プログラム」の募集人数は 10 名程度、出願資格者は、
平成 31 年 4 月に本学大学院人間科学研究科博士前期課程に入学予定の者であった。
平成 31 年度プログラム選抜試験（平成 30 年度実施）における選抜プロセスは、次の
通りである。

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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・

願書受理期間：平成 31 年 2 月 12 日（火）～25 日（月）

・

書類選考：平成 31 年 3 月 1 日（金）

・

書類選考 合格発表：平成 31 年 3 月 6 日（水）

・

選抜試験（筆記・面接）：平成 31 年 3 月 8 日（金）

・

最終合格発表：平成 31 年 3 月 14 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。10 名
程度の募集人員に対し、出願者は 6 名であった。
書類選考は、3 月 1 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（4 名）が応募書類を精査し、6 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 6 日にホームページ上で行った。
選抜試験は、3 月 8 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。平成
31 年度プログラム選抜試験では、筆記試験の時間延長の申請はなかった。筆記試験は、
10 時開始、11 時 30 分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 6 名を 1 グループとするグループ面接方式で、同日 13 時より開
始した。審査会場 1 室に審査官 4 名の体制で 1 時間 30 分の面接審査を実施した。
英語インタビューは、ひとり 5 分程度の個別インタビュー方式で、同日 14 時 45 分か
ら順次開始し、15 時 20 分に終了した。
英語インタビュー終了後、書類選考、筆記試験および面接試験（英語インタビュー含
む）結果を総合的に検討する合否判定会議での審議の結果、6 名を合格とし、3 月 14 日
にホームページ上で最終合格発表をおこなった。
なお、3 月実施のプログラム選抜試験では、募集定員を満たすことができなかったた
め、
「平成 31 年度 入学後選抜試験」を実施することになった。
「人間科学未来共生博士
課程プログラム 平成 31 年度入学後選抜試験」の募集人数は若干名、出願資格者は、平
成 31 年 4 月に本学大学院人間科学研究科博士前期課程に入学者であった。
平成 31 年度入学後選抜試験（平成 31 年度実施）における選抜プロセスは、次の通り
である。
・

願書受理期間：平成 31 年 4 月 1 日（月）～15 日（月）

・

書類選考：平成 31 年 4 月 15 日（月）

・

書類選考 合格発表：平成 31 年 4 月 16 日（火）

・

選抜試験（筆記・面接）：平成 31 年 4 月 20 日（土）

・

最終合格発表：平成 31 年 4 月 23 日（火）
出願書類は、未来共生プログラム事務室（本学吹田キャンパス・人間科学研究科本館
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2 階 M226）に直接持ち込まれたものを受理した。若干名程度の募集人員に対し、出願
者は 3 名であった。
書類選考は、4 月 15 日の出願期間終了後、本学吹田キャンパス・人間科学研究科に
て実施した。書類審査委員（2 名）が応募書類を精査し、3 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、4 月 16 日にホームページ上で行った。
選抜試験は、4 月 20 日に本学吹田キャンパス・人間科学研究科にて実施した。筆記
試験の時間延長は 1 名の受験者から申請があり、受験延長が認められた。筆記試験は、
10 時開始、11 時 30 分終了（時間延長受験者は 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 3 名を 1 グループとするグループ面接方式で、同日 13 時より開
始した。審査会場 1 室に審査官 3 名の体制で面接審査を実施し、14 時 10 分に終了した。
英語インタビューは、ひとり 5 分程度の個別インタビュー方式で、同日 14 時 30 分か
ら順次開始した。
合否判定会議にて、書類選考、筆記試験および面接試験（英語インタビュー含む）結
果を総合的に審議した結果、3 名を合格とし、4 月 23 日にホームページ上で最終合格発
表をおこなった。
平成 31 年度プログラム選抜試験（平成 30 年度実施）と平成 31 年度入学後選抜試験
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。
表 6.1

平成 31 年度（平成 30 年度実施、および平成 31 年度実施「入学後選抜」も含む）
選抜試験出願者、各選考段階における合格者の内訳

所属研究科

専攻

出願者数

人間科学研究科

人間科学専攻

9(3)

書類選考

選抜試験

最終

合格者数

受験者数

合格者数

9(3)

9(3)

9(3)

履修生数

9(3)

6.4. QE の実施：平成 29 年度入学者
プログラム 2 年次に在籍する履修生は、3 年次への進級資格審査として QE(Qualifying
Examination)に臨んだ。平成 30 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
・海外インターンシップ審査

修士論文概要提出：平成 31 年 1 月 31 日（木）
書類提出：平成 31 年 1 月 31 日（木）

・プレゼンテーション審査資料提出：平成 31 年 2 月 7 日（木）
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・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 31 年 2 月 8 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

合格発表：

平成 31 年 2 月 14 日（木）
・QE 総合審査：平成 31 年

3 月 8 日（金）

・QE 最終合格発表：平成 31 年 3 月 13 日（水）
QE 受験資格者は、計 7 名であった。
プレゼンテーション審査は、2 月 8 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（9 名：控えの 1 名を含
む）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。
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 8 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 にて、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、海外インターンシップ審査ともに 7 名をそれぞれ
合格とした。上記審査結果について、2 月 14 日に KOAN 上で合格発表を行った。
QE 総合審査は、3 月 8 日に本学豊中キャンパス・文理融合型研究棟 6 階共通講義室 2
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、7 名を合格とし、3 月 13 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。
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在豪華人作家の文学的実践：
「はざま」が生み出すもの
人間科学研究科

人間科学専攻

黒江裕貴

論文の概要
人の移動が著しい近年、移民の創作する文学が注目をあびている。しかし、移民の文学は
多文化的な状況において単にエスニック・アイデンティティの表象と捉えられることが多か
った。そうした文学の読み方は周縁化された移民に権利を与える一方で、移民に対するイメ
ージを固定化させてしまうリスクを伴っている。多文化主義的な枠組みは、近代国民国家の
限界を埋める国家統治のための策略として、多様性を均質で一体性を持った記号的な文化の
集合体として捉える側面があるからである。その結果、文化のはざまにおいて移民の抱える
不安はかえって増大してしまう。
これに対してホミ・バーバは、『文化の場所』において移民文学を文化の「はざま(inbetween)」における「不安(anxiety)」の体験というポストコロニアルな視点から分析する。
彼は「不安」を「二つ枠組み(二重の、または裂かれた枠組み)にはさまれて姿を現す世界の
情動的なあり方」と捉えている。移民は移動によるポストコロニアルな世界において、移動
前に培ってきた文化のコンテクストと、移動先における文化のコンテクストに挟まれて生き
ることへの「不安」を抱えているとバーバは指摘しているのである。
本論文は、文化のはざまをめぐるバーバの理論に即しながら、多文化主義的な枠組みのな
かで捉えられがちであったオーストラリアの華人作家の創作活動を再読しようとする。彼ら
は英語の帝国主義と漢語の帝国主義（華夷秩序）のはざまで、ディアスポラの「不安」をど
のように認識し、漢語や英語で文学を書くという行為を通してそれにどのように対処しよう
としているのであろうか。
尚、本論文では華人作家が創作に用いる言語について、「漢語」を「書記言語としての漢
字を用いて書かれたテクスト」として、音声言語としての中国語とは区別して使用する。
本論文では 4 名の在豪華人作家の事例を考察する。Gabrielle Wang はオーストラリア生ま
れで非常に多文化主義的な価値観を持ち、オーストラリアの社会システムに依拠しながら創
作活動を行っている。しかし、一見多文化主義的な枠組みのなかに捉えられがちな彼女の創
作にも、彼女自身が幼い頃に置かれていたはざまが影響を与えている。Barbara Ding 氏は華
人作家としての自身の立ち位置に関して明確な認識を持ち、オーストラリア人と同国華人の
はざまから規範的な漢語による文学を創作しようとしている。小林東秀氏は中国系の間で主
流となっているコミュニケーションツールの WeChat を通して漢語の詩を発信する詩人であ
る。SNS を媒介して中国社会の価値観や文学観から逃れた「自由」な創作を追求しているが、
彼女の創作にはあるはざまが伴っている。Ouyang Yu 氏は英語と漢語の二言語で創作を行っ
ている。二言語のはざまで行われる彼の創作は、常に翻訳と共にある。彼の創作のあり方は、
あらゆるものを安易に翻訳してしまう多文化主義的な枠組みに対する批判にもなっている。
華人作家を紋切り型の文化の代弁者として捉える多文化主義的な既成概念に即すのではな
く、彼らが文化のはざまにおけるディアスポラの「不安」にどのように向き合っているのか
に着目する本研究により、西洋的な多文化主義の影響を多分に受けている日本の多文化共生
の考え方に対して一つの視点を提示することができると考えられる。

第6章

履修生の選抜審査

99

背景、問題

平成30年度 Qualifying Examination

・⼈の移動が常態化する近年、移⺠が創作する⽂学が注⽬されている。
・移⺠の⽂学は、多⽂化主義的な枠組みのなかで理解されがち。
⇒移⺠のエンパワメントにつながる⼀⽅で、移⺠に対するイメージを固定化するリスク。

本研究の視点及び未来共⽣との関連

・ホミ・バーバの唱える⽂化の「はざま(in-between)」におけるディアスポラの「不安(anxiety)」。
・「不安」…「⼆つ枠組み(⼆重の、または裂かれた枠組み)にはさまれて姿を現す世界の情動的なあり⽅」

在豪華人作家の文学的実践
- 「 はざま」 が 生 み出 すも の-

バーバの視点

多⽂化主義的な枠組み

リサーチクエスチョン

⼈間科学研究科 ⼈間科学専攻

⿊江裕貴

オーストラリアの華⼈作家は英語の帝国主義と漢語の帝国主義（華夷秩序）のはざまで、ディアスポ
ラの「不安」をどのように認識し、⽂学創作を通してそれにどのように対処しようとしているのであ
ろうか。

「漢語」…「書記⾔語としての漢字を⽤いて書かれたテクスト」として、⾳声⾔語としての中国語とは区
別して使⽤。

本研究の理論的枠組み

研究⽅法と対象

①アジア系アメリカ⽂学
・1960年代のアジア系の社会運動の流れの中で確⽴。
・周縁化されたアジア系の歴史を読み解くための媒体の⼀つとしての価値が⾒出された。

・2018年2⽉と10⽉に、メルボルンにて4名の華⼈作家に半構造化インタビューを⾏った。
・華⼈作家の⽂学創作に関するライフストーリーを分析。
・彼らはどのような「はざま」におかれ、どのように対処しているのか。
・⽂学作品も適宜参照する。

・多⽂化主義的な枠組みに基づいた⽂学評価 ➡ バーバ的なディアスポラの「不安」に対処できない。

氏名

Gabrielle Wang

Barbara Ding

-JOEB-JO

Ouyang Yu

丁小琦

小林東秀

歐陽昱

②Sinophone Literature(華語語系⽂学)の枠組み
・華夷秩序…中国本⼟こそ世界の⽂化や政治の中⼼であるという思想 ➡ 周縁の⽂学を軽視。

年齢

非公開

59

53

63

・Sinophone Literature…中国本⼟の規範的な漢語の⽂学だけでなく、周縁の⽂学にも光を当てる。

性別

女性

女性

女性

男性

・華⼈作家は移動先における地域性の表象と、規範的な漢語による創作のはざまに置かれている。
(Ng,Kim Chew 2010 )

出身地

メルボルン

北京

福建省

広東省

居住地

メルボルン

メルボルン

メルボルン

メルボルン

③ホミ・バーバが唱える⽂化の翻訳
・⼆つの⽂化のコンテクストのはざまで、移⺠は絶えず⽂化の翻訳を⾏っている。

創作言語

英語

漢語

漢語

英語、漢語

ジャンル

子供向け文学

劇の台本

詩

詩、小説

・通約不能な⼆つの⽂化どうしは、翻訳不能な要素をはらんでいる。

表1. 事例とする作家の基本データ

➡ 漢語で創作する華⼈作家にとっての翻訳の問題は、移動先にあるものを規範的な漢語に翻訳すること。

Barbara Ding⽒

Gabrielle Wang⽒

・近年オーストラリアの華⼈が同胞ばかりで交友関係を持ち、
「閉鎖的」になっていると危惧。

・オーストラリア社会のあり⽅や多⽂化主義的な考え⽅を肯定的
に受け⼊れる。

・彼らを「外側」へ連れ出し、彼らが普段関⼼を払わないという
芸術や⽂学に⽬を向けさせようとしている。

・積極的に多⽂化の中の「中国⽂化」を表象。
・幼い頃は中国にルーツを持つことを悲観していた。

・⾃⾝の⽂学を「⽂化辺縁⽂学」と称する ➡規範的な漢語によ
る⽂学を創作していると判断される。

・⼈の“belonging”についての物語を創作することで、オーストラ
リア⼈として⽣きる理想と、華⼈であるという現実のはざまに伴
う「不安」へ対処。

・⾃らオーストラリア⼈と華⼈のはざまに⽴ち、そこから規範的
な漢語の⽂学を創作することで「不安」に対処。

創作⾔語：英語

創作⾔語：漢語

創作ジャンル：⼦供向け⽂学

創作ジャンル：劇の台本
伝える

華⼈

オーストラ
リア⼈

⻄洋

中国

Ouyang Yu⽒

⼩林東秀⽒

・中国社会の価値観や、⽂学観を忌避している。

・英語と漢語双⽅で翻訳可能な作品を創作したいと考えている。創作の
際は、もう⼀⽅の⾔語に翻訳するという作業を常態化している。

・他者や社会的な通念からの⼲渉を受けない「⾃由」な創作を追求してい
る。それを可能にするのがWeChat上での創作。

・様々なものが安易に翻訳されることで、「はざま」にあらゆるものが
取り残されることに敏感。

・「⾃由」な創作を求めながらも、漢語でしか創作することができない。

違う言語で書かれているものへのこの自覚は
隠されているというこの自覚は
翻訳されているもののなかで
得られたのか失われたのかそれとも両方か
二言語性のもつ支配力へのこの救いようのない従属感は
はざまのなかを動いている (Ouyang Yu, ʻTranslating Myselfʼ)

・⻄洋的な「⾃由」な創作によって、⼆つの⽂化のはざまにおける「不
安」に対処しようとしている。しかし、彼⼥の創作は規範的な漢語の
⽂体と「⾃由」な⽂体のはざまに置かれている。

創作⾔語：漢語

創作⾔語：漢語、英語

創作ジャンル：詩

創作ジャンル：詩、⼩説

中国

⻄洋

漢語

考察
①⽂学創作と華⼈作家のオーストラリアでの実際の⽣は深く関連している。
②4名の作家は、それぞれの⽅法で「はざま」におけるディアスポラの「不安」に対処している。

Gabrielle Wang⽒

【参考⽂献】

⼩林東秀⽒

Huggan, Graham. 2007. Australian Literature, Postcolonialism, Racism, Transnationalism, Oxford: Oxford University Press.
Ng, Kim Chew. 2010. Minor Sinophone Literature: Diasporic Modernity’s Incomplete Journey. Global Chinese Literature: Critical Essays.
Leiden and Boston: Brill. pp.15-28.
Ouyang, Yu. 1995. Moon over Melbourne and Other Poems. Smythesdale: Papyrus Publishing.

オーストラリアの華⼈作家は「はざま」で、何を⽣み出しているのか。
➡通約不能な⽂学。規範的な漢語⽂学にも「多⽂化⽂学」にも回収されない。

博論研究へ向けての課題

・作家の語りに垣間⾒る規範的な漢語⽂学。声と⽂字の調和。

・漢語のコンテクストと英語のコンテクストの「はざま」というポストコロニアルな華⼈⽂学研究に、声と
⽂字の「はざま」(中国語は標準語に加え、広東語、上海語、台湾語など様々）という視点を加えること。
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英語

Barbara Ding⽒

オーストラリア華⼈

結論

・英語と漢語双⽅の翻訳可能なものを探ることで、はざまに伴う「不
安」に対処している。

有満保江 2003 『オーストラリアのアイデンティティ [⽂学に⾒るその模索と変容]』東京：東京⼤学出版会。
植⽊照代 2001「プロローグ 記憶は未来を創造する⼒」『アジア系アメリカ⽂学―記憶と想像―』pp.v-xvi、⼤阪：⼤阪教育図
書。
バーバ、K・ホミ 2005『⽂化の場所―ポストコロニアリズムの位相』橋本哲也、正⽊恒夫、外岡尚美、阪元留美訳、東京：法
政⼤学出版局。
宮原曉 2010 「ポスト近代の「⽂化」とディアスポリック・チャイニーズ：「中国系フィリピン⼈」の再移⺠をめぐって」『⼤
阪⼤学中国⽂化フォーラム・ディスカッションペーパー』2010-11： 1-8。
⼭⼝守 2015「中国⽂学の本質主義を超えて―漢語⽂学・華語語系⽂学の可能性」『中国―社会と⽂化』30：18-44。

Ouyang Yu⽒
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史書美 2017 『反離散：華語語系研究論』台北：聯經出版事業股份有限公司。
王德威 2006 「华语语系文学：边界想像与越界建构」『中山大学学报(社会科学版)』46：1-4。

【画像】
Gabrielle Wang⽒, https://gabriellewang.com/about/
Barbara Ding⽒, http://www.au123.com/news/Australia/community/20170828/418037.html
⼩林東秀⽒, https://m.weibo.cn/p/1005051352769757/album?from=profile_right&from=profile_right&
Ouyang Yu⽒, https://www.nla.gov.au/audio/otherland-ouyang-yu

jumpfrom=weibocom

Degrees of reprehensibility in the usage of Japanese uso and English lie
言語文化研究科・言語文化専攻 坂場大道
本論文では、日本語の「嘘」という語と英語の lie という語の対照分析によって、一部の
先行研究で指摘されてきた ‘lying’ に対する価値観の普遍性の批判的検討を試みた。
1 章では、‘lying’ は非難に値するという価値観の文化的普遍性を主張する先行研究を取り
上げた。英語の lie という語は相手を非難するために通常用いられる。他方、lie に対応する
とされる日本語の「嘘」という語は相手を非難せずとも用いられる。この lie と「嘘」の語
の意味の違いは、
「嘘」をつくという行為が lie をいうことほど避けられる行為ではないこと
を示唆し、 ‘lying’ に対する価値観の文化的普遍性は反証されうる。本研究は、
「嘘」と lie と
いう語の対照分析によって、この仮説の検証を試みる。
2 章では、‘lying’ に対する価値観の普遍性に関する文化人類学的な先行研究および 「嘘」
と lie という語の意味に関する言語学的な先行研究を概観した。これらの研究の問題点とし
て、より精密な分析には、分析対象である言語の母語話者の視点を取り入れ、実際に「嘘」
と lie という語がどのように使用されているかを観察する必要性があることを指摘した。
3 章では、母語話者の視点を分析に反映させるための手段として本稿が採用する Natural
Semantic Metalanguage (NSM)の概要およびその先行研究を導入した。NSM は Wierzbicka
(1972)らが提唱した意味論の枠組みの一つであり、任意の言語の概念に依存することのない
分析を可能とする。また、NSM に基づく lie と「嘘」という語の意味に関する先行研究には
規則に反する NSM の不適切な使用や、lie または「嘘」という語を含むより多くの表現を観
察する必要性が観察された。それ故に、本稿ではコーパスを通して「嘘」と lie という語を
含む多様な表現を観察した上で、定められた規則に従った NSM の適切な使用を試みた。
4 章では、日本語「嘘」との比較の出発点として英語 lie の分析を行った。非難の含意が生
じやすい、相手の先行発話を lie とラベル付け可能な 3 つの表現 (‘That’s a lie,’ ‘You’re lying,’
‘Don’t lie to me’)をコーパスから特定し、これらの表現は、相手を非難する発話行為動詞
criticize と類似した機能を持ち、定義においても非難を含意する意味要素を含むとした。
5 章では、日本語の「嘘」という語の意味分析を行い、非難の意味に着目したうえで lie と
意味を比較した。非難を要求しない文脈での生起の可否に関する 3 つの言語テストにより、
日本語の「嘘」の 4 つのラベル付け表現（
「嘘つけ」
、
「嘘だ」
、
「嘘だろ」
、
「うっそー」
、
）は lie
の 3 つのラベル付け表現と異なり、必ずしも相手を非難しないことが明らかになった。非難
の含意が必ずしも生じない日本語「嘘」は、通常は非難に値する行動ではない冗談等の描写
にも用いられる。その例の一つとして、エイプリルフールの「嘘」と、主に書き言葉で用い
られる文末の「
（嘘）
」という 2 つの用例を取りあげた。 これらの例から、lie とは異なり、
「嘘」をつくという行為は必ずしも非難に値しないことが示唆された。
6 章では、自民族中心主義というキーワードを用いて、先行研究で唱えられる ‘lying’ に対
する価値観の普遍性を再考した。母語話者の視点を考慮せずに英語以外の言語における特定
の虚言を lie とラベル付けし、‘lying’ に対する価値観の普遍性を論じることが、意図せずと
も自民族中心主義に陥る危険性があることを指摘した。
結論として、英語の lie を言う行為とは異なり、日本語の「嘘」をつく行為は、必ずしも
非難に値する行為ではないため、‘lying’ に対する価値観の文化的な普遍性は支持できない。
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本研究の概要

Qualifying Examination

「嘘」をつく⾏為は lie を⾔う⾏為ほど⾮難に値せず、故に ‘lying’ が

‘Lying’ に対する価値観の

⾮難に値する (reprehensible)という価値観の⽂化的普遍性は⽀持できない。

⽂化的普遍性の批判的検討

• 分析枠組み：Natural Semantic Metalanguage (NSM)
特定の⾔語の概念に依存しない分析を可能にするメタ⾔語。

-⽇本語「嘘」と英語 lie の対照分析から-

• 研究対象①：相⼿の直前の先⾏発話を lie もしくは「嘘」とラベル付け可能な表現
‘That’s a lie’ ‘Don’t lie to me’ ‘You’re lying’ VS 「嘘つけ」「嘘だ」「嘘だろ」「うっそー」⇒
意味を定義し、後者は⾮難を表す意味要素を含まないことを⽰す。
• 研究対象②：冗談としての「嘘」
必ずしも⾮難を含意しない「嘘」は通常は⾮難に値しない⾏為に対しても⽤いられる。

⾔語⽂化研究科⾔語⽂化専攻 博⼠前期課程２年

坂場⼤道

2

’Lying’ に対する価値観の⽂化的普遍性

⾃⺠族中⼼主義 (Ethnocentrism)

• Everett (2012: 300): すべての⽂化に ’Avoid lying’ と類似した価値観がある。

●⾃⾝の属する⽂化を絶対的な基準として、他の⽂化を不当に評価すること。

⇔ 何かを lie と呼ぶ主な⽬的は lie を発⾔した相⼿の⾮難である (Coleman and Kay 1981: 37)。
(1) 「部⻑、離婚したらしいよ」「えー、嘘でしょ？」
“The boss has got divorced, apparently.”̶ “Youʼre joking [Youʼre kidding,
Youʼre not serious, I donʼt believe it]!”
（新和英⼤辞典）
• ⽇本語「嘘」に必ずしも⾮難の含意がなければ、lie をいう⾏為とは異なり「嘘」をつく⾏為

(多くの場合は⾮意図的 (Goddard: 2011))

• 多⽂化共⽣社会の実現には、互いに異なる価値観を認め合うことが肝要である。
特定の⾔語の価値観を疑うことなく普遍と想定する⾃⺠族中⼼主義は異⽂化理解
を妨げ、価値観の⼀⽅向的な押し付けという共⽣への障壁となりかねない。

が常には⾮難に値しないことを⽰唆する。

• Everett (2012) ⇒ ⾃⾝の属するアングロサクソン⽂化を基準に、

⇒ ʼLyingʼ に対する価値観の⽂化的普遍性が反証され、

英語 lie に対する価値観が全⾔語に当てはまると暗黙裡に想定する。

Everett (2012)の主張が⾃⺠族中⼼主義に基づく過剰な⼀般化である可能性

3

4

Lie と「嘘」の⾮難の含意の程度差①

Natural Semantic Metalanguage (NSM)

(i) 良い知らせに対する反応 (相⼿を⾮難する必要性がなく、むしろ肯定的な感情を表出)

• Wierzbicka (1972)らによって提唱されたメタ⾔語。

(2) a. 『この前おかんに習たローストビーフ作ってみた』『うそっ…うれしぃ』
(BCCWJ)
b. うそだろーー⽉9？フジテレビさんありがとーーまさかたっちゃんのデビューが (BCCWJ)

• 意味を扱う理論の枠組みの⼀つであり、約65個の最も基本的な意味

(3) a. 『この前おかんに習たローストビーフ作ってみた』『{# 嘘つけ。/ # 嘘だ。}…うれしぃ』
b. “I have cooked roast beef, which my mother told me how to cook the other day.”
“{# That’s a lie! / # You’re lying! / # Don’t lie to me!} … I’m happy!”

を持つ概念 (semantic primes)と独⾃の⽂法を含む。
• Semantic primesは意味が⾃明であり、すべての⾔語に存在すると想
定される。(e.g. I, YOU, SAY, THINK, THIS, SOMETHING, etc.)

(ii) 先⾏事象に対する反応 (聞き⼿が不在であるため、⾮難が不可能)

• 任意の⾔語の概念に依存しない分析を実現し、意味の記述に⺟語話
者の視点 (insider’s perspective)を導⼊可能にする。

(4) a.
b.
c.

現れたのは、⻑⾕川⻯⼀ではなく、⽜島健三だった。「嘘だ、嘘だ… (BCCWJ)(⼀部改変)
硬い⽊のテーブルがあっというまに削られた。「うそだろ…
(BCCWJ)
時計を⾒た。う、うそっ！もう七時半じゃない。
(BCCWJ)

(5) a.
b.

現れたのは、⻑⾕川⻯⼀ではなく、⽜島健三だった。「# 嘘つけ…
[A hard-wooden table was shaved in a moment.]
6
※ #は⽂として容認されないことを⽰す。
{# That’s a lie! / # You’re lying! / # Don’t lie to me!}

5

冗談としての「嘘」

Lie と「嘘」の⾮難の含意の程度差②
(iii) 冗談に対する反応 (⽂脈により、相⼿を軽度に⾮難可能)

〇 辞典による「エイプリルフール」/ April Fools’ Day の定義の違い

(6) じいちゃんの⿐⽑が出ていて、気になって引っ張ったら、刺激で⽣きかえりました。
浜⽥ウソつけーッ！！
(BCCWJ)
(7) a. A: 俺、ボルトより⾜速いよ。
b. A: I can run faster than Usain Bolt.

良い知らせに対する反応
ʻLIEʼ
嘘つけ
嘘だ
嘘だろ
うっそー
(8)

(9) a. 軽いいたずらでうそをついたり、⼈をかついだりしてもとがめられないという⾵習。
(⼤辞林)
b. 欧⽶の習慣で、四⽉⼀⽇は嘘をついてもよい⽇として楽しむこと。
(精選版 ⽇本国語⼤辞典)

B: {嘘つけ。/ 嘘だ。/ 嘘だろ。/ うっそー。}
B: {# That’s a lie! / # You’re lying! /# Don’t lie to me!}

×
×
×
✔
✔

先⾏事象に対する反応

×
×
✔
✔
✔

(10) a. 1 April, in many western countries traditionally an occasion for playing tricks.
b. April 1st, a day when people play tricks on each other.

冗談に対する反応

×
✔
✔
✔
✔

(ODE)
(LDOCE)

〇 April Fools’ (April Fool’s) に後続する名詞の種類

⾮難の含意の強さ: ʻLIEʼ > 嘘つけ > 嘘だ > 嘘だろ、うっそー

April Fool’s NP

BNC

COCA

joke

4

22

prank

0

5

gag

0

2

lie

0

0

7

結語

April Fools’ NP
joke
prank
gag
hoax

BNC
1
0
0
0

COCA
23
6
2
1

lie

0

0

8

参考⽂献

• ⼀部の先⾏研究で指摘される ‘lying’ が⾮難に値する (reprehensible)と

Coleman, L. and P. Kay. 1981. “Prototype Semantics: The English Word Lie.” Language 57(1): 26-45. / Everett, D. L. 2012. Language: The cultural
tool. Vintage. / Goddard, C. 2011. Semantic Analysis: A Practical Introduction, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. / Wierzbicka, A. 1972.
Semantic primitives, Linguistische Forschungen. No. 22. Frankfurt: Athenaum.

いう価値観の⽂化的普遍性は、擁護できない。英語 lie とは異なり、

データ資料: Longman Dictionary of Contemporary English[LDOCE]. 2009. Harlow: Longman. / Oxford Dictionary of English[ODE]. 2005.

⽇本語「嘘」には⾮難の含意が常には存在せず、通常は⾮難に値し

Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese [BCCWJ] (http://www.kotonoha.gr.jp /shonagon/) /『新和英⼤辞典』. 2003. 東京: 研究

Oxford: Oxford University Press. / The British National Corpus [BNC] (http://corpus.byu.edu/bnc/). / 『現代⽇本語書き⾔葉均衡コーパス』
社. / 『⼤辞林』. 2006. 東京: 三省堂. / 『精選版 ⽇本国語⼤辞典』. 2005. 東京: ⼩学館.

ない冗談のような⾏為の描写にも⽤いられる。

付録：NSMによる定義

• 異なる⾔語の意味の記述には、任意の⾔語の⺟語話者の視点を取り
⼊れることが異⽂化理解に不可⽋であり、さもなければ意図に関わ
らず⾃⺠族中⼼主義に陥る危険性がある。
9
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子どもの変容に対するフリースクールの役割
―ボンド理論に着目して―
人間科学研究科

人間科学専攻

櫻木晴日

本研究は、学校復帰を目的とするフリースクールでのフィールドワークを通して、フリ
ースクールでの教育実践と、子どもの変容過程を明らかにし、「補完型」フリースクール
がもつ教育的特質を明らかにすることを目的とする。
1970 年代より現在に至るまで、不登校の出現率は多少の増減があるものの、増大する傾
向にある。最新の 2016 年度の調査では、年間に 30 日以上欠席した者を対象とする調査が
開始されて以来、過去最高の不登校の出現率が記録された。不登校は学校からの排除であ
り、教育権保障の問題であるのみではなく、将来の労働社会でのリスクを高めているとい
う点で、社会的包摂の問題でもある。そうした不登校によるリスクを軽減する機関の一つ
に、フリースクールが挙げられる。現在はフリースクールを経由して学校復帰している子
どもがいるものの、フリースクールでどのような教育実践によって、子どもがどのように
変容しているのかは明らかにされてこなかった。
そこで学校復帰を目的とする近畿地方の X 市にあるフリースクール A を対象に、参与観
察ならびにインタビュー調査を行い、フリースクールにおける教育実践と子どもの変容過
程を分析した。その際、不登校現象が生起するメカニズムを説明するボンド理論を援用す
ることで、学校には通わない・通えなかった子どもたちが、なぜ「補完型」フリースクー
ルには通学を継続するのかという点を描き出した。なおボンド理論とは、個人と社会間の
社会的絆に着目した理論であり、逸脱行動は社会的絆の弱化により発生するということを
説明するものである。
調査の結果、フリースクールではスタッフが子どもとの関係性を基盤に、一人ひとりの
子どもの状況や学年等に応じて、子どもへの働きかけや関わり方を変化させることで、子
どもの変容を促していることが明らかとなった。子どもは対人関係の構築とともに、自身
の興味や関心がスタッフや仲間に尊重されることで、次第に自主的に活動の幅を広げるよ
うになる。そうした中で将来を考え、高校進学や自分の進路を定めていくようになる様子
が見られた。フリースクールを通して社会的絆が形成されることによって、子どもはフリ
ースクールから外部社会へと移行していたのである。
本研究では、学校社会では社会的絆を形成できなかった子どもが、フリースクールでは
社会的絆を形成できた要因と、子どもにとっての学びの場の多様性について指摘された。
学校社会には、4 つの生活領域があるが、それへの従事と成功が同時的に求められる。し
かし、フリースクールでは一人ひとりの対人関係が最も重視され、子どものニーズや段階
に応じてコミットを求める生活領域が柔軟に変更されるため、社会的絆が形成されてい
た。これまでの先行研究では、フリースクールは「回復の場」ということが強調され、
「学び」はある知識や教科学習という点に矮小化されていた。しかし、生活領域での学び
によって社会で生きていく力をつけている点で、フリースクールは学校と等しく、子ども
の「学び」を保障する教育機関であるということが示唆された。

第6章

履修生の選抜審査

103

問題背景
■
■

⼦どもの変容に対するフリースクールの役割
―ボンド理論に着⽬して―

現在（2016年度時点）の不登校者数：⼩中学⽣ともに、過去最⾼の出現率。
不登校によってもたらされる課題：
①学習権や発達権が公的に保障されないまま放置されている（佐藤2016）。
②教育の領域での排除→労働⽣活からの排除を招く…将来のリスクの蓄積（酒井2012）。

■

不登校による課題を軽減する場として（酒井2015）：
低学⼒・低学歴→不就労や不安定な⾮正規雇⽤につながるリスクの上昇

⼈間科学研究科
未来共⽣学講座 共⽣社会論
櫻⽊晴⽇

⇔多様なニーズに応じた学習機会の確保による学びのセーフティネット構築は、社会的包摂に。
■

多様な教育機関の⼀つとして：
1980年代半ばより拡⼤した、学校外の居場所としてのフリースクール
→フリースクールは不登校の⼦どもたちの教育を保障し、労働社会でのリスクを軽減する場と

なっているのではないか。

先⾏研究

本稿の課題

フリースクールの類型：「補完型」「対抗型」「代替型」
Ⅰ．「代替型」：学校制度の代替機関…肯定的に評価
↔学校制度の柔軟化で、逆説的にも抑圧的とみなされるように。
→「補完型」、「対抗型」への注⽬

1. 具体的なフリースクールの教育実践を明らかにする
2. ⼦どもの変容過程を明らかにする

Ⅱ．「補完型」「対抗型」：
①他者からの承認による⾃⼰の「回復」の場（吉井1999など）。
②⼈間関係の構築の⽀援を受けながら成⻑する場（中島2005など）。
→どのような実践によって、⼦どもにどのような変化が⽣じているの
かは、⼗分明らかにされていない。

3.「補完型」フリースクールの特質の検討

Ⅲ．フリースクールからの進路形成：
①メインストリームの呪縛である（藤村2014）②消極的選択肢となっている（笠井2017）

→学校社会や教育権の保障のあり⽅に対する⽰唆を与えうるだろう。

→フリースクールへの通学も、その後の進路形成や労働社会におけるリスクも⾃⼰責任として対処し
なければならないのならば、学校への移⾏を重視する「補完型」フリースクールは、⼦どものリスク
を軽減させながら教育権を保障する機関として注⽬する必要がある。

調査の概要―フリースクールA

分析の枠組み―ボンド理論（social bond theory）

〈調査⽅法〉

〈調査地の概要〉
不登校現象への応⽤（森⽥1991）

ボンド理論（ハーシィ1969）

■ 社会的絆が強ければ登校を継続するが、
弱化すれば不登校⾏動に。

■ 「⼈はなぜ社会のルールに従って
いるのか？」という視点から、逸
脱は社会的絆（social bond）が弱
体化するためだとする理論。

詳細：近畿地⽅X市/設⽴から約20年/
スタッフ数7名（内常勤は3名）/
⼦ども数約20名/古⺠家
活動内容：昼⾷づくり以外⾃由。
勉強会…希望者のみに⾏われる。

■ 社会的絆を構成する四要素

卒業：定時制⾼校や通信制⾼校等に進学。

愛着（attachment）
コミットメント（commitment）

表1フリースクールAの活動内容

巻き込み（involvement）

調査結果Ⅱ：

①スタッフの関わり⽅の変化･･･対⼈関係によるボンドの形成
安⼼できる⼤⼈→周囲との⼦どもとの関係構築を促す⼤⼈
→「対等な他者」としての⼤⼈→指導的な⼤⼈

・2016年11⽉〜2018年11⽉まで
・各回約1時間の半構造化インタビューを
常勤スタッフ2名へ実施

継続して通えるようになった⼦ども
⾃⼰を開⽰するように。

柔軟な参加の枠→⾃分が取り組みたいことの実⾏
通学⽇数や卒業原則の制定･･･同ボンドの弱化防⽌と外部社会への同ボンドの形成。

・⾃⼰の関⼼がスタッフや周囲の⼦ども
に認められる。

③勉強会への参加･･･⼿段的⾃⼰実現によるボンドの形成

→対⼈関係の拡⼤。

勉強会の継続のために･･･⼦どもの⾃信を喪失しないようにすることが重視

→⾃⼰の関⼼に即した⾏動や、将来を⾒据
えた⾏動に。

④規範･･･規範的正当性への信念によるボンドの形成
ルールそのものが存在しない。

①ボンド形成の時間的順序

コンサマトリーな⾃⼰実現
によるボンド

参考⽂献
⼿段的⾃⼰実現によるボンド

図3 ボンドの形成過程

・時間的順序
・各要素は独⽴しているわけではなく、連鎖関係にある。
②フリースクールにおける「学び」
・学校での獲得が求められる社会的絆をフリースクールで獲得できた
→学校もフリースクールも等しく、⼦どもの学びの場となっている。

図4 ボンド形成の流れ

〈課題〉
①⾼校進学に対する⼦どもの意味づけ
②社会的絆はフリースクールに対してか。外部社会に対する絆となっているのか。
③ボンド形成に対する⼦どもの意識の差異

第6章

・以下の理由により通学が困難もしくは
不安定に。
①⽣活習慣（活動への意欲、
⽬標の有無･･･⾃⼰有⽤感に規定）
（⽬標の喪失や、⽬標到達までの時間的幅）
③環境の変化
（進学や季節の変化。外的要因）
→⼦どもの社会的絆は弱まりやすいものでもある。

社会的規範も、関係が構築されたスタッフにより⽰される。

対⼈関係によるボンド

不安定な状況にある⼦ども

②⽬標のゆらぎ

退屈さを感じ始める→勉強会に参加。

規範的正当性への
信念によるボンド

⼦どもの変容
ーフリースクールを通した社会的絆の獲得

・対⼈関係を構築する契機を得ることで、

②フリースクールの活動･･･コンサマトリーな⾃⼰実現によるボンドの形成
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勉強会、スタッフ会議等
インタビュー調査：

⽇常活動で記載する⽇誌

調査結果Ⅰ：スタッフの働きかけや環境等の教育実践

考察と課題

1週間に1⽇の⽇常活動、特別⾏事、

資料：スタッフ会議等で得られた資料、

規範観念（belief）

〈考察〉

参与観察：2016年4⽉〜2018年11⽉現在まで
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論文題目：

マイノリティの集団的権利

―マイノリティ主体から自決権行使主体への接近可能性―
国際公共政策研究科博士前期課程 2 年
島本奈央
現行法上、自決権の行使主体である「人民」に集団的権利が認められているものの、マ
イノリティには集団的権利が認められていない状況が存在する。本論文はその問題意識を
出発点とする。1945 年以来、国際法は主に個人の人権のみに焦点を当ててきた。しかし近
年、集団的権利の概念に、より多くの注目が集まっている。但し集団的権利を行使できる
主体は、自決権行使主体である「人民」に限定されている一方で、マイノリティは自由権
規約 27 条上の個人の権利しか認められておらず、例えば文化享有権や言語使用権といった
権利保障に留まっている。しかしマイノリティにも他の集団的権利である、例えば効果的
参加権や自治権といった集団的権利の認められる余地はないのだろうか。なぜなら、マイ
ノリティは集団としてそのアイデンティティを保持する手段と資源を持たなければ、マイ
ノリティの声が意思決定に正確に反映されないという現状を踏まえて考える必要があるか
らである。さらに昨今では、自決権の中でも分離を伴う外的自決ではなく、体制選択権と
しての内的自決に注目が集まっている。この内的自決権が個人の人権と結びつき、個人の
人権を保障しさえすれば内的自決権が保障され、ひいては自決権が個人の人権によって担
保されてしまう「自決権の飼い慣らし」が起こっている。その結果、自決権の集団的権利
性が軽視され、マイノリティに至っては集団的な意思決定が認められず、そのアイデンテ
ィティが危うくなってしまう事態に陥っている。
しかし、果たして自決権行使主体である「人民」とマイノリティの権利は、集団的権利
と個人の権利として明確に二分されているといえるのかとの問いが挙げられる。つまり実
体上、両者は交錯しており、法的にも両者は接近しているのではないだろうか。そこで、
その接近性を示す分析として以下 3 点からの実証が考えられる。1 点目に、マイノリティと
人民の集団という性質上の類似性について述べた上で、2 点目に、ケベック最高裁判決、コ
ソボ独立の事例から、救済的分離によって、マイノリティが人民になりうる、つまり、人
権抑圧されて始めて、マイノリティが人民に境界変動することが導き出されることによっ
て、マイノリティが人民に接近していることを明らかにし、3 点目に先住民族、1993 年の
リヒテンシュタイン自治条約案における「共同体」の定義の位置づけの事例から導き出さ
れる、
「人民」ではない、何らかの集団的権利を持つ主体が自決権の一部を有することから、
人民とマイノリティ両者の接近性が見受けられることを明らかにする。
結論として、人民とマイノリティは権利面では明確に区別されているものの、実体とし
て、その境目は曖昧である為、両者は法的に接近している事を述べる。
以上より、本研究から接近性を明らかにすることによって、人民とマイノリティが接近
している部分に関しては、マイノリティにも集団的権利、例えば効果的参加権や自治権が
国際法上認められる可能性が示唆される。よって、本稿を踏まえて、マイノリティにも集
団的権利を認め、政策に考慮していく必要があることを提言として述べたいと考えている。
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問題意識と背景
報告テーマ：マイノリティの集団的権利

自決権行使主体としての「人民」

ーマイノリティ主体から自決権行使主体への接近
可能性ー

集団的権利
国際公共政策研究科博士前期課程２年
島本奈央

マイノリティ
必要ではないか・・？

集団的権利
1

2

集団的権利の歴史
第一次世界
大戦後

第二次世界
大戦

第二次世界
大戦後

自決権の個人の人権化

• 条約や協定に、集団的権利が盛り込まれる
Ex) 効果的参加権、自治権/文化享有権

• 自決権の「飼い慣らし」
• ヒトラーによる集団的権利の悪用

個人の人
権の保障

• 集団的権利のタブー化
• 個人の人権偏重

内的自決
権の保障

自決権の
保障

個人の人権
への落とし込み

3

4

集団的権利の必要性

マイノリティにおける集団的権利

個人の権利とされた瞬間、
「人民」は分離独立や自治
などの集団的権利の行使が
不可能となってしまう。

自決権

マイノリティ

しかし
• マイノリティは自由権規約27条による個人の
人権保障のみ

集団としてそのアイデンティ
ティを保持する手段と資源
を持たなければ、マイノリ
ティの声が意思決定に正確
に反映されない。

集団的権利の流れの中で、自決権が軽視され、
マイノリティも集団的な意思決定をできず、自ら
のアイデンティティが危うくなる。
5

6

接近性の実証

人民とマイノリティの接近可能性
人民＝集団的権利

外的自決
分離権

内的自決
効果的参加権
自治権

マイノリティ＝個人の権利
マイノリティ集団に属する
人(persons belonging to -)

文化享有権・言語使
用権
効果的参加権?
自治権?

7

8

主な参考文献

結論と共生に向けて

•
•
•

人民とマイノリティは権利
面では明確に区別されて
いるものの、実体として、
その境目は曖昧である為、
両者は法的に接近してい
る。

•

• 未来共生との関係性

•
•

日本政府による国内の少数民族の
待遇への疑問

•
•

→個人の人権は保障されていても、
マイノリティの人々の声は届きにくい
現状

•
•
•
•

提言
マイノリティにも集団的権
利を認め、政策に考慮し
ていく必要がある。

→集団的権利の概念を再考すること
で、マイノリティの人々の意見を届き
やすくできる制度を考える一助にな
るのではないだろうか

第6章

履修生の選抜審査

•
•
•
•
•

9

106

•

I. 外国語文献

Barten, U. (2016). Minorities, Minority Rights and Internal SelfDetermination. Springer,.
Brownlie, I. (2008). Principles of Public International Law. Oxford
Univ. Pr.; 7th.
Cassese, A. (1995). Self-Determination of Peoples: A Legal
Reappraisal. New York.
Cassese, A. (1999). Self-Determination of Peoples. Cambridge
University Press.
Catherine Brolmann. (1993). Peoples and Minorities in International
Law. Springer.
Frank, T. (1992). Emerging Right to Democratic Governance. AJIL,
Vol. 86.
Gudmundur, A. (1997). Autonomy and Human Rights. (L. Lyck, Ed.)
Constitutional and Economic Space of the Small Nordic Jurisdiction,
NordREFO, 39.
Gudmundur, A., & Alfred , Z. d. (1993). Minority rights protection by
the United Nations. Human Rights Law Journal, January-February, 3.
Hannum, H. (1990). Autonomy, Sovereignty and SelfDetermination―The Accomodation of Conflicting Rights―.
University of Pennsylvania Pr.
Lefeber, J. K. (1993). Africa: Lost between Self-Determination and
Uti Possidetis. (R. L. Catherine Brolmann, Ed.) PEOPLES AND
MINORITIES IN INTERNATIONAL LAW, 37, 56.
Malcolm N. Shaw. (2008). International Law. Cambridge: Cambridge
University Press.
McCorquodale, R. (2000). Self-Determination in international law.
Ashgate Pub Ltd.
Musgrave, T. D. (2000). Self-Determination and National Minorities.
Oxford Monographs in International Law.
Nowak, M. (1993). U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR
Commentary 2nd revised edition. N.P. Engel, Publisher.
Tomuschat, C. (1993). Modern law of self-determination. Dordrecht:
M.Nijhoff Publishers.
Watts, S. A. (2002). The Liechitenstein Draft on Self-Determination
Through Self-Administration : A Commentary. (W.Dauspeckgruber,
Ed.) The Self-Determination of Peoples.
Wright, J. (1999). Minority Groups, Autonomy, and SelfDetermination. Oxford Journal of Legal Studies, vol.19, No.4, winter.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II. 日本語文献

伊藤一頼. (2013). 自決権による国家形成が残した内政上の課題.
(日本平和学会, 編) 戦争と平和の法的構想第41号.
伊藤理恵. (2009). 「研究ノート 内的自決権とマイノリティの自律」.
『横浜国際経済法学』第18巻2号.
ウィル・キムリッカ. (1998). 多文化時代の市民権―マイノリティの権
利と自由主義. 晃洋書房.
上村英明. (2000). 日本の先住民族問題と国際政治. 著: 吉川元・
加藤普章, マイノリティの国際政治学. 有信堂高文社.
金東勲. (2003). 国際人権法とマイノリティの地位. 東信堂.
桐山孝信. (2001). 「民族紛争」と自決権の変容」. 『世界法年報第』
21号.
窪誠. (2000). マイノリティと国際法. 著: 吉川元・加藤普章, マイノリ
ティの国際政治学. 有信堂高文社.
小坂田裕子. (2017). 先住民族と国際法―剥奪の歴史から権利の
承認へ―. 信山社.
櫻井利江. (2006). 国際法における自治規範の萌芽. 同志社法学
58巻2号, 58(2), 114.
櫻井利江. (2007). 欧州における民族的少数者保護基準の発展―
効果的参加権・自治・集団としての権利をめぐって―. 同志社法学,
59(2).
櫻井利江. (2018). 「4．自決権の現在―非植民地化以後の内的自
決の役割―」. 『変転する国際社会と国際法の機能』内田久司先生
追悼論文集.
申惠丰. (2016). 国際人権法【第2版】―国際基準のダイナミズムと
国内法との協調. 信山社.
杉原高嶺. (2013). 現代国際法講義. 有斐閣.
曽我英雄. (1987). 『自決権の理論と現実』. 敬文堂.
孫占坤. (2004). 国際法における「自治」の概念とその機能. 法政論
集(202), 45-46.
玉井雅隆. (2014). OSCE少数民族高等弁務官と平和創造. 国際書
院.
松井芳郎. (2000). 「試練に立つ自決権―冷戦後のヨーロッパの状
況を中心に」. (桐山孝信・ 杉島正秋・船尾章子, 編) 『転換期国
際法の構造と機能』.
山形英郎. (2012). 二十一世紀国際法における民族自決の意義.
法政論集(245), 534

10

日中国際結婚家庭の教育戦略
－学歴の差異に着目して－
未来共生学講座

共生社会論
聶蕙菁

本稿の目的は，日本に在住している日中国際結婚家庭を対象にして，教育戦略が母親の学
歴によっていかに異なるのかを明らかにし，そして何によってそれは異なるのかについて
検討した。これまでの国際結婚家庭に関する研究では，夫婦間の問題，子どものアイデンテ
ィティや言語選択についての知見が蓄積されてきたが，学歴をはじめとする個々人の属性
を加味した検討はされていない。そこで本稿では学歴による差異を着目し、大卒・非大卒そ
れぞれの家庭の教育戦略の実態を明らかにすることを目的とした。
本研究は日本人男性と結婚した中国人母親 6 名を対象にし，大卒と非大卒の母親をそれ
ぞれ 3 人選び，半構造化の形式でインタビューを行った。この調査で得られた結果を分析
し、母語伝達・学校観及び学校とのかかわり・将来展望とそれへの対応の三つの視点から教
育戦略をまとめ，大卒の母親と非大卒の母親が用いた教育戦略の差異を明らかにした。
母語伝達について，大卒の母親と比べると，非大卒の母親は母語伝達に対する意欲が低い
ことが明らかになった。学校観および学校とのかかわりについて，非大卒の母親は彼女ら自
身が家庭で教育を担うのではなく、学校教育にそれを託す傾向があるとも捉えることがで
きよう。学校との関わりに関して大卒の母親は積極的に参加する傾向がある一方，非大卒の
母親は同国人が同じ活動に参加しているか否かによってその関わり度合いが左右されるこ
とが示唆された。将来展望とそれへの対応について，非大卒・大卒という学歴に関わらず、
全員が子どもに対して大学まで進学してほしいと望んでいたにもかかわらず，大卒の母親
は，子どもに対して高い学歴を得させたいと考え、学校選択を含め、学校を積極的にその手
段として利用する姿が見られたが，非大卒の母親は学校に行くこと自体が目的であり、特に
子どもの将来を視野に入れて行動することはなかったのである。
学歴による母語を伝達する意欲の差を生む原因は，非大卒の母親がもつネットワークの
構成員がエスニックネットワークに偏っていることであった。そのため，周囲の中国人が子
どもに中国語を教えていないことや中国人の友人から、子どもが中国語を話せることに対
して学校でいじめを受けたという情報があったことから，夫から中国語伝達を進められる
ことがあっても，それに対して積極的に取り組もうという意思は沸かなかったのである。エ
スニックネットワークが非大卒中国人母親の母語伝達意識に負の影響を与えたではないか
と考えられる。同国人とのネットワークが母語伝達にとっては肯定的なものとして捉えら
れてきたが，本研究の中では、むしろ同国人からマイナスな情報の獲得が母語伝達に影響を
与えるように、同国人とのネットワークがこれまでの研究と逆の機能を果たしていること
が示唆された。これらのことも踏まえ、本稿の最後では学歴の高い層にフォーカスされてき
た先行研究と比較して、夫や夫家族による教育戦略に対する影響が学歴によって異なって
いることを提示した。さらに、外国人支援施策の形式として多く見られるネットワーク構築
についても、単純に奨励するのではなく、逆の機能を有していることも含めて検討してくこ
とが必要であると結論づけた。
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研究背景①

⽇中国際結婚家庭の教育戦略
ー学歴の差異に着⽬してー
⼈間科学研究科

聶蕙菁

研究背景②

厚⽣労働省平成28年度 ⼈⼝動態統計特殊報告 「婚姻に関する統計」の概況

研究⽬的

■国際結婚家庭により焦点を絞って検討していく必要がある
□将来帰国可能性と夫婦間差異の有無などの⽅⾯においてはニューカマー
家庭と違う
□国際結婚家庭に⽣まれた⼦どもが学校の中で⽇本⼈としてのみ⾒なされ
る傾向にある（⼭本・渋⾕ら2013）
■国際結婚をする⼈においての社会階層の多様性が
注⽬されて

こなかった

□親の選択がますます重要となってくる現在の社会においては、家庭教育
の実態が
親の経済⼒や学歴によっていかに変わってくる
□学歴社会といわれる⽇本においては、⺟親が
ど
のような教育経験持っを
ているかということが
⼦育てや教育戦略の主要な決定要因（吉川2013）

⽇本⼈男性と結婚する⼈数が最も⾼く（荒牧ら編2017）、⾃主
的に教育に関わっているのではないかと考えられる中国⼈⼥性
とその家庭に着⽬し、教育戦略が⺟親の学歴によっていかに異
なるのかを明らかにし、そして何によってそれは異なるのかに
ついて検討する
※教育戦略を「⺟語使⽤・⽂化伝達」「学校とのかかわり」
「将来展望とそれへの対応」（志⽔・清⽔2001）という三つの
視点からまとめる

研究対象と⽅法

研究結果①

´ 妻中国⼈・夫⽇本⼈という組み合わせの⽇中国際家庭

※⺟語使⽤・⽂化伝達

⼤卒の⺟親3名と⾮⼤卒の⺟親3名に半構造化インタビュー調査実施
年齢

学歴

職業

夫の学歴

同居家族

⼤卒

リュウさん ３５

⼤学

パート

⼤卒

夫・息⼦

⼤卒

チョウさん ２９

博⼠単位取得満期

会社員

博⼠

夫・息⼦

⼤卒

シさん

３０

博⼠単位取得満期

パート

修⼠

夫・⻑⼥・次⼥

⾮⼤卒

ハンさん

４８

専⾨学校

専業主婦

⼤卒

夫・⻑男・次男・⻑⼥

⾮⼤卒

インさん

４０

専⾨学校

専業主婦

専⾨学校

夫・息⼦・義⺟

⾮⼤卒

リさん

３５

⾼卒

パート

⼤卒

夫・娘

研究結果①

□⼤卒の⺟親：
中国語伝達に対して積極的である
□⾮⼤卒の⺟親：
最初から⺟語伝達に対しては消極的である。後に夫から中国語教育を⾏うこ
とを勧められていたのにもかかわらず、結果としては、中国語の伝達が継続
せず⾃発的に⼦どもに中国語を教えていない

研究結果②

学歴による⺟語を伝達する意欲の差を⽣む原因：
⾮⼤卒の⺟親がもつネットワークの構成員がエスニックネットワークに偏っ
ていることである
周囲の中国⼈が⼦どもに中国語を教えていないことや中国⼈の友⼈から、⼦
どもが中国語を話せることに対して学校でいじめを受けたという情報があっ
たことから、夫から中国語伝達を進められることがあっても、それに対して
積極的に取り組もうという意思は沸かなかった。⾮⼤卒⺟親がスニックネッ
トワークを重視すればするほど負の影響が強くなる

※学校との関わり
⼤卒中国⼈⺟親と⾮⼤卒中国⼈⺟親も⽇本の学校⾏事や活動に積極的に参
加する姿が⾒られたが、学校との関わりに関して⾮⼤卒の⺟親は同国⼈が同
じ活動に参加しているか否かによってその関わり度合いが左右される

※⼦どもの将来展望（学歴期待）・それへの対応（学校選択）
⼤卒・⾮⼤卒という学歴にかかわらず⼦どもに対して⾼い学歴を得させたい
□⼤卒の⺟親
学校選択を含め、学校を積極的にその⼿段として利⽤
□⾮⼤卒の⺟親
学校に⾏くこと⾃体が⽬的であり、特に⼦どもの将来を視野に⼊れて⾏動す
ることはなかった

⾒出された知⾒

参考⽂献
´ 荒牧重人・榎井縁・江原裕美・小島祥美・志水宏吉・南野奈津子・宮島喬・山野良一, 2017，
「外国人の子ども白書―権利・貧困・教育・文化・国籍と共生の視点から』，明石書店

■学歴の⾼い層にフォーカスされてきた先⾏研究と⽐較して、
夫や夫家族による教育戦略に対する影響が学歴によって異なっ
ていることを提⽰した
■同国⼈とのネットワークが⺟語伝達にとっては肯定的なもの
として捉えられてきたが、本研究の中では、むしろ同国⼈から
マイナスな情報の獲得が⺟語伝達に影響を与えるように、同国
⼈とのネットワークがこれまでの研究と逆の機能を果たしてい
ることが⽰唆された

´ 荒牧草平，2017，「母親の人づきあいと教育態度：家族内外のパーソナルネットワークに着
目して」，日本女子大学紀 要人間社会学部第28号，pp.35-45
´ 吉川徹，2009，「「教育格差」と母親学歴」，家族社会学研究21号，pp.61-64
´ 三浦綾希子, 2015，「親の教育戦略と教育資源」，『ニューカマーの子どもと移民コミュニ
ティ―第二世代のエスニックアイデンティティ―』，勁草書房
´ 野沢慎司，2009，『ネットワーク論に何ができるか――「家族・コミュニティ問題」を解く
――』，勁草書房。
´ 額賀美紗子，2013，『越境する日本人家族と教育―「グローバル型能力」育成の葛藤』，勁
草書房
´ 敷田佳子, 2016,「在日国際結婚家庭の言語・文化継承に関する研究:中国・フィリピン・ブ
ラジル出身女性を中心に」大阪大学教育文化学博士論文
´ 志水宏吉・清水睦美，2001，「家族の物語と教育戦略―三つのグループの比較から―」，志
水宏吉・清水睦美編著，『ニューカマーと教育―学校文化とエスニシ
ティの葛藤をめ
ぐって―』，明石書店，pp.191-257
´ 山本ベバリーアン・渋谷真樹・敷田佳子・キムヴィクトリヤ, 2013,「国際結婚家庭の教育
戦略」志水宏吉・山本べバリーアン・鍛治致・ハヤシザキガズヒコ編『「往還する人々」の
教育戦略-グローバル社会を生きる家族と公教育の課題』明石書店
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外国にルーツをもつ子どものための学習支援教室の意義
―学校との関係を軸に―
人間科学研究科人間科学専攻

瀬戸麗

近年、外国にルーツをもつ子どもが増加傾向にあり、学校における受け入れ体制の整備
だけではなく、学校と学校外の組織との連携の必要性も指摘されている。学校という組織
と学校外の組織の連携は、連携の構造によっては、各組織の限界を超えて、より「包括的
な支援につながる支援」が行われる可能性があると考えられる（「包括的な支援」とは、外
国にルーツをもつ子どもの抱える累進的で全体的な問題をトータルにとらえた支援であり、
「包括的な支援につながる支援」は、「包括的な支援」とは言い切れないものの、「包括的
な支援」の萌芽がみられる支援を表す）。本研究では、学校と外国にルーツをもつ子どもの
ための学習支援教室の関係性とそれが導く学習支援教室の機能を明らかにし、その上で、
「包括的な支援」という視点から、学習支援教室の意義と限界および「包括的な支援」に
向けた今後の展望について考察した。
調査対象地は、関西地方の小規模小学校（X 小学校）と、X 小学校の働きかけにより設
立された、外国にルーツをもつ子どもを対象とし幅広い支援を行っている、学習支援教室
（Y 教室）である。基礎データは、X 小学校と Y 教室に関わる文書や資料、X 小学校と Y
教室での参与観察を中心としたフィールドワーク、半構造化インタビューである。
Y 教室の支援から見出された、外国にルーツをもつ子どもに対する機能は、(1)放課後の
居場所づくり、(2)学習支援、(3)日本語支援、(4)生活支援、(5)社会的スキルの付与、(6) 校
区の人とのつながりを生みだすこと、に分けて説明できた。ここから、
「教育問題の根底領
域への支援」、「長期的な支援への志向性」の二つの視点が浮かび上がった。Y 教室の支援
を導く仕組みは、(a)校区内への活動場所の設置や対象となる子どもへの働きかけといった
「基盤」形成、(b)学校が支援を要する子どもを学習支援教室へ「推薦」すること、(c) 学
校・学習教室間や学習教室運営者同士での緊密な「情報共有」、(d)X 小学校以外の学校や
学校外組織との関係性構築（支援の「展開」）、が支えていた。(a)と(b)から「アクセスの平
等」を超えるポジティブアクションを行い、支援を必要とする子どもに、積極的に必要な
支援を行うことが可能となった。さらに、(c)から子どもたちの課題を把握し、(d)から子ど
ものニーズの変化に対応することが可能となった。(a)から(d)の土台にあるのは、学校と学
習支援教室の間に信頼関係があること、子どもの状況に応じて柔軟に変化する支援ベクト
ルを設定したこと、多様な背景をもつ学習支援教室の運営者が子ども一人ひとりを中心に
据えた支援体制を構築しようとしたことであった。このような仕組みが支援を必要とする
子どもに対して「包括的な支援につながる支援」を導いていると考えられた。
本研究ではさらに、
「包括的な支援につながる支援」は、いわゆる「包括的な支援」に対
してどのような位置づけにある支援なのかを考察した。｢包括的な支援｣に向けては、｢総合
的｣、｢継続的｣、｢重層的｣観点に支援を拡充する必要がある。現在、X 小学校、Y 教室およ
び関連組織の実践は、｢総合的｣観点では教育を中心にその周辺部の支援を行い、｢継続的｣
観点では小学校から中高校へ支援を伸ばし始め、｢重層的｣観点では地域社会を視野に入れ
た展開を目指している。今後各方向へ支援を拡充していくことで、
「包括的な支援」体制を
構築できる可能性を秘めていると考えられた。
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外国にルーツをもつ子どものための
学習支援教室の意義—学校との関係を軸に—

人間科学研究科人間科学専攻
博士前期課程2年
瀬戸 麗

研究の背景
外国にルーツをもつ子どもが増加傾向
• 学校内の受け入れ体制、教育の充実を図ることが課題
• 学校とは異なる性格を持つ学校外の学習の場も注目
累進的で全体的な問題に対する支援体制を構築する必要
＝「包括的な支援」←学校と地域の連携が有効（鷹田2012）
その概念、それをもたらす仕組みは整理されていない
学校と学校外の組織の、どのような関係性がどのような意味や効果
を生みだすのかについて、研究の蓄積がほとんどないことが関係：
「組織と組織」の連携は継続的な支援を生む（野津2008）

⇒子どもにとっての「包括的な支援」を考えていくに
は、学校と学校外組織の関係性やそれがもたらす支
援を明らかにする必要

研究対象地
研究課題
1. 外国にルーツをもつ子どもの教育において、学
校と学校外の組織（学習支援教室等）のどのよ
うな関係性がどのような支援や機能を生みだす
のかを明らかにする。
2. 外国にルーツをもつ子どもに対する「包括的な
支援」という視点から、研究課題1の支援や機能
はどのように位置づけられるのかを明らかにす
る。

研究方法

【X小学校】
•関西地方のとある小規模校
•外国にルーツをもつ子どもが約4割（ルーツは多くて15）
【Y教室】
•X小学校と連携関係にあり、外国にルーツをもつ子ども
が通う学習支援教室
•小学生・中学生の放課後学習支援（宿題や日本語)、
居場所づくり、生活支援
•毎週1回夜間に2時間の教室活動＋教室外支援
→選定理由： X小学校とY教室が安定した関係にある
（学校の閉鎖性（山之上ほか2007）がみられない）

研究課題1に対する結果と考察(1)

•X小学校とY教室に関わる文書や資料の収集
•X小学校とY教室での参与観察
X小学校：2018.04- 2018.10（学習サポーターとして）
Y教室 ：2017.11-2018.12
（ボランティア・コーディネーターとして）

•半構造化インタビュー
関係者19名
（Y教室コーディネーター10名:
X小学校教員5名: Y教室に通う中高生4名）
1人あたり 約1時間～3時間 : 必要に応じて複数回

Y教室の支援から見いだされる機能
(1)放課後の居場所
(2)学習（支援）
(3)日本語（支援）
(4)生活（支援）
(5)社会的スキルの形成
(6)校区の人とのつながりの形成

→ 教育問題の根底領域への支援
長期的な支援への志向性

研究課題1に対する結果と考察(2)

研究課題2に対する結果と考察

子どもに「包括的な支援につながる支援」を導く仕組み

「包括的な支援」における
Ｘ小学校とＹ教室の支援領域
図の中の実践○と破
線 → はX 小学 校 と Y
教室の支援領域を示
している。

今後の課題

ご清聴ありがとうございました。

1. 【分析枠組み】「包括的支援」とは何かを整理する。
2. 【経年調査】子どもへの継続的な支援を考える上で、
学校や学習支援教室における継承の問題について明ら
かにする。中高生へと成長していく子どもとY教室と
の関わりの変化を明らかにする。
3. 【対象の拡大】親に対する調査を行い、外国人家庭
の抱える課題とそれに対するY教室の機能をより広い
視点から明らかにする。
4. 【視点の追加】Y教室が、子どものアイデンティティ
の側面においてどのような意味を持つ場なのかを明ら
かにする。
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人がことばによって傷ついてしまうのはなぜか
―語用論の観点から
言語文化研究科言語文化専攻 中川佳保
本研究の目的は、
「話し手には聞き手を傷つける意図はなかったにもかかわらず、話し手
の発話によって聞き手が傷ついてしまう」という現象が起こるメカニズムを語用論の観点
から明らかにすることである。
「ことばによって傷つく」という現象については主に心理学の領域から研究がなされて
きている。例えば、Vangelisti（1994）は、質問紙調査によって回答者が傷ついた発話を収
集し、それを九つの種類に類型化した。他に先行研究では、傷ついた度合い、傷ついた際
にどのような反応をとったか、聞き手が傷ついた要因といった内容が扱われているが、こ
れらはいずれも傷つくという出来事が起きたその場で話し手と聞き手の間に起きた事柄で
あり、その文脈やそれが起こる動態といった、その出来事を取り巻くメタな要素は検討さ
れていない。
そこで本研究では、
「今・ここ」のコミュニケーションを取り巻き、かつ規定する要素で
あるコンテクストを分析の射程に含む、語用論的視点からのアプローチを試みる。具体的
には、参与者の社会的属性やそのコミュニケーションの場の社会的性質といった社会的コ
ンテクストや、そのコミュニケーションが起こるまでに参与者が経験してきたコミュニケ
ーションの連鎖という通時的コンテクストを加味して分析する。
また、具体的に、分析には次の二つの概念を用いる。一つ目は、Vangelisti（1994）で示
された発話例の分析に基づいて導出された、
「その発話によって否定的評価を付与されると
傷つく」という、聞き手が傷つくに至る経緯に関する定式である。二つ目は、武黒(2018)
が提唱したディスコーダンスという概念である。これは、
「言語コミュニケーションとそれ
に関わる社会文化的、記号的空間において、一致や調和、協調、和合、協和がない状態」
を指し、誤解や差異化といった明示的なものだけでなく、違和感や疎外感などの心理的あ
るいは潜在的な現象も包含する概念である。ディスコーダンスは、
「聞き手が傷つく」とい
う結果がなぜもたらされたのか、その出来事全体の構造を検証するために用いる。
以上の枠組みを用いて、日本映画から収集した三つの事例を分析した。それらの分析に
基づいて、本研究では、話し手の意図に反して聞き手が傷つくという現象が起こるメカニ
ズムを次のように構築した。まず、聞き手が傷つく発話に至るまでに、話し手と聞き手の
間で異なるコンテクストが形成される（話し手の発話の時点で形成されているコンテクス
トの不一致）。そして、それぞれのコンテクストに話し手の発話が位置付けられ（話し手の
発話が位置付けられるコンテクストの不一致）、その結果、話し手の発話に対して、話し手
と聞き手の間で異なる意味付けがなされ、
「話し手には聞き手を傷つける意図はなかったに
もかかわらず、話し手の発話によって聞き手が傷ついてしまう」という現象に至る。また、
傷つくという部分を焦点化すると、話し手の発話が聞き手の中で位置付けられるコンテク
ストが聞き手の傷つくようなものである場合に、聞き手が傷つくに至る。
主な課題としては、①「傷つく」ことそのものに関する議論の不足、②事例の偏りや分
析枠組みの脆弱さに因る、本研究が提示したメカニズムの適用可能範囲の狭さ、③ある発
話があるコンテクストに位置付けられる動態の解明の三点が挙げられる。
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1. 本研究の背景と目的

⼈がことばによって
傷ついてしまうのはなぜか
―語⽤論の観点から
未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム5期⽣
1. 本研究の背景と⽬的

4. 事例分析

2. 先⾏研究と本研究の位置付け
3. 理論的枠組み

5. 考察
6. 課題

背景
ことばによって傷つくという出来事が起きた際、傷ついた責任が話し⼿や
聞き⼿といった個⼈に帰せられる（Vangelisti & Sprague 1998）
→コミュニケーションの構造に起因するのではないか？

中川佳保

目的
「話し⼿には聞き⼿を傷つける意図はなかったにもかかわらず、話し⼿の
発話によって聞き⼿が傷ついてしまう」という現象が起こるメカニズムを
語⽤論の観点から明らかにする
1

3. 理論的枠組み

2. 先行研究と本研究の位置付け
●

2

聞き⼿が傷ついた発話の収集と類型化（Vangelisti 1994）
発話の性質や抽象化がなされていない
→発話の性質を分析

本研究の視点

社会的性質

社会的性質
場・⽂化

社会的コンテクスト
（cf. Mey 2001; 2016;
Hymes 1972）

通時的コンテクスト
●

傷ついた際の反応、傷ついた度合い、傷ついた際に話し⼿から
どの程度対⼈的距離をとったか、傷ついた要因
（Vangelisti & Crumley 1998; Vangelisti et al. 2005 など）
傷つくという出来事が起きたその場の事柄に絞られている
→語⽤論的視点からアプローチする

（cf. Bakhtin 1986;
Kecskes & Mey 2008）

分析に用いる概念

●「否定的評価を付与されると傷つく」という定式

（Vangelisti（1994）で⽰された発話例から）
2018）

● ディスコーダンス（武⿊
3

4. 事例分析―映画「阪急電車」より（三宅喜重監督、2011年）
社会的・通時的コンテクスト
あ
み
と
の後輩に奪われ、彼⽒から婚約破棄を切り出される。
時
江
「あたしの気持ちはどうなんのよ?あなたと三年も

翔 ①婚約破棄
子 ある⽇、三年間付き合って婚約していた彼⽒を職場

付き合ってきたんだよ。結婚の約束して準備もして
そういう私の気持ちはどうなるの」
「仕事もできなきゃ友達もできないあなたの面倒見
て失敗だったわ」
②結婚式当⽇
翔⼦はウェディングドレス姿で⼆⼈の結婚式に参加
する。

「絶対にあたしの方が綺麗だ」

祖⺟と孫の外出
あみは時江の義娘の娘で、時江は瓶に花の
刺繍を細⼯したデコパージュをよく義娘の
家に持っていっている。事例(1)の⽇にも、
時江はデコパージュを持っていき、そこで
あみと合流して外へ出かける。この⽇は⽝
と遊べる公園に⾏く。

結婚式からの帰りの電⾞で、翔⼦が乗って
いる⾞両にあみと時江が移ってくる
→事例(1)へ

「これぐらいの嫌がらせ、許されるでしょう」

4

4. 事例分析―事例と分析①
事例

あみの意図

(1)Sは翔⼦、Aはあみ、Tは時江を指す。

●あみの発話は時江に向けられたものである
●あみは翔⼦のことを本物の「お嫁さん」で

01 A：((翔⼦に⽬を留める))
02 A：あ,お嫁さんだ.綺麗だね,おばあちゃん.
（中略）
07 S：((あみたちの⽅を向いた後、泣き出す))
08 A：[お嫁さんやのになんで泣いてんの?
09
[((時江に向かって))
→この後、時江が翔⼦に声をかけ、翔⼦と時江のやりとり
が始まる
「非常識な女だと、お思いですよね？」
「傷つくことなんて、言われなくってもわかってて、
その上でやったんでしょう？」

5

「綺麗」だと思っている

あみには翔⼦を傷つける意図はない
翔子が傷つくに至るまで
堆積していた否定的評価の前景化
●婚約破棄：「三年も付き合って」「結婚の

約束して準備もして」きた⾃分ではなく、
「仕事もできなきゃ友達もできない」、
「絶対にあたし（＝翔⼦）の⽅が綺麗だ」
と思っている後輩が結婚相⼿に選ばれた
●「嫌がらせ」
● ウェディングドレスを着て電⾞に乗って
6
いる「⾮常識な⼥」

4. 事例分析―分析②

5. 考察

ディスコーダンス分析
【ミクロ】 ● あみの発話に対する意味付けの不⼀致
【メタ】
● あみの発話が位置付けられるコンテクストの不⼀致
● 翔⼦のコンテクストについての知識の不⼀致
● あみと翔⼦が経てきたコンテクストの不⼀致

話し手の意図に反して聞き手が傷つくに至るメカニズム
聞き⼿に否定的評価を付与するような
コンテクストに話し⼿の発話が位置付けられる
話し⼿と聞き⼿で
異なるコンテクストの形成

話し⼿の発話が位置付けられる
コンテクストの不⼀致

話し⼿の発話に対する
意味付けの不⼀致
話し⼿の意図に反して
聞き⼿が傷つく

あみの意図に反して翔子が傷つくに至るまでのメカニズム

7

6. 課題

共生への適用可能性
●ミクロレベルに偏在する「コミュニケーションのうまくいかなさ」
●マイクロアグレッション（⾦ 2016）
経てきたコンテクストの違い、相⼿のコンテクストの無知
→⾃らが持つ加害者性への意識の鈍化

8

参考文献
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↑事例の偏り、分析枠組みの脆弱さ
●コンテクストの違い、理解不可能性を踏まえて

9
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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2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 31 年 1 月 10 日に電子メールで行った。提出期限は 3 月 29 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。

2

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 3 月 28 日

研究科・専攻
氏

言語文化研究科

言語文化専攻

王一瓊

名

研究テーマ

適切な支援とは何か：日米における言語的マイノリティー生徒を抱える教室で
のコミュニケーションを例に

【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。〕

●研究背景及び研究目的
日本語能力が不十分な状態のまま日本の学校に入学せざるを得ない外国にルーツを持つ子ど
もの数が急増している。筆者は今まで、大阪府に位置する、外国にルーツを持つ子どもを受け入
れている公立高校 A 校で調査を行ってきた。難解な教科内容と不十分な日本語能力のために生
徒は困難を抱えているが、現場にいる教師と外国にルーツを持つ子どもは共に努力して解決して
いることがわかった。だが、言語的な問題や学力的な課題はまだ残されている。
日本では、最近、外国人材受け入れ拡大を目的とした改正出入国管理及び難民認定法が成立す
るなど、外国にルーツを持つ子どもの言語・教育が一層切実な問題になると予想される。ところ
が、日本は、正式な移民政策、言語政策などを有しておらず、外国にルーツを持つ子どもが抱え
る言語的な問題や学力的な課題への解決案の先行きが不透明である。
これまで、アメリカやオーストラリアなどの移民先進国と日本の現状を比較した「言語的マイ
ノリティーの子どもの言語の問題」に関わる先行研究は存在するが（バトラー 2011、川上 2009
など）、結局ホスト言語の習得に着目することに終始し、多言語による教科学習支援や、教室に
おける多言語コミュニケーションを度外視する傾向にある。
本研究では、移民が作り上げた国であるアメリカ合衆国に着目し、特に、全米で言語的マイノ
リティーの児童生徒が最も多いカリフォルニア州に焦点を当て、政策から学校での実践における
日米の異同を明らかにし、言語的マイノリティーの児童生徒への適切な支援策を明らかにした
い。
そこで、本研究では、日米における言語的マイノリティーの生徒の言語を支援するための政策
及び実践の異同を明らかにし、言語的マイノリティーの生徒にとって適切な支援とは何かを探る
ことである。
●研究課題
本研究では、言語的マイノリティーの生徒への適切な支援とは何かを明らかにするために、
「ホ
スト言語教育」、
「母語教育」、
「教科支援の仕方」という３つの側面を着目し、日米の支援策、そ
の実践、及びその影響を明確したい。
●研究方法
本研究では、筆者は母語である中国語を生かし、中国語教育サポーターとして教室に参与し、
「観察者としての参加者」という立場で参与観察を中心とした質的調査を実施した。加えて、教
師と生徒の意識を明らかにするために、半構造化インタビューを行う。参与観察で見つかった問
題点と現象に基づき、インタビューを行なう。分析においては、会話の聞き手の立場にも注目す
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る「参与枠組み」（Goffman 1981）を参考にし、教師と生徒の相互行為に注目する。
●論文の構成
第1部

はじめに

第１部では、言語的マイノリティー生徒が直面する言語問題、教育問題を取り上げ、適切な支
援策とは何かを探りたい。これまで、言語的マイノリティー生徒への支援策は「ホスト言語」の
習得に注目してきたが、本研究では、母語学習、教科学習などに関する支援も検討する。
第 1 章 研究背景及び研究目的
第 2 章 問題提起
第２部

日米における言語政策及び教育政策

第 2 部では、アメリカと日本における言語的マイノリティーに関係する言語政策と教育政策を
まとめ、その異同を明らかにする。周知のように、アメリカは歴史上、多文化社会であり、移民
に関する言語政策と教育政策を有している。一方、日本には明確な言語政策は存在せず、自治体
ごとに支援の仕組みを構築してきた。国策レベルで、言語的マイノリティーへの対応が異なるこ
とがわかった。日米両国の「政策」の内容をさらに分析比較し、その異同を明確にする。
第 3 章 言語的マイノリティーをめぐる言語政策
第 4 章 言語的マイノリティーをめぐる教育政策：学齢期生徒を中心に
第３部

日米における言語的マイノリティーの子どもを抱える学校での実践及びその影響

政策に関するマクロレベルだけではなく、第 3 部では、ミクロレベルで、実際の教室現場では
どのようなコミュニケーションを行なっているかを探る。そこで、「ホスト言語教育」、「母語教
育」及び「教科学習」という３つの側面に分けて、考察を行う。
第 5 章 ホスト言語評価システムの有無とその影響
第 6 章 母語支援政策による生徒の母語意識の異同
第 7 章 教科学習に関する支援策の異同とその効果
第４部

言語的マイノリティーな生徒には適切な支援とは何か

おわりに
●研究計画（これからの予定）
1. 2019 年度
・公立学校である A 校にて、引き続き参与観察及びインタビュー調査を行う。
・日本側の部分を中心に執筆する。
・2018 年、アメリカの公立学校 B 校で得たデータを分析する。
・公立学校 B 校の生徒と繋がりがあるため、学校生活の様子を伺うために、定期的にインフォ
ーマル・インタビューを行う。アメリカ側の部分もある程度書く。
2.2020 年度
・1 月から 4 月まで、公立学校 B 校に戻り、参与観察及び半構造化インタビューを行う。
・日本側の研究成果と比較しながら、アメリカ側の内容を執筆し、論文を完成する。
参考文献
川上郁雄[他]編（2009）『「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
小林宏美（2007）
『多文化社会アメリカの二言語教育と市民意識（叢書 21COE-CCC 多文化世界にお
ける市民意識の動態）』慶應義塾大学出版会
佐藤郁哉（2002）『フィールドワークの技法：問いを育てる 仮説をきたえる』新曜社
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
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リサーチ・プロポーザル

平成 31 年 3 月 29 日

研究科・専攻
氏

人間科学研究科・人間科学専攻
岡本かおり

名

研究テーマ

コミュニケーションにおける空想の現象学的研究

【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。〕

研究目的：本研究は、以下の２点を目的とした。
第一に、フッサール現象学における中立的意識分析の発展過程とその理論的意義の解明。
第二に、「中立的意識」並びに「知覚的空想」がコミュニケーションにおいてもつ機能と射程の
解明。
研究方法
方法１. 中立的意識分析に関する文献研究：フッサール全集 23 巻『空想、像意識、記憶』を、
「知覚的空想に至るまでの中立的意識分析の変化」という観点から精査する。
方法２. リシールの「空想論」の検討：マルク・リシールの『空想、想像、情動性』(2004)を第
四部を中心に精査する。
方法３. ベイトソンのコミュニケーション理論との比較分析：グレゴリー・ベイトソンの『精神
の生態学』(1972)を参照し、「フレーム」概念と「中立的意識」を比較検討する。
方法４．高齢者施設でのフィールド調査と分析：高齢者施設でのフィールド調査をおこない、収
集した事例を方法 3.までで整理された議論を用いて分析する。
研究内容・計画
【４年次】
１．中立的意識に関する時代ごとの詳細な研究
フッサール全集 23 巻『空想、像意識、記憶』には、1898 年から 1925 年までに執筆された中
立的意識に関するテクストが収められている。本研究では、各時期において「想像 Imagination」
と「空想 Phantasie」の概念にどのような変更・異動がみられるのかという点に着目しテクスト
を精査する。同時に意識経験の典型例の変化にも注目する。というのも各意識概念の理論構成は、
フッサールが分析する経験のタイプによって大きな影響を受けるからである。
２．「知覚的空想」の発展的研究
マルク・リシール（1943-2015）はベルギー出身の現象学者であり、とくに 2000 年代以降は
精神分析の知見を参照し、病的体験に関する独自の現象学を展開した。リシールは『空想、想像、
情動性』において、精神分析家の記述した子どもの「ごっこ遊び」に関する症例を「知覚的空想」
概念によって分析している。本研究は、このリシールによる「知覚的空想」の解釈を詳細に検討
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する。これは「知覚的空想」の典型例を演劇としたフッサールの議論を、日常的なやりとりに関
わるコミュニケーション論に組み替えるうえで必須の作業となる。
【5 年次】
３．フッサール現象学とコミュニケーション理論の架橋
フッサールの「中立的意識」がコミュニケーションにおいて重要である理由は、それが発言の
コンテクストを決定する要因だからである。もし発言が「中立的意識」に基づくなら、それは真
面目な発言ではなく冗談・メタファー・演技等として解釈される。このような発言のコンテクス
トについて、「中立的意識」と近い観点からコミュニケーション論を展開したのが、アメリカの
人類学者グレゴリー・ベイトソン（1904-1980）である。本研究では、ベイトソンの『精神の生
態学』を参照し、
「中立的意識」と概念上の共通性をもつ「フレーム」概念について検討する。研
究内容２．と並んで、フッサール現象学をコミュニケーション論に組み替えるうえで必須の作業
となる。
４．認知症高齢者との非言語的なコミュニケーション事例ついての分析
修士論文では、フッサールの概念を具体的事例において検討することが、その実践的意義を測
るうえで大変効果的であった。そのため、本研究でも認知症高齢者の事例を「中立的意識」並び
に「知覚的空想」から分析する。現在のところ、介護士へのインタビューと逐語録の分析を予定
している。
【参考文献】
1. Husserliana, Bd.23: Phäntasie, Bildbewusstsein, Erinnerung (1980).
2. M. Richir, Phantasia, Imagination, Affectivité, (Millon, 2004).
3. G. Bateson, Step to an Ecology of Mind (1972). 佐藤良昭訳『精神の生態学』（思索社、
1990=2000 年）
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金

研究テーマ

31 年

世貞

日韓両国における高等学校での教育活動に関する比較分析
―日本の「学びの共同体学校」と韓国の「革新学校」―

【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。〕

これからの研究計画の背景、着想に至った経緯

韓国では 2009 年から京畿道をはじめ、
「革新学校」が運営されてきている。このような韓国の「革
新学校」は公教育の画一的な教育カリキュラムから外れ、創意的で、主体的な学習能力を培うため試
している新しい学校形態を称する。韓国のこのような「革新学校」の導入は日本の「学びの共同体学
校」のモデルから大きな影響を受けており、「革新学校」の運営原理として提示された自発性、創意
性、協働性、公共性が日本の「学びの共同体運動」と同一であり、協力と自己主導性を育てる教育方
法、学びの共同体運営を通した教員の専門性伸長、保護者との協力的なパートナーシップ具現なども
「学びの共同体」の原理と類似である（佐藤学 2018，キム∙スンホ 2015）
。最近の日本と韓国では公
教育の改革するため、このような「学びの共同体」原理に基づいた学校や授業の変化を求めている教
育政策や学校が増えている。しかしながら、韓国の「革新学校」では生徒の全てのことが依然として
学校生活記録簿に評価され、記載されているが、日本の「学びの共同体学校」では生徒に対する評価
よりは人間力や創意性などの育成を重要視している。そのため、このような状況で各学校の基本運営
原理である「学びの共同体」体制がどのように影響を与えているのかについて明らかにする必要があ
る。
研究目的
日本と韓国は有名な大学に入るために深刻な入試競争をしている社会だと言われており、典型的な
新自由主義教育システムを用いている国として思われる。このような社会や学校教育の雰囲気のなか
で、教育改革のために実施されている「学びの共同体」体制がこれからも、教育改革のための学校教
育において持続可能性を持っているかどうかについて明らかにする必要がある。韓国の「革新学校」

や日本の「学びの共同体学校」が公教育を正常化させ、新しい教育改革の代案として全国的に広がっ
ている今のような状況で、果たして「学びの共同体」体制が似たような社会的な構造や教育システム
を持っている日本と韓国の教育現場で実効性や持続可能性を持っているのかについて、両国の学校教
育現場の事例比較分析を行いながら「学びの共同体」体制に関する様々な現実や問題点について診断
してみる必要性がある。
研究方法

日本と韓国でそれぞれ、「学びの共同体学校」や「革新学校」として指定された高等学校を対象と
して、フィールドワークを行う。実際に各学校で取り組んでいる様々な教育活動、生徒や教師文化な
どを観察するために、参与観察やエスノグラフィーの方法を用いて調査を行いながら、実際に公教育
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を正常化させるためにどのような努力をしているのか、大学入試を重要視している日本と韓国の社会
で、それぞれの「学びの共同体学校」や「革新学校」がどのような教育方法を用いているのかについ
て比較的な観点から両国の事例を分析する。
研究内容
日本と韓国の「学びの共同体学校」や「革新学校」を対象として、両国の高等学校での教育活動を
比較分析しながら、「学びの共同体」体制の持続可能性を明らかにすることを目的とする。特に高等
学校を対象とする理由は高等学校が大学入試や社会進出において直接的な影響を受けているため、社

会に出る前の段階での「学びの共同体」の教育活動がその実効性を持っているのかについて明らかに
する必要があるからである。また、日本と韓国が似たような教育制度、教育システム、教育政策、社
会的な構造を持っており、特に韓国は日本の「学びの共同体運動」の影響を受けて、「革新学校」を
導入したため、日本の「学びの共同体学校」との差異点について比較分析を行いながら、日韓の「学
びの共同体」体制の実効性や持続可能性について検討する。
どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか

日本と韓国の「学びの共同体学校」や「革新学校」をフィールドとして研究を行う予定である。日
本と韓国の学校で 3 ヶ月以上フィールドワークを行いながら、各学校での教育活動の内容、生徒と教
師の文化形成及び意識変化、生徒の社会進出に中点を置いて調査及び研究を行う予定である。特に「学
びの共同体」体制が公教育の正常化にどこまで影響を及ぼしているのか、大学入試や社会進出の直前
の教育を行っている高等学校でも「学びの共同体」体制が実効性や持続可能性を持っているのかにつ
いて明らかにしたいと思っている。
1.高等学校での「学びの共同体」体制（実態把握）

日本と韓国で大学入試を重視している高等学校で、自発性、創意性、協働性、公共性、自己主導性
を育てる教育方法、「学びの共同体」の運営を通した教員の専門性伸長、保護者との協力的なパート
ナーシップ具現を基本原理としている「学びの共同体」体制がその目的を達成しながら、大学入試教
育、社会進出のための教育をうまくしているのかについて分析する。これらの分析を通して高等学校
教育段階での「学びの共同体」体制の効果や実態について明らかにすることが可能となる。
2. 高等学校での「学びの共同体」体制（原因探求及び結論）

学歴社会∙競争社会（新自由主義教育システム）と大学入試を重視する社会だと言われている日本
と韓国の社会の中で、公教育を正常化させ、協力教育を目的としている「学びの共同体」体制が高等
学校教育現場でも実効性を持っているのかについて明らかにする。その実効性の分析に向けて、日本
の韓国の社会構造、教育システム、教育政策の変数との関係性に中点をおいて分析を行う。また、そ
のような状況のなかでの「学びの共同体」体制の持続可能性について明らかにする。
当該研究の位置づけ、意義

本研究は「比較教育」研究や「教育改革」研究という 2 つの研究領域に位置するものであり、教育
改革の観点から「学びの共同体」体制を用いている日本と韓国の教育現場での教育改革に対する問題
点や持続可能性を探求するものである。そのため、似たような社会文化∙社会構造や教育政策∙教育シ
ステムを持っている日本と韓国の新しい教育改革の実態・問題点を踏まえたうえで両国の教育改革政
策について新しい考察ができるという意義がある。
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名
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災害対応に関するキリスト教会の可能性
―平成 30 年 7 月豪雨以降のキリスト教会と「関西防災クリスチャン」の事例
から―

【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。〕

＜2019 年度における研究計画＞
時期 4 月～5 月
6 月～7 月
8 月～9 月
10 月～11 月 12 月～1 月
内容
キリスト教会・広島災害対策室・呉ボランティアセンターでの調査
研究目的①
前年度調査 学会発表
インタビュ イ ン タ ビ ュ 投稿論文の
について：
について論 （英語）
ー調査
ーの整理・現 執筆
復興面研究
文発表
場へ還元
＠広島・呉
博士論文の執筆
研究目的②
について：
防災面研究
＠大阪

関西防災クリスチャンを中心とした団体への参与観察および共同実践研究
「防災祈り
会」への参
与観察

「防災祈り
会」への参
与観察

＜2020 年度における研究計画＞
時期 4 月～5 月
6 月～7 月
内容
研究目的①
について：
復興面研究
＠広島・呉
研究目的②
について：
防災面研究
＠大阪
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1 月～3 月

前年度調査
について論
文発表

「防災祈り
会」への参
与観察

インタビュ
ー調査

インタビュ
ー調査の整
理

論文を執
筆・投稿

8 月～9 月

10 月～11 月

12 月～1 月

1 月～3 月

学会発表
（英語）
博士論文の執筆

前年度調査
について論
文発表
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＜研究目的＞
・公共的空間（斎藤 2000: x）としての被災地を対象として、①宗教的ケアの可能性と②宗教者
による防災の可能性を明らかにすることである。
・その際、実際の現場を訪れ調査を行う。
以上の研究目的の背景には、以下の学術的・社会的な背景がある。
・公益性・公共性には宗教的な心のケアも含まれると考えられるということ
・実際に質問紙調査からはそのようなケアが求められていることが明らかになっていること（三
木 2008）
・国際的な人道支援の分野や宗教社会学の分野においてもこれまで宗教の危機的状況下におけ
る重要性が指摘しされてきているにもかかわらず実際の現場において事例研究が十分でないこ
と、特に一神教信仰文化でない地域圏において十分でないこと（Walker2012: 115,131-132）
・国内においては事例研究の積み重ねがある中でもそのような事例を対象に研究を試みた例は
少ないこと（三木 2015 など）といったものである。
・さらに防災分野においても、類似したことが言える。すなわち、防災分野について宗教者の役
割の重要性が分野両断的に着目されてきているが、実際の事例研究の積み重ねが少なく、特に日
本 国 内 の キ リ ス ト 教 研 究 に つ い て 研 究 の 積 み 重 ね が 乏 し い と い え る （ McGeehan2014;
Baidhawy2015）。そこで本研究では実際の宗教的ケアと防災の事例について日本国内の現場で見
られたものについて取り上げ、考察することとしたい。
＜研究方法＞
① 復興面に関する研究：
・申請者は平成 30 年 7 月以降、キリスト教会内に設置された「広島災害対策室・呉ボランテ
ィアセンター」に現在までスタッフとして携わっている。2019 年度以降、どのようにコミュ
ニティに宗教者が寄り添っていけるのかが焦点となっている。宗教のケアの可能性に関して
調査を続け、コミュニティの復興について参与観察を行い続ける。
・また、これまでボランティア活動に従事してきた聖職者や信徒らが疲れを見せる場面もあ
った。それらの従事者に、現状について尋ねるなどのインタビューを行う。先行研究でも課
題とされている
② 防災面に関する研究：
・修士論文にて対象とし、フィールドワークを行ってきた関西防災クリスチャンの防災活動
（「防災祈り会」）に参与観察を続ける。そこで
以上の①と②、いずれについても、内面からの視点が重要となる為エスノグラフィーを用いる。
斎藤純一 2000『公共性』岩波書店。
三木英 2008「不慮の災いと宗教の癒し」渡邊直樹編『宗教と現代がわかる本 2008』平凡社。
三木英 2015『宗教と震災――阪神・淡路、東日本のそれから』森話社。
Walker, Peter., Mazurana, Dyan., Warren, Amy., Scarlett, George., & Louis, Henry. 2012
The Role of Spirituality in Humanitarian Crisis Survival and Recovery. Oxford: Oxford
University Press.
McGeehan, Kathleen M. 2014 Religious narratives and their implications for disaster
risk reduction.
Baidhawy, Zakiyuddin.2015”THE ROLE OF FAITH-BASED ORGANIZATION IN COPING WITH DISASTER
MANAGEMENT AND MITIGATION Muhammadiyah’s Experience,” JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM,9(2):
167-194.
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氏

人間科学研究科
澤井

名

研究テーマ

人間科学専攻

未来共生学講座

3月

29 日

共生社会論分野

未緩

沈黙を打ち破る若者たち
―同和対策事業特別措置法失効後の同和教育に焦点を当てて―

【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
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
場宣言とは他者への出自の打ち明けを通して、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葛
藤してきた。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、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。
しかし同和対策事業特別措置法（以下、特措法）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代わるかたちで人権教育が広がりを見せ、同和教育を支えてきた制度
的枠組みは大きく変わった（阿久澤 2017）。奥田（2017）は根拠となる法律が終結したことで、
地方自治体によっては「同和教育の軽視」「部落問題抜きの人権教育」の傾向がみられると指摘
している。現在、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。一部の研
究者による部落の人々の生活史の聞き取り調査などには一定の蓄積が見られるが、同法の失効を
受け公的機関による実態調査は行われておらず（齋藤 2017）、特に部落出身の若い世代を中心と
した調査は不足している。
問題点と解決方策

同和教育で大切にされてきた「反差別の姿勢」、
「差別を見抜く視点」が生徒にどのように根付
いていくのか/いかないのかという点、また非当事者生徒の部落問題に対する意識変容に着目す
ることを通して、反差別を目指すアクターがどのように養成されていくのかという点に目を向け
る。特措法が失効した後、同和教育の在り方が大きく変わる中、多くの若者が部落に対する誤っ
た認識や差別的な言説を教えられている現状がある一方で、こうした認識を改め、差別の解消や
人権文化の創造を目指してきた多くの教師、学校も確かに存在する（若槻 2015）
。しかし、これ
までの同和教育の実践にどのような成果があり、どのような課題があったのかという検証が充分
に行われてきたとは言い難い現状がある（髙田 2015）。
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研究の目的

本研究の目的は、部落出身者に沈黙を強いる社会において当事者の若者たちはそれらにどのよ
うに対抗できるのか、また同和教育はそれにいかに寄与できるのかを明らかにすることである。
その上で、特措法の失効以降、変遷を続ける同和教育の可能性を示し、政策的・実践的示唆を社
会に提示することを目指す。
どのような計画で、何を、どこまで明らかにするのか

1．卒業生調査：A 地区で育った卒業生が、現代社会の中でいかにして出自の打ち明けを可能にし
ているのか、またそれを可能にしている要因は何かを明らかにする。
2．学校調査：
①当事者生徒への調査：同和教育の実践において、自らの出自を語るという行為をどのように意
味づけ、それを語る／語らないという選択の要因はなにかを明らかにする。また実践を通じて、
自らの出自や非当事者との関係についての意識がどのように変容していくのかを描き出す。
②非当事者生徒への調査：同和教育の実践において、当事者生徒たちの打ち明けをどのように受
け止めているのか明らかにする。その上で、実践を通じて部落問題や当事者への意識がどのよう
に変容していくのかを描き出す。
研究方法・研究内容
卒業生調査では C 小学校・D 中学校・E 高校の卒業生を対象とし、学校調査では E 高校の 1 年
生から 3 年生を対象とする。E 高校は所在する B 市以外の部落生徒や外国にルーツのある生徒、
障害のある生徒、セクシャルマイノリティの生徒、家庭背景が厳しい生徒など、多様な背景を持
った子どもたちが通っている。また、E 高校ではかねてより出自やルーツなどを他者に語る実践
が大切な教育実践として受け継がれており、マイノリティ生徒との出会いや、生徒が持つマイノ
リティ性への語り合いの経験を重視してきた。以上のことから本研究を遂行する上で E 高校は最
適であると考えた。具体的な研究方法及び内容は以下の通りである。図 2．これからの研究デザイン
1.卒業生調査：C 小学校・D 中学校・E 高校の卒業生
へのインタビュー調査を行う。主な聞き取り内容とし
て、社会の中で出自の打ち明けをどのように行ってい
るのか/いないのか。行っている/行っていないとすれ
ば、その要因は何かを尋ねる。その上で卒業生たちが
現代社会をどのように生き抜いているのか、どのよう
な戦略を持っているのかを明らかにし、現代の部落問
題のあり様を描き出すことを目指す。
2．学校調査：参与観察・インタビュー調査を主たる方
法とする。参与観察では、同和教育を通じて E 高校の
生徒に部落問題に対する意識がどのように変容する
のかを当事者生徒と非当事者生徒の双方の視点に注目する。加えてインタビュー調査では、同和
教育を通じて生徒たちはどのように出自を打ち明けているのか、またその要因は何かを尋ねる。
また必要に応じて質問紙調査も行い、定性的・定量的両者の側面から E 高校の教育実践が生徒に
もたらす意識変容の実態を明らかにする。その上で現在の同和教育の実践のあり様を描き出し、
同和教育の可能性を提示する。
（参考文献）阿久澤麻里子 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.
と」を問い直す」
『三田社会学』No.19 pp.20-33
『結婚差別の社会学』勁草書房

調査からみる若い世代の意識」奥田均編著『ガイドブック

宮下阿子 2014 「対話的構築から〈対話的還元へ〉―研究者が「当事者でもあるこ
奥田均 2017 「部落差別推進法を読む」 奥田均編著『前掲書』 齋藤直子 2017

Bondy, C. 2015 『VOICE, SILENCE, and SELF Negotiations of Burakumin Identity in Contemporary

Japan』Harvard University Asia Center.

髙田一宏 2015 「社会的排除と教育―部落の児童・生徒の実態から―」
『仏教大学総合研

究所共同研究成果報告論文集』pp.15-27

若槻健 2015 「『排除』に抗する学校」『教育社会学研究』第 96 集 pp.131-152.
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リサーチ・プロポーザル

平成

研究科・専攻
氏

名

研究テーマ

国際公共政策研究科
張

茜樺

（ちょう

31 年

3

月 29 日

比較公共政策専攻

せんか）

日本における中国人母親が自発的に作った「小団体」に関する研究

【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。〕

定義（仮）：
「小団体」
：ある個人或いは数人が発足し、メンバーが定期或いは不定期的に集まる 50 人以下のグ
ループ。（例えば、張 2019 に言及したある中国人母親が発足した絵本の読み聞かせと制作を中心に
活動している「WeChat ママグループ」も「小団体」の一例である。）
研究目的：
本研究は日本在住の中国人母親が自発的に作った「小団体」をどのように作り上げ、維持されてい
るのかを描き出しながら、これらの団体は外国人でも住みやすい社会のさらなる実現に果たす役割と
課題を検討する。
研究活動の全体計画：
グローバル化の進行と伴い、女性の海外出産・育児はますます重要な課題になっている。日本にお
いても、外国人の滞日パターンは単身・短期滞在型から、家族、中長期滞在型へと変化し、定住する
傾向が強まっている。近年、日本在留の中国人の増幅は最も著しいわけではないが、滞日人数が総滞
日外国人数の３割弱を占め、最も高いのは不変である（法務省）。また、永住者の増減率が正である
ことからもその定住化が見えてくる。しかし、このような情勢の中、ニューカマーの子どもの教育な
どに関する研究が多く見られるが、子どもの親の社会的行動などに関する研究は十分にされていると
は言えない。
また、カースルズとミラーの移民過程論（Castles and Miller 1993=1996:26-27）によれば、移民
は定住が進むにつれ、互助的なネットワークを作り、その後、独自の期間を持つエスニックコミュニ
ティを形成するという。近年、日本在住の中国人母親により自発的に作られた同国人或いは同郷人の
コミュニティも次第に現れているのはその一例だと言える。同国人・日本人とのネットワークは、子
どもの教育に関する情報をもたらし、子どもの学校適応を促す教育資源になっていることを指摘され
ている（志水・清水 2001）。一方、日本在住の中国人母親が愛用する「WeChat ママグループ」は、
日本在住の中国人母親のソーシャル・サポートの獲得に大きな役割を果たしているが、同国籍以外の
コミュニティとの疎遠が課題として残されている（張 2019）。
さらに、日本における外国人コミュニティの形成は教会などを拠点にするものがよく見られるが、
無宗教の方が多い日本滞在の中国人母親のコミュニティの形成はそれとまた違い、それらの
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ネットワークをどのように作り上げ、維持、資源として利用しているのかについて明らかになっ
ていない。
したがって、本研究は、日本在住の中国人母親が自発的に作られたコミュニティ（仮：
「小団体」）
の形成過程と維持方法を描き出しながら、それらの「小団体」が実際にどうどのような活動を行
われているのかを把握した上、多国籍のコミュニティの接点或いは接するあり方を探る。こうす
ることで、これらの「小団体」が日本における外国人でも住みやすい社会の実現に果たす役割と
課題を検討したい。
研究方法：
本研究は主に質的調査を通して進んでいく。まず、各小団体の発起人に対するインタビューを
通して、それらの小団体を発足したきっかけ及びその形成過程などを把握する。その後、各小団
体が行う活動に対する参与観察を通して、もっと深い角度で各小団体の特性を抽出する。また、
筆者自身が今年の四月から発足する予定の家庭型の「小団体」を一つ拠点として、今までの中国
人の親子だけ参加する活動を行っている「小団体」と異なり、日本人を含め、中国籍以外の親子
の参加も狙う活動を実践的に模索していきたい。これらの活動に対する参与観察とより多くの異
なる文化的背景を持つ親子の対話を通して、今後、中国人母親が自発的に作った「小団体」のよ
り良い発展方向を探ることができる。

Castles, S. and Miller, M.J. 1993. The Age of Migration: International Population Movement
in the Modern World. Macmillan. （=1996.関根政美・関根薫訳『国際移民の時代』名古屋大学
出版会）
志水広吉・清水睦美編.2001.『ニューカマーと教育−−−学校文化とエスニシティの葛藤をめぐって』
明石書店
張茜樺 2019「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」『未来共生学 2019』Vol.6 pp.329-355
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氏

名

人間科学研究科人間科学専攻
冨安

皓行

ゲイと老いに関する人類学的研究―サンフランシスコのゲイたちの
研究テーマ

「老いの技法」に着目して―
【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。〕

研究の目的

本研究の目的は、アメリカ・サンフランシスコにて老いを経験する 50 代以上のゲイの生
活の実態を明らかにすることで、異性愛規範的な老いの様式を対象化しながら、ゲイとして
老いることという新しい「老いの技法」を模索することである。また本研究によって、差別
される客体としてゲイを捉え差別からの解放という目的に利用する研究や、ゲイというカテ
ゴリーを解体させゲイと異性愛者のボーダーをないものにする研究でもない、アイデンティ
ティ・ポリティクスに直接的に還元されないゲイ研究の可能性を模索したい。
学術的・社会的背景

これまでのゲイを対象とした研究は、ゲイ・アイデンティティを本質的なものとして捉え
抑圧された彼らの生活の実態を明らかにすることでゲイの社会的権利を訴えていくゲイ・ス
タディーズ的な研究の志向と、ゲイ・アイデンティティを構築されたものとして捉え構築さ
れたゲイ・アイデンティティを解体しゲイと異性愛者の連続性を強調していくクィア・スタ
ディーズ的な研究の志向に分かれている。しばしば起こるこの二つの研究志向の衝突は、ゲ
イを対象とした研究を非常に複雑なものにしている。本研究は、これらの本質主義的・構築
主義的な議論の衝突ともいえる議論から距離を取りながら行う。本研究においては、ミシェ
ル・フーコーによるゲイを対象とした研究に対する志向性を研究の軸に置く。それはゲイと
いう存在がいかなる存在か議論することではなく、現存の社会規範を超えた新しい生き方を
模索するためにゲイというカテゴリーを利用していくという志向性である（フーコー
2001:118-119）。このフーコーの指摘に基づいてゲイの生き方について模索するならば、ゲ
イたちはいかなる生き方を実践しているのだろうか。その生き方は、いかなる時に観察され
るのだろうか？
新しい生き方が観察される時として、ゲイが老いに向き合う時が考えられる。人の老いに
関するテーマは、哲学・人類学・社会学・心理学などにおいてこれまでも注目されてきた。
たとえば、どのように人は老いるべきかについて、心理学者たちはライフステージという観
点から考えている。そこでは人生には年齢にもとづいたいくつかのステージがあり、それぞ
れのステージの課題に向き合うことが必要とされる。壮年期・老年期の課題として、子ども
を「一人前」に育てることや、親の介護を行うこと、パートナーの死をみとることなどがあ
る。しかしながらこのような議論は、結婚し子どもを持つことを当たり前のものと考える近
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代的な家族システムや異性愛中心的な規範に基づいていると指摘できるだろう。ゲイたちの
中には、結婚せず子どもを持たないゲイたちも多く存在しており、彼らは、これまで語られ
てきた老いとは違う経験をしていると考えられるのである。ではゲイたちはどのような老い
を経験しているのだろうか？
この問いを明らかにするために、本研究では研究のフィールドをアメリカ合衆国サンフラ
ンシスコとし、その中でも特に 50 代以上のゲイと彼らの集まる空間に着目する。アメリカ
合衆国サンフランシスコは、1980 年代のアメリカにおけるゲイ解放運動の中心の地であり、
その運動の中で多くの人びとが自らをゲイと位置付けゲイとしての生き方を模索してきた。
現在運動で自らをゲイと位置付けた者たちが、壮年期・老年期に差し掛かっており、ゲイ・
コミュニティは、これらの 50 歳以上のゲイを 50＋（フィフティプラス）とカテゴライズし
彼ら特有の課題を明らかにしながら、その課題に対してサービスを提供している。
ゲイというアイデンティティを模索したサンフランシスコに住む 50＋のゲイたちは、自
身の老いる経験においてどのような課題と向き合っているのだろうか。その課題を解決する
ためにどのような方略（「老いの技法」）があるのだろうか。また老いる経験の中でどのよう
な他者とどのように交流しているのだろうか。以上の点について探求していく。
研究方法

本研究の方法を、サンフランシスコに住む 50 歳以上のゲイへのインタビューと、ゲイ・
コミュニティの提供するサービスにボランティアとして参加する中での参与観察とする。な
お研究のフィールドがサンフランシスコであることから、約 1 年 3 カ月の長期フィールドワ
ークを予定している（これまで 2018 年 10 月～12 月、2019 年 1 月～2 月までで合計 3 カ月
のフィールドワークを実施済みである）。以下にインタビューとフィールドワークの概要、
今後二年間のスケジュールについて述べる。
インタビューの概要
サンフランシスコに住む 50 歳以上のゲイに対してインタビューを行う。インタビュー目
標数を１人２時間、合計 20 名と設定する。インタビューでは調査協力者のライフストーリ
ー、現在の生活について聞く。インタビューにより調査協力者の老いの経験を過去と連続し
たものとして捉えながら、ゲイとして老いることの課題を明らかにしていく。
フィールドワークの概要
サンフランシスコで活動している二つの非営利組織にボランティアとして参加する中で
フィールドワークを行う。団体 A はサンフランシスコで 50 歳以上のゲイを対象とした住居
サービスと医療サービスを提供している。団体 A により毎月開催されている「死と向き合う
ワークショップ」と「食事を通した交流イベント」にボランティアとして参加するなかで起
こった出来事を記録する。団体 B はサンフランシスコのゲイエリアで高齢者に対して食事サ
ービスと健康増進を目的としたサービスを提供している。団体 B の食事提供サービスでスタ
ッフとして活動する中で、その際起こったことを記録していく。フィールドワークではイン
タビューでも聞く他者との交流に着目し、彼らがどのように他者と交流しているのか、その
交流がゲイとして老いることにどのような意味を持つのかを明らかにする。
今後二年間のスケジュール（予定）
今後二年間のスケジュールは以下の通りである。
2018 年 10 月～12 月 第一回目の短期フィールドワーク（実施済み）
2019 年 1 月～2 月 第二回目の短期フィールドワーク（実施済み）
一年目 2019 年 4 月から 9 月 これまでのフィールドワークやインタビューの分析
2019 年 10 月― 第三回目の長期フィールドワーク
二年目
―2020 年 9 月
2020 年 10 月～2021 年 3 月 インタビューと参与観察の分析
参照文献

フーコー、ミシェル 2001「性的快楽の社会的勝利―ミシェル・フーコーとの会話」林修訳、蓮實重彦・渡辺守章監修、小林康夫・
石田英敬・松浦寿輝編『ミシェル・フーコー思考集成 9 1982-1983 自己・統治性・快楽』pp.118-126、東京：筑摩書房。
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研究科・専攻
氏

言語文化研究科・言語文化専攻
林

名

研究テーマ

貴哉

在日ベトナム難民の日本語学習を支える学習者オートノミーと社会的文脈に
関するライフストーリー研究

【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。〕

【研究の背景】
地域における「生活者としての外国人」のための日本語学習支援には、大学や日本語学校など
といった教育機関で行なわれている日本語教育とは異なる方法論が必要であるというのが、本研
究の出発点である。筆者はこれまで在日ベトナム難民の日本語学習のプロセスや日本語の学習動
機について、インタビューデータをもとに研究してきた。その結果、成人となってから日本での
定住を開始したベトナムから難民の場合、教室において日本語を学習する機会は多くはなく、生
活の中で日本語を身に着けていたことが明らかになった。そのため、調査協力者が日本語を話す
ことができたとしても、意識的に日本語の学習を行ってきたわけではなく、本人の認識では「自
然とできるようになった」という人もいれば、「自分は日本語教室には通っておらず、日本語が
できるわけではない」と考えている人もいる。
青木（2011）が指摘するように、日本において日本語を第二言語として学ぶ多くの成人にとっ
ての究極の目的は学習者として成功することではなく、第二言語ユーザー（Cook, 2002）として
成功すること、すなわち、日本語を用いて何かを達成することである。また、学習者オートノミ
ーは「自分自身の学習を管理する能力」
（Holec, 1981）とされており、個人の能力と考えられが
ちであるが、青木（2011）は日本語を使用して生活している人々の学習者オートノミーは、社会
的文脈から制約を受けるものであるため、個人の能力を社会的文脈の中に位置づけることが重要
であると指摘している。以上から、言語学習という枠組みを越えて、調査協力者のライフ（生活・
人生）に焦点を当てた研究を行うこととする。
【目的】
本研究では、ベトナム難民が自分の生活をいかに捉えているのかを知り、彼／彼女らの置かれ
た社会的文脈を考慮しながら、日本に定住するベトナム難民の日本語学習やその支援について考
察していく。
【研究方法】
日本語教育における学習者に注目した研究にはエスノグラフィーを用いた八木（2013）や、
ライフストーリーを用いた中山（2016）、中井（2017）などがある。それらを参考に、ベトナム
人コミュニティで参与観察を行い、ライフストーリーの聞き取りを行う。その際、ベトナム難民
のベトナムでの生活をふまえた上で、亡命後の生活をどのように築こうとしているのかという生
活に注目し、その人が自分の生きる社会とどのようにかかわりながら生活してきたのか、そこに
調査協力者が用いることのできる複数の言語はどのように関わってきたのかを考慮する。
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【研究活動の全体計画】
研究の背景としては、（1）難民問題の発生とその恒久的解決、難民の社会統合、（2）ベトナム
戦争と難民の発生、（3）各国のベトナム難民の受け入れ（アメリカ合衆国、オーストラリア、カ
ナダ、フランス、日本など）について整理していく。
先行研究としては、第二言語習得について整理していく。また、従来の第二言語習得理論では、
社会での生活における学びを捉えることができないため、社会的側面に着目した第二言語習得研
究（Block, 2003）をレビューする。また、日本語教育の教育・実践において注目を集めている社
会的行為主体（Council of Europe, 2014）、社会文化理論（西口, 2005）、市民性（細川, 2012; 細
川・尾辻恵美・マリオッティ, 2016）といったそれぞれのキーワードの背景に焦点を当てながら、
学習者オートノミーとの関係を整理していく。
事例については、日本に暮らすベトナム難民についてはこれまでの調査協力者を中心に、追加
インタビューを行い、出身地（北部・南部）、宗教（カトリック・非カトリック）、エスニシティ
（中国系・非中国系）といった社会的な背景の違いに注目してまとめていく。さらに、日本にお
ける社会的文脈を描き出すためには、他の地域に暮らすベトナム難民との比較をすることが有効
であると考えられる。そこで、日本のケースを取り上げた後、その他のベトナム難民受入国との
比較を行う。世界最大のベトナム難民受け入れ国であるアメリカ合衆国と、英語圏以外で多くの
ベトナム難民を受け入れたフランスで暮らすベトナム難民の事例を取り上げ、博士論文の最終章
で行なう総合的な考察を充実したものにする。
3 年次アメリカ合衆国のベトナム人コミュニティにあるベトナム語で放送されるテレビ局で海
外インターンシップをおり、ベトナム人コミュニティにおける様々な活動に参加し、インタビュ
ーも実施している。今後は、フランスに行く機会を作り、パリ 13 区のアジア人街に暮らすベト
ナム難民に聞き取りを行い、事例の比較を行いたいと考えている。
今後の計画として、4 年次には、2018 年度に学会発表を行なった日本のベトナム人コミュニテ
ィにおける研究を論文にする他、アメリカ合衆国の事例の整理、発表を行い、その過程で、言語
観、第二言語習得の社会的側面、学習者オートノミーについて整理する。研究方法については日
本語教育学会 2019 年度九州・沖縄支部活動「日本語教育における質的研究を問い直す」（2019
年 7 月 20 日・21 日）でのディスカッサント、ポスター発表に向けて整理していく。5 年次には、
フランスでの調査を行ない、総合的な考察を行なう予定である。
【参考文献】
青木直子（2011）
「学習者オートノミーが第二言語ユーザーを裏切る時―3 つのレベルの社会的文脈の分析」青木直子，中田賀
之（編）『学習者オートノミー―日本語教育と外国語教育の未来のために』（pp. 241-263）ひつじ書房．
中井好男（2017）
「滞日中国人のライフストーリーから見る自我アイデンティティの交渉と構築─なぜ永住権を目指して働き続
けるのか」『質的心理学研究』16: 116-134．
中山亜紀子（2016）『「日本語を話す私」と自分らしさ―韓国人留学生のライフストーリー』ココ出版．
西口光一編（2005）『文化と歴史の中の学習と学習者―日本語教育における社会文化的パースペクティブ』凡人社．
細川英雄（2012）『「ことばの市民」になる―言語文化教育学の思想と実践』ココ出版．
細川英雄，尾辻恵美，マリオッティ，M．
（編）
（2016）
『市民性形成とことばの教育―母語・第二言語・外国語を超えて』くろ
しお出版．
八木真奈美（2013）
『人によりそい、社会と対峙する日本語教育―日本社会における移住者のエスノグラフィーから見える』早
稲田大学出版部．
Cook, J.V. (2002). Background to the second language user perspective, Cook, J.V. (ed.) Portraits of the L2 user. Clevedon :
Multilingual Matters, pp.1-28.
Council of Europe（2014）
『外国語教育Ⅱ〈追補版〉―外国語の学習，教授，評価のためのヨーロッパ共通参照枠』吉島茂，大
橋理枝，奥聡一郎，松山明子，竹内京子（訳・編），朝日出版社．
Block, D. (2003). The social turn in second language acquisition. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
Holec, H. (1981). Autonomy and foreign language learning. Oxford, UK: Pergamon Press.
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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

研究科・専攻
氏

31 年

4月

1日

工学研究科・ビジネスエンジニアリング専攻
増田智香

名

研究テーマ

意味のイノベーションのプロセスにおける異質性のマネジメント

【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。〕

●研究内容
近年、VUCA や wicked problem など、いわゆる不確実性の高い社会の中で、曖昧なモノゴト
に新しい価値や意味を見出す際に、デザインの概念が役立つのではないかという考え方が経営学
の分野でも世界中で広く普及していると言える。
デザインとは、基本的な「色やかたち」、もしくはインダストリアルデザインの分野で扱われ
るような「機能や品質」にとどまらず、デザイン思考などの「問題解決」や「プロセス」の段階
にも関わるような考え方のことである。つまり、現在では、デザインとは製品それ自体にとどま
らず、問題解決としてのプロセスの段階にまで活用できると考えられている。本研究では、デザ
インを戦略的要因として、デザインの概念を組織のマネジメントの観点から取り入れる。
修士論文では、日本のダイバーシティ経営企業における“リエゾンパーソン”の役割について
の仮説をケーススタディから抽出してきたが、博士研究では意味のイノベーションを前提とした
企業におけるリエゾンパーソンの役割について追及したい。

●研究目的
2000 年以降、デザインマネジメントの分野では、問題解決のイノベーションとして世界中で
トレンドとなっているデザイン思考に対して、「意味のイノベーション」という概念が提唱され
ている。これまで“WHAT”を問いアイデアにフォーカスを当てていたのに対し、
“WHY”を問
うことでモノとそれに関わるサービスやコトの「意味」を戦略的にデザインすることによりイノ
ベーションを起こそうとする流れである。
本研究では、「デザインとは“意味”を与えることである」という概念を本質とした戦略的デ
ザインとしてのイノベーション論の中で、その組織をいかに働かせるのかについて焦点を当てる
ものである。「異質性におけるマネジメントとリーダーシップ」をキーワードに、意味のイノベ
ーションのプロセスにおいて異質性を管理・調整する役割を担う人材にフォーカスを当て議論を
進めることで、日本におけるダイバーシティ経営企業における組織論について議論を深めること
を目的とする。
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4 年次

3 年次

●プログラム 4~5 年次における研究活動計画
研究分野としても新しく、特に日本ではまだ研究が進められていない分野であるため、欧州の研
究方法を参考としながら研究を進める。経営学に限らない広義な視点の理論を用い、フィールド
ワーク先でのケースを量的および質的の両面から解釈を行いたい。

論文投稿、文献レビュー、周辺関連議論の検索（経営学以外の分野）、国際学会（4D
Conference）運営補助
テーマの確定、定義づけ・分析手法の選定、既存チームへの参加
フィールドワーク
【業績予定】論文投稿（立命館経営学、R&D Management）
研究的立場の確定
テーマの確定、定義づけ・分析手法の選
授業参加
定
Apr. – Sep.

5 年次

Oct.– Mar.

フィールドワーク先の
選定

博論執筆 ＋ フィールドワーク
【業績予定】論文投稿
Apr. – Sep. フィールドワーク
フィールドワークの整理
Oct.–Mar.
博論執筆

イタリアをはじめヨーロッパ各地で実
施予定（現時点ではイタリア・イギリ
ス・ドイツ）

データ整理・分析、解釈

●参考文献（基本理論）
・Roberto Verganti, OVERCROWDED : Designing Meaningful Products in a World Awash
with Ideas (Design Thinking, Design Theory)（突破するデザイン : あふれるビジョンから最高
のヒットをつくる, 2017
・Roberto Verganti, Design Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by
Radically Innovating What Things Mean（デザイン・ドリブン・イノベーション）, 2009
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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 31 年 4 月 1 日

研究科・専攻
氏

文学研究科・文化形態論専攻
松本

名

研究テーマ

渚

原爆体験を聴くことの様相

【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。〕

「1945 年 8 月 6 日に広島・長崎に原爆が投下された」という過去の事実を体験として語られた
とき人はどのように聴き、なにを聴いているのだろうか。原爆体験については米山(2005)や直野
(2015)らが明らかにしてきたものがあり、原爆体験が語られてきた歴史については修士論文でま
とめた。
原爆体験を語り、聴くことの歴史は、1954 年の第五福竜丸事件を発端に生じた原水爆禁止署名
運動や反核運動において政治的な主張に寄与するため、被爆者の語りが要請されたことにはじま
る。運動の分裂・衰退に語りも左右されるが、1970 年頃からは平和教育の重要さが叫ばれるよ
うになり、修学旅行生が 25 万人近くほど多く訪れるようになった広島では、1977 年に広島平和
文化センターが被爆体験証言者組織を結成し、修学旅行生への証言活動がはじまる。平和文化セ
ンターが開く被爆証言講話や以下で説明する伝承者の講話は、主に広島を訪れる人、修学旅行生
らに向けて平和教育の一環として行われる。どのようにして語られるかは、時代によって変容し
てきており、今後も広島を訪れる人へ開かれる。
具体的な語りの場において、語り手は聴き手に対面したときにはいつも語ることの困難にさら
される。表象が不可能であるということ、言葉を口にするたびに言語が実際に自ら体験したと思
っているように過去を再現できないものであると感じること、体験を正確に伝えようとする際
に、自分たちの持っている表現の手段の不十分さに直面し、「空しさ」を覚えること。その場に
聴き手は直面する。
語る・聴くという関係性において体験の記憶が語られるとき、記憶表象の変容が前提とされて
いる 。野家は物語り論の基本構図として「物語りは直接的経験を受容可能かつ理解可能な経験
へと組織化するという意味で、経験の可能性の条件をつくっている」という。それは直接的体験
を境界条件としてもつ外部に開かれたネットワークであり、異他的なものと遭遇すれば、そのた
びに再調整が必要とされる(野家 2003:62-64)。聴き手と対面したときに記憶表象は変容する可能
性をもつ。
このとき語り手と聴き手の関わり合いの中では「記憶のケア」が行われるのではないだろうか。
記憶のケアとは川口隆史が被爆の記憶の手入れ（ケア）を通じて、固定観念や神話へと凝固しが
ちな「記憶」をほぐしつつ、そこに見出された歪みや欠落を一つひとつ丹念に改めようとする作
業を指したことばである。被爆の痛苦な記憶を無機質の情報の塊として捉えるのではなく、いわ
ば「生き物」のように見立てて、注意深く世話し手入れする営み（ケア）を指す。つらい記憶で
あればあるほど、固定観念や「神話」へと凝り固まって人々を縛る傾向がある。それを丁寧にほ
ぐしながら、記憶にゆがみや欠落がないかを点検する作業のことである。
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原爆体験を語られるときには聴くという行為がある。聴き手の存在については修士論文でも主
題としたが、聴くという行為についてや聴き手の経験については深く議論することができなかっ
た。〈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り、その関係においては体験が分有されている。聴き手にあ
る「分有」というあり方については、ジャン＝リュック・ナンシーの『無為の共同体: 哲学を問
い直す分有の思考』などを参考にフランスの哲学思想からヒントを得ながらさらに議論してい
く。
語り手としての被爆者は高齢化し、まもなく亡くなっていく。今後、語り手と聴き手の〈わた
し‐あなた〉の関係性で語る／聴く機会もなくなっていくことを考えると、もう少し大きな文脈
で、これから語り／聴いていくことを考える必要がある。これまでの語りをいかに継承していく
かということについてはとりわけ広島・長崎の被爆者らいわゆる現場において、強く共有される
問題意識でもある。しかしながら、まず、語りがいかにして聴かれるのかということを問う必要
がある。
主体的な行為としての聴くことについて問う。個人の体験を個人が聴くという関係において、
聴き手はどのような体験をしているのかについて、質的調査研究も含めながら明らかにしてい
く。また語りがいかに聴かれるのかという問題は、原爆体験の語りに特有のものではなく、
LGBTQ のひとびとがみずからの経験を語るということや「当事者」としてなにかを語るときに
存在するものである。相手に伝わっているのかという不安や、聴き手がどう変容するのかという
ことは、語り手にとっても重要な問題である。原爆体験に限らず多様な経験を「聴く」というと
きにある様相を明らかにしたい。聴き手の体験について明らかにすることは、他の当事者の語り
の場においても切実な問いに応じることになるだろう。
最後に、被爆者が全員いなくなったコミュニケーションは現実に起こり、誰も被爆者ではない
というところから出発する語り／聴く行為が生まれる。これまでのコミュニケーションにある語
り手の特権性や語りの正統性が必然的に無くなることから出発した、聴く／語ることについて議
論していく。
現在、聴き手の経験を明らかにするために、広島市市民局国際平和推進部平和推進課によって
2012 年度からが取り組まれている「被爆体験伝承者」養成プロジェクトの伝承者に、
「伝承者と
して聴く」経験についてのインタビューを複数行っている。
【参考文献】
川本隆史「記憶のケアから記録の修復へ」『現代思想 広島の思想』，青土社，2016 年.
ジャン＝リュック・ナンシー『無為の共同体: 哲学を問い直す分有の思考』，以文社，2001 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．
野家啓一「物語り行為による世界制作」『思想』10 月号,54-72,2003 年.
村上靖彦『レヴィナス 壊れものとしての人間』，河出書房，2012 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．
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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 31 年

研究科・専攻
氏

人間科学研究科

人間科学専攻

未来共生学講座

3月

29 日

共生社会論分野

山口真美

名

研究テーマ

公立小学校における学校の役割に関する教育社会学的研究
教師と保護者の関係に着目して

【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。〕

これまでの研究

修士論文では、現代格差社会において、教師らがどのように社会経済的に厳しい背景を持つ子
どもとその保護者をまなざし、かかわっているかということを、関西圏にある一小学校でのフィ
ールドワークに基づいたインタビュー調査をもとに描き出した。その結果、本事例においては、
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。今後は、そ
の論理を時間・空間的に拡げつつ明らかにすることで、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。
研究の全体計画

博士論文の目次（予定）は、次のように考えている。本論は第 2 部と第 3 部にあたり、前者は
一学校の事例、後者は複数校にまたがった事例をもとに展開する。以下、この予定をもとに進捗
状況等に言及する。
第 1 部：はじめに
第 1 章：問題の所在と先行研究
第 2 章：研究の方法と対象
第 2 部：学校と家庭の役割の実際
第３章：教師は日常のなかで保護者に何を伝えているのか
第４章：学校が家庭に求める役割とその代替のリアリティ
第 3 部：学校と家庭のつながりの未来
第５章：学校と家庭をつなぐ教師たち
第 6 章：学校はいかに家庭とつながることができるか
第７章：総合考察
研究の目的

本研究の目的は、公立小学校における家庭と学校のつながりを教師たちの実践をもとに描き出
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し、現代日本の学校教育における教員の仕事および保護者/教員負担の論理を明らかにすることで
ある。これを通じて、より公正な教育の実現を目指して、これからの学校教育政策と教員養成に
示唆を与えることを目標とする。
研究方法・対象

本研究の主たる研究方法は、インタビュー法を中心とした質的調査法である。インタビューは
ワンショットではなく、継続的にフィールドワークを行うことで現場の文脈を十分に共有して行
う。また、フィールドワークにおいて入手した学校文書や教員へのアンケート等の資料も活用し、
統計的手法も導入して分析を行うことを予定している。全体として様々な手法を用いているが、
全体としてはフィールド調査に基づく教師のワーク研究である。
本研究の対象は、関西にある公立小学校およびそこに勤務する教師である。第 2 部の中心とな
る対象校は公営団地に隣接する、「しんどい」子が多く通う学校である（詳細は QE 資料等を参
照）。第 3 部の事例は現在調整中だが、政策や教育方針を同一とする市内を範囲と考えている。
現在までの進捗状況

第 1 部（第 1 章・第 2 章）については、随時進めている。海外文献のレビューが弱い。家庭教
育に関する歴史や政策についても押さえておく必要がある。
第 2 部では、ひとつのフィールドを掘り下げて様相を描いていく。対象となる小学校でのフィ
ールドワークを継続しているが、第 3 部との兼ね合いで今年度は少しペースを落とす。第 3 章：
データは取得済み、現在分析・論文執筆中。World Education Research Association Focal Meeting
（東京・8 月）で発表のち論文投稿予定（今秋頃）。第 4 章：教育学会に昨年 7 月に投稿し、採択
された（「学校が家庭に求める役割とその代替のリアリティ：社会経済的に厳しい校区を有する学
校に着目して」『教育学研究』日本教育学会, 第 85 巻第 4 号, pp.53-64, 2018）。
第 3 部では、第 2 部と比較して事例の幅を広げて発展させていきたいと考えており、D2 の春
学期中に調査を開始していく。第 5 章：昨年度は、自身の能力不足、海外インターンやフィール
ド先の都合等でうまく研究が進まなかった。今年度、主にデータ収集に取り組み、冬頃までには
分析・執筆に取りかかりたい。第 6 章：昨年度の教育社会学会（9 月）で発表。1 校の事例のみで
分析していたが、2 校の比較にした方がいいのではないかと再考中。第 7 章：未定。
今後の方針としては、まず第 3 部にあたる調査研究を早急かつ確実に進めていくこと、そのな
かで博論全体の構想、特に結論を明確にすることが挙げられる。そのためには、フィールドワー
クへの注力とともに、第 1 部の整理および海外文献・方法論に精通する時間を捻出することが求
められる。今年度末までの投稿論文の結果等を鑑みて、博士論文執筆に向けた中間発表を次年度
に行う予定。
主要参考文献

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.
古賀正義 2001『〈教えること〉のエスノグラフィー』金子書房。
志水宏吉 2009『「力のある学校」の探究』大阪大学出版会。
神村早織 2014「校区の社会経済的格差と教師の役割認識」『教育社会学会研究』94:237-258。
西田芳正 2012『排除する社会・排除に抗する学校』大阪大学出版会。
長谷川裕 2014『格差社会における家族の生活・子育て・教育と新たな困難』旬報社。
盛満弥生 2011「学校における貧困の表れとその不可視化」『教育社会学研究』88:273-294。
保田直美 2014「学校への新しい専門職の配置と教師役割」『教育学研究』81(1):1-13。
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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 30 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。
・プログラム修了最終報告書提出：平成 31 年 2 月 4 日（月）
・プレゼンテーション審査資料提出：平成 31 年 2 月 18 日（月）
・プレゼンテーション審査：平成 31 年 2 月 19 日（火）
・コースワーク等修了認定審査

合格発表：平成 31 年 2 月 26 日（火）

・修了式：平成 31 年 3 月 23 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 4 日、プレゼンテーション用資料（パワーポイント）を 2 月 18
日にそれぞれ受理した。最終試験受験資格者は、履修 2 期生（平成 26 年度入学者、5
年制コース）3 名と、履修 3 期生（平成 27 年度入学者、4 年制コース）1 名の計 4 名で
あった。
プレゼンテーション審査は、2 月 19 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（7 名）によっておこなわれた。
審査に先立ち、本プログラムの運営統括委員から選出された 4 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終了後、合否判定会議が開催された。所見、およびプレゼン
テーション審査結果を総合的に審議した結果、4 名を合格とし、2 月 26 日にホームペー
ジ上で最終合格発表をおこなった。また、3 月 23 日に開催された修了式には、プログ
ラムコーディネーターより、合格者全員に「コースワーク等修了証」が授与された。
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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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.

31 年

2月

3日

人間科学研究科・人間科学専攻
小川

未空

ケニア農村部の中等教育拡充期における格差と公正

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）〕

本論文の研究目的は、中等学校の増設が進む農村地域を事例とし、ケニアにおいて教育
格差が生まれる過程を、学校をとりまく諸アクター（地域、保護者、生徒など）の関与に
焦点を当てて明らかにすることである。第 1 章では、本研究で扱う「公正」について、
「平
等」とは異なるものとして位置づけた。そのうえで、教育格差を扱う先行研究を、平等と
公正の違いに留意しながらレビューし、先行研究の課題を指摘するとともに本研究の位置
づけを提示している。
第 2 章では、フィールドワークの概要を記述し、調査地と調査対象の特徴を示している。
本研究では、2014 年から 2018 年にかけて、6 回に分け延べ約 8 か月のフィールドワーク
を実施し、教育機会の普及と質的改善に関する事例分析を行なった。教育局や各学校での
聞き取りから、学校の地理的展開と経年的変容を把握し、学校が集住する地域に焦点を定
めて、11 校を主な分析対象とした。学校内外の生徒や教員、保護者、地域住民を主な調
査対象とし、地域による学校設立の動態（第 3 章）、学校間に序列が生成される過程（第
4 章）、序列化が生徒の就学継続におよぼす影響（第 5 章）を、段階的に明らかにした。
第 3 章では、4 校の設立事例に焦点を当てることで、学校設立に関与するアクターが、
一般地域住民ではなく、設立に私的な関心を寄せる一部の人びとに限定されていることが
明らかとなった。ケニアには独立以降、「ハランベー」とよばれる地域住民による中等学
校の設立運動が興隆した歴史がある。ハランベーには、富裕度により貢献すべき資源に多
寡があり、地域内で学校を介した富の再分配を促していた。しかし、ハランベー期から現
代にかけて、教育機会の提供者としての「地域」の範囲と、その機会の需要者としての「地
域」の範囲は、学校選択肢の増加とともに、それぞれ変化し、その重複部分を減少させて
きたことが明らかとなった。新設の学校は、設立に関与する多様なアクターのなかでその
必要性が認められていた。そしてその過程に、かつてのハランベー学校が具えた、共同性
に基づく富の再分配の機能が、公立校としての登録前後に分化しながら変質して受け継が
れていた。それは、特定の立場にある地域住民の限定的な関与による再分配への変質と、
地域の共同性には必ずしも依拠しない学校選択者によるコスト負担への変質である。旧来
の地域における学校を基点とした富の再分配機能は変質し、「地域」間格差は、流動的な
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学校選択に基づく学校間格差へと接続していたといえる。
第 4 章では、同じ 2006 年に設立された 3 校の発展過程を比較することで、各学校の自
律的な運営のなかで、教育の質に不平等が生じる要因を検討した。設立後の公立校の主な
収入は、生徒の保護者が支払う学費と、政府が生徒数に応じて配賦する補助金である。学
校の魅力を高め生徒数を確保することは、運営上の最優先事項でもあった。しかし、各学
校の発展は、立地する場所に特徴づけられる地域資源および、保護者の協力の有無に強く
影響を受けていた。学力上位校は、相対的に豊富な地域資源ゆえに人気校となりやすく、
その結果、積極的な学校選択によって保護者からも更なる資源を得ることが可能という好
循環が生み出されていた。その一方で、相対的に不便で貧しい立地の学校であれば、教育
インプットを改善することが困難なため、周辺に新設校ができるとすぐに生徒を失ってし
まう。その結果、遠方の学校を選択できない生徒が、消極的に当該校へ就学することとな
り、保護者による学校への協力を得ることも人気校と比べると難しくなっていた。つまり、
各学校に通う生徒が受け取ることのできる教育資源は、地域によるものと保護者によるも
のと、二重に差が出来ていた。学校間での教育の質の不平等は、単に新設校の質が既存校
のそれに劣るというだけでなく、各学校の経年変化のなかでも生み出される不平等であっ
たといえる。
低位校から中位校、そして中位校から上位校への上昇移動は、そのような学校が受け取
ることのできる教育資源が固定化してしまうと容易には出来なくなる。第 5 章では、その
固定化を打ち破り上昇移動を試みる学校に焦点を当て、周辺 6 校との関係を踏まえて、質
的改善による学校の変化と、それが在籍生徒に及ぼす影響を明らかにした。生徒数の増加
と試験成績の向上は、生徒の進路だけでなく、校長や教員の評価にも関わる。教育の質が
低くとも安価な学費で生徒を集める新設校に対し、既存校は教育の質を改善し学力試験の
向上によって生徒数の増加を目指さなければならなかった。その手段として、低学力生徒
の入学の制限と、教育インプットの改善が用いられていた。後者にかかる余分な支出は、
学費の増額により補填される必要があり、結果として、増額された学費を支払えない生徒
は、それまでの未納学費の累積と共に、下位校への転校や中途退学を余儀なくされる。学
校は、生徒数の急な減少による一時的な運営危機に陥りながらも質的改善に向かい、そし
て改善に裨益するのは、学費の増額後も学校に留まることのできた生徒だけであった。
以上のことから、教育拡充過程に、教育格差が生み出される要因は 2 つにまとめられる。
第一に、学校が地域や村、クランの共有財であったハランベー期から、個人的な私有財へ
と変容していく過程に、かつての再分配の機能が変質して受け継がれ、一律金額の支払い
に学校が支えられるようになっている点である。第二に、学校の増設により、各学校に就
学する生徒が階層化し、各学校の受け取る資源にも格差が生じている点である。つまり、
かつてのハランベー的拠出の減少に伴い、公正な金銭収集の適用される範囲が制限され、
再分配機能が変質していること、そして、各学校の自律的な質的改善過程において、より
困難な状況にある生徒が、より下位の学校へ就学せざるを得ない仕組みとなっていたこと
が、教育格差を生みだしていたといえる。
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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。〕

１．フィールドワークに影響を及ぼしたリテラシー
まず、博士論文執筆のために実施したフィールドワークに関して、未来共生プログラム
の履修を通じて、いかなるリテラシーが得られたかを 3 つの点からまとめる。
第一に、調査地のケニアを取り巻く多様な言語環境に対応するために必要であった、多
言語リテラシーについてである。ケニアは、英語（公用語）、スワヒリ語（国語）、その他
民族の言葉など、多様な言語環境におかれる国である。プログラム 1 年目には、「未来共
生多言語演習」の授業を履修し、言葉が作り出す世界の多様さについて学ぶことができた。
また、プログラム 1 年目から 2 年目にかけて、
「未来共生外国語科目」として、
「特別外国
語演習（スワヒリ語）」を履修し、スワヒリ語の基礎的な文法やスワヒリ文化についての
知見を深めることができた。さらにその後も、中級スワヒリ語を担当する先生を紹介して
いただくことで、箕面キャンパスでの授業にも参加できるよう配慮してもらうなど、外国
語学部での教育資源を活用しながら多言語リテラシーを育むことができた。
第二に、プログラム 1 年目に参加した「東北フィールドワーク」は、調査リテラシーを
初めて学ぶ機会となったといえる。私の所属した野田村班では、一人の人間として新たな
コミュニティへ入っていくことの困難さを体験した。雑談や作業手伝いなど、無駄に思え
るような時間が無駄にはならず、むしろ何気ない時間を共有することこそが重要であると
学ぶことができた。
第三に、異文化理解や多文化共生における中心的課題ともいえる、コミュニケーション
リテラシーについてである。プログラムでは、様々な人と出会う機会を得ることができた
が、なかでもプログラム 3 年目に実施した「海外インターンシップ」では、人びとの利害
関係や損得勘定のなかで、自分がいかに役に立てるか、あるいは自分の存在がどのような
悪影響をもたらしているかについて、客観的に捉えようとする機会を得た。また、首都の
ナイロビや、西部の農村部など、それぞれ使用される言語が全く異なる環境に長期間身を
置くことで、多様な業務を円滑に進めるために有効なコミュニケーションの取り方につい
ても体験しながら学習することができた。それは、単に語学力が向上したというだけでな
く、自分とは異なる考え方を持つ人と対話するための力を伸ばすことができたといえる。
ケニアでのフィールドワークは、初めはうまくいかないことばかりで、生活でのストレ
スや調査に対する不安が募るばかりのことも多かった。それでも、未来共生プログラムを
通じて得られた学びを活かすことで、少しずつ自分なりの調査法が身についていったよう
に思う。たとえば、野田村で学んだように、人びとの生活するペースに合わせ、声をかけ
てもらえばどんなところでも、どんなことでも応じるようにすることで、少しずつ調査の
枠にとどまらない人間関係をつくることができるようになった。困難に直面することは多
かったが、以上 3 つのリテラシーを活用し、試行錯誤しながら調査者としての居場所を見
つけることができたように思う。このことは、博士論文の執筆で使用した、フィールドワ
ークのデータの質を高めることに寄与している。
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２．研究全般に影響を及ぼしたリテラシー
続いて、研究全般に影響を及ぼしたリテラシーについてまとめる。
まず、プログラム 1 年目に参加した、ザンビア研修について指摘することができる。ザ
ンビア研修は、コンゴ民主共和国との国境に近いコッパベルトを中心に実施され、ザンビ
アと周辺国との関係を多様な角度から学ぶ機会となった。ここでは、国や地域の相互の関
連性など歴史的背景を踏まえたうえで、特定の地域を理解していくことの面白さを知るこ
とができた（グローバルリテラシー）。国際開発研究では、国連機関などが示すマクロデ
ータを扱うことが多い。このようなマクロデータは、国ごとの統計データを示し、各国間
を比較できるようになっている。私自身、論文で扱ってきたケニアの状況を説明する際に、
就学率や進学率、中途退学率など、国ひとつを切り取って論じてきた点も少なくない。し
かし、アフリカ地域は、様々な国と互いの国境を接している。人びとは、植民地支配以前
より流動的な移動と定住を繰り返しながら生活してきた。私が博士論文で対象とした地域
も、ウガンダとの国境を接するケニア西部の農村部であり、そのような視点からフィール
ドデータを捉え直していくことの重要性について学ぶことができた（フィールドリテラシ
ー）。
また、プログラム 3 年目に実施した「海外インターンシップ」では、研究の政策的示唆
や、現実的な応用可能性について考える機会を得ることができた。インターンを実施した
NGO は、保健医療分野を専門としており、保健医療に関わる語彙力の不足や、扱う問題の
喫緊性など、それまでにない困難に直面した。しかし反対に、それまでに培ってきた専門
的知識を活用しながらインターンシップに取り組むこともできた。インターン業務として
は、ドナーからの資金獲得という明確な目的に向かって、新規プロジェクトの立案を行な
った。各アクター間の利害関係の調整や、考え方・優先事項の違いなどの折衝を繰り返し
ながら、問題解決に向けた具体的なアイデアを形にしていく経験を得ることができた（コ
ミュニケーションリテラシー）。インターンシップを通して、それまで安易に援助の在り
方などを批判してきた研究姿勢を自省し、より良い方策に向けて、自分の研究をいかに価
値づけることができるかについても意識することができるようになった（政策リテラシ
ー）。インターンシップでは、「研究成果をフィールドにいかに返せるか」という問いに、
改めて向き合う機会を得ることができたといえる。
以上のことは、博士論文の執筆にあたって、研究者としての私自身の考え方や態度へ影
響を及ぼしたリテラシーである。
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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。〕

プログラム修了後は、研究者として就職するために、機会が得られる限り多様な経験を
積みたいと考えている。最終的には、アフリカの教育研究を専門とした研究者かつ、開発
教育やグローバル教育分野の教育者として、日本の教員養成にも寄与できる研究者となる
ことを目指している。具体的には、教員養成を行なう教育機関に、研究者として就職した
いと考えている。
そのためには、研究経験および実務・教育経験の蓄積が不可欠である。研究経験に関し
ては、博士前期後期課程の間に最優先で取り組んできた。これまで実施してきたように、
研究計画、現地調査、学会発表、学術雑誌への投稿といった基本的なサイクルを繰り返す
ことで、さらに研究を積み重ね発展させなければならない。このためには、科学研究費な
どの助成を得るための努力を続ける必要もある。また、博士論文を単著として出版するこ
とも、ひとつの目標である。
くわえて、これまでの研究活動では、英語による学会発表や論文執筆が不足しており、
得られた学問的成果の国際的な発信がほとんど出来ていない。ケニアを調査対象としてい
ることからも、日本語での発信には学術的な展開に限界があることから、英語での研究活
動にも意欲的に取り組む必要がある。今後は、英語による学会発表だけでなく、英語によ
る論文執筆と学術雑誌への投稿に積極的に取り組みたいと考えている。また、研究者とし
て大学へ就職するにあたっても、英語による論文執筆の能力は、グローバルなランキング
を強く意識する大学や、留学生を積極的に受けいれ国際的な教育を重視する大学での就職
の際に、求められることだろう。今後の研究においても、自分の就職においても、英語力
をさらに高め、成果を出していくことは喫緊の課題である。
研究活動のほかには、高等教育機関での教育経験をはじめとし、実務経験を積み重ねて
いくことも不可欠である。これまで、時間的な余裕がないことを理由に、非常勤講師など
も経験することができていなかった。このため、今後は研究蓄積だけでなく、教育経験・
実務経験の蓄積についても取り組まなければならない。高等教育機関での非常勤講師など
による教育経験だけでなく、アフリカなどを主な対象とした開発に関わる実務経験や、あ
るいは、公教育以外の教育現場における経験など、機会が得られる限り、常勤・非常勤に
関わらず多様な経験を積み重ねながら、いつか研究者として就職するために必要な能力を
養っていきたいと考えている。
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博士論文の 題目及び目次

於 豊中キャンパス

v題目
• ケニア農村部の中等教育拡充期における格差と公正
v目次
平成30年度

• 序章 本研究の射程

プログラム修了最終試験・プレゼンテーション審査

• 第1章

研究背景

• 第2章

調査の概要と対象

• 第3章

学校設立の動態と地域の関与―ハランベー期との比較から―

人間科学研究科 共生学系

• 第4章

学校序列が生じる構造―学校運営の論理から―

グローバル共生学講座 国際協力学

• 第5章

序列化が生徒にもたらす影響―質的改善過程に生じる相克―

2期生

小川未空

博士後期課程3年

• 終章 本研究のまとめと得られた知見
2

1

序章

第1章

はじめに

研究目的

v2015年の開発目標の転換（中等教育の重視および「公正」の強調）

v先行研究の課題

• 中等教育：高等教育/労働市場との接続点であり社会移動の手段➼人材の選抜と配分の機能

• 学校要因および家庭要因の両側面から、既存の教育格差の是正に向けた議論
• 学校要因：新設の市立校での教育の質的改善の必要（Glennerster et al. 2011; Orodho & Lawrence 2014）

• 公正：国レベルの教育政策などにおけるグループ間の違いへの配慮（西村・笹岡 2016: 41）

• 家庭要因：周縁化される集団・家庭・地域への経済的支援の必要性（Duflo et al. 2011; Abuya et al. 2012）

v教育の普及と格差の是正

⇔家庭、学校、地域など個々のアクター間の相互作用を捉える視点の不足（Buchmann & Hannum 2001）

• 就学率の上昇や就学年数の増加だけでは、既存の格差を是正できない
• 富裕層から順に就学機会を得るという順序に沿うだけでは、貧困層は富裕層が得たほどの
便益を受け取ることができない（Tarabini 2010）

vケニアの中等教育 総就学率68.5％、純就学率51.1％（2017年、KNBS 2018）

⇐大規模なサーベイによる豊富な統計データに基づく量的分析が中心（日下部 2016）

ü 生じている格差の対症療法の議論にとどまっており、そもそも格差がなぜ生じているかについて
は十分に明らかになっていない

v研究目的：教育拡充期のケニアにおいて教育格差が生まれる過程を、学校をとりまく諸アク

• アフリカ平均 総就学率42.8％、純就学率34.3％（2017年、UISデータベース）

ター（地域、保護者、生徒など）の関与に焦点を当てて明らかにすること

• 普及が進む一方で、教育の質への批判（Glennerster et al. 2011; Orodho & Lawrence 2014）

1. 学校はどのように増加するのか（第3章）

ü教育の質の高い学校に通える生徒と、そうでない生徒との格差を拡大させうる

2. 学校間の教育の質の差（＝序列化）はなぜ生じるのか（第4章）

ü個々の困難や個別のニーズに配慮した、公正な教育拡充が求められている

3. 序列化は生徒の就学継続にどのような影響を及ぼすのか（第5章）

3

第2章

第3章

現地調査の概要
• 2014年8～9月、2015年1～2月、2016年2～3月・8～11月、2017年4～5月、2018年2～3月

4

学校設立の動態と地域の関与―ハランベー期との比較から―

v背景：独立前後の「ハランベー」（＝地域による学校設立）運動（Keller 1983; Mwiria 1990）
• 特徴：地域住民の義務的参加＋富裕度による貢献すべき資源の多寡
→学校を基点とした地域内における富の再分配＋地域間格差（Keller 1983; Bradshaw 1993）
• 動機：不足している教育の機会を創出し（楠原 1975; Buchmann 1999）、学歴による社会階層の移動

• 初等教育純就学率96.4％（ケニア88.2％）、中等教育純就学率39.9%（ケニア47.4％）(MoEST 2014)
• 増加する初等教育修了者に対応するため、近年急速に新設校が増加している

⇔地域住民の学校運営への参与は推奨されているが、設立に関しては問われなくなってきており、
既に学校が在る地域における設立運動を説明できない

• X市：中等学校24校（公立21校、私立3校）（2018年調査時現在）
v調査対象：参与観察および半/非構造化インタビュー
• 学校（教員、生徒など）：学校が集住する地域を中心とした11校
• マーケット、村落（教員、生徒、保護者、地域住民など）
• 地方政府（地方教育局職員、選挙区開発基金事務局職員、地方行政職員など）

⇔地域間格差の問題も、財源の不公正な分配と政治家との関係など、上からの教育普及について
の議論が中心になっている
ü 地域住民の果たす教育機会の提供者としての役割に焦点を当てる

v事例：徒歩圏内に既に学校がある地域において新規に設立される事例
• 校長、副校長、生徒、設立主導者、設立関与者、地方行政職員など

ü ひとつの地域に対象を定めたフィールドワークにより、各学校の経年変化と、学校の増加に
伴う地理的展開に焦点を当てる
5

学校序列が生じる構造―学校運営の論理から―

v目的：学校の自律的な運営に影響を及ぼす諸要因に焦点を当て、経年のうちに学校間に
序列が生まれる過程を明らかにする

• 「地域のリーダー」による牽引：公務員、地方政治家、富裕層など

v背景：先行研究における学校序列をめぐる議論
• 教育需要側（生徒とその保護者）の教育戦略（Buchmann 2000; Mualuko 2007; Bold et al. 2011）
ü学校選択の際に不利益を被る人びとを明らかにしていくことで、不公正の是正策を論じてい
る
• 教育供給側（学校）の視点

• 昇給・当選などの利益、社会的地位により生ずる責任
• ハランベー集会：一般地域住民の不参加＋保護者の一律金額の拠出
• 居住地域の学校ではなく、地域内外での学校選択

v考察：再分配機能の変質と分化
1. 地域住民一般の関与→特定の富裕層および地方政治家のみの関与

• 教育の質が低い要因の分析（Mbugua et al. 2012）、質的改善の方策の検討（Watsulu & Simatwa 2011）

ü 地理的境界の定位：学校の所在を理由に設立へ関与

• 市立校間における学校序列→各学校の意図的な営為による不平等の生成

2. 地域共同性に基づく義務→就学の対価

ü学校側の自律的な質的改善を踏まえて、不平等が生じる過程を捉える視点も必要

ü 地理的境界の溶解：教育の質や学校の特色を理由に学校を選択

v事例： 3校の経年比較

vまとめ：学校設立の起点は、地理的範囲を共有する一部の地域住民に委ねられ、その後の
設立は当該校を選択した保護者によって支援される。旧来の地域における学校を基点とした
富の再分配機能は変質し、「地域」間格差は、流動的な学校選択に基づく学校間格差へと接
7
続している。
学校序列が生じる構造―学校運営の論理から―

• 同年（2006年）に設立され、全く異なる発展過程を遂げている
• 校長、副校長、教員、生徒、地方教育局、選挙区開発基金事務局
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序列化が生徒にもたらす影響―質的改善過程に生じる相克―

序列化は生徒の就学継続にどのような影響を及ぼすのか

v結果と考察：対象3校の経年発展（＝生徒数の推移）に影響をもたらす主要因

v目的：学校における質的改善の過程を明らかにし、質の変動が在籍生徒の就学継続にもたら
す影響を分析する

２．学校の保護者の協力

上位校の好循環

低位校の悪循環

１．相対的に豊富な地域資源ゆえに教育の質
を改善しやすい
２．積極的な学校選択のため、保護者が追加
的な学費徴収に協力。教育の質の更なる改善
が可能。
→新設校と隣接しても、生徒が流出しなくな
る

１．不便な立地で潜在的な生徒数が少ない
うえ、教員にとっても勤務しにくい環境
２．教育の質が低いままであれば、消極的
な理由による学校選択となり、保護者によ
る学校への協力も乏しい
→安価な新設校ができれば生徒が流出して
しまう

vまとめ：学校の発展と生徒の学校選択が相互に影響する過程に、各学校が得られる教
育資源は、地域によるものと保護者によるものと二重に差ができる。つまり、より低
位の学校に通う生徒と、より上位の学校に通う生徒では、受け取ることのできる教育
資源に二重の格差がみられた。
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• 民族集団が混在する北区の新設1校（＋既存1校）

学校間の教育の質の差（＝序列化）はなぜ生じるのか

v結果：特定の地域住民の私的な関心による限定的な関与

１．立地に特徴づけられる地域資源

• 学校が林立する東区の新設3校
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生徒

v目的：中等教育普及の歴史的経緯を踏まえ、新たな学校が設立される動態を明らかにする

v調査地：ケニア西部ブシア県X市
• 西部：農耕に適し人口も多い一方、教育インフラなどの整備には遅れがある（高橋 2010）
• ブシア県：徒歩圏内での学校数の増加（特に2000年以降）

第4章

学校

学校はどのように増加するのか

v調査期間：のべ約8か月

第3章

地域
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v背景：先行研究における質的改善の必要性（Hungi & Thuku 2010; Mbugua et al. 2012）
⇔ある学校の教育の質が改善しても、より質の低い学校に貧困層が通っているだけでは、良
質な教育へのアクセスをめぐる全体の階層構造は変化しない
ü質的改善に関する議論は、その質的改善により誰が恩恵を得ることができるのか、すなわ
ち、在籍生徒が質的改善を「どのように受け取ったか」を射程に据える必要
• 「受容」の視点（日下部 2007）： 国家あるいは国際社会による上からのベクトルだけでは定着
しえない学校教育が、民衆や市民、地域社会といった下からのベクトルでどのように解釈
され、求められていくのかを分析すること

v事例：学校序列の上昇移動を図ろうとする学校を中心に、生徒の就学継続を周辺6校との関
係を踏まえながら検討する
• 校長、副校長、教員、生徒
9

• 学校対抗行事の参与観察

10

第5章

序列化が生徒にもたらす影響―質的改善過程に生じる相克―

終章

本研究のまとめと得られた知見

ケニアにおける学校間の教育格差

結果と考察
v結果と考察：

v地域の再分配機能の変質
• 地域への帰属により生じる義務→学校への所属により生じる義務
・消極的転校を利用し
た未納学費の踏み倒し
・他校との比較におけ
る教育の質の積極的な
意味づけ
ü 個々の主観に基づ
く一様ではない序
列づけ

ü地域や村、クランの共有財としての学校ではなく、個人的な私有財としての学校
• 拠出可能性に応じた資源の提供（公正）→合意された一律金額の支払い（平等）
ü同一地域内で促されるハランベー的拠出は、学校の設立過程で維持されつつも（3章）、学校の
発展過程では、「地域」と「学校」をとりまく共同体が分化していく側面が確認された（4章）
ü「公正」な徴収の適用範囲が減少し、教育格差が是正されにくくなっている

v学校を集団編成の基点とした階層化
• 入学時における生徒の学校選択の制限（4章）、学校の発展過程における生徒の淘汰（5章）

vまとめ：質的改善に裨益するのは学費の増額後も学校に留まることのできた生徒だけで

• 生徒数に応じて増減するはずの資源⇔下位校への就学による教育資源の二重の格差（4章）

あり、生徒個人に教育資源が公正に分配されているわけではない。個々の生徒は、制度に
翻弄されながらも、他校との具体的な比較を交えて、自身の状況を積極的に意味づけしよ
11
うとしており、そこには「受容」における葛藤が表されていた。

ü公立校間での教育の質の不平等は、既存校と新設校との間の格差だけでなく経年変化のうち
に生じる格差→制度設計上に意図しない学校間格差の固定化
12

2．多文化コンピテンシーと博士論文の関連

2．多文化コンピテンシーと博士論文の関連

フィールドワークに影響を及ぼしたリテラシー

研究態度に影響を及ぼしたリテラシー

v多言語リテラシー：英語（公用語）、スワヒリ語（国語）、その他民族語
• 未来共生多言語演習、未来共生外国語科目（特別外国語演習（スワヒリ語））
ü言語習得の学習を通して、言葉やそれを取り巻く世界の多様さについての知見
v調査リテラシー
• 東北フィールドワーク
üフィールドの人と時間を共有することの大切さ
vコミュニケーションリテラシー
• 海外インターンシップ
ü自分とは異なる考え方をする多様なアクターと共に共同し、互いの利害が相反する
ような事案などを調整していく経験
Øケニアでのフィールドワーク中は多くの困難に直面したが、リテラシーを活用す
ることによって、試行錯誤しながら調査者としての在り方を模索することができ
た
13

vグローバルリテラシーおよびフィールドリテラシー
• ザンビア研修
• 内陸国ザンビアにおいて、周辺国との関係を踏まえた学習

ü国や地域の相互の関連性を踏まえたうえで、特定の地域を理解していくことの面白
さ

v政策リテラシー
• 海外インターンシップ
• 援助者の視点に立ち、援助計画を新しく作る活動

ü具体的な問題解決（※貧困の改善など）と、研究成果との関連について意識するこ
とで、研究成果をいかにフィールドに返せるかという視点

Ø博士論文作成にあたって、研究の捉え方や研究への姿勢について影響を及ぼした
14
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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

2月

4日

文学研究科・文化形態論専攻
高原耕平

博士論文題目

1.

31 年

声と時

―阪神淡路大震災期復興住宅住民の記憶と主体―

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）〕

【研究の目的と基本的な姿勢】 ひとはどのようにして災いの記憶と共に生きてゆくこと
ができるのだろうか。本論文は、阪神・淡路大震災の後に建てられた復興公営住宅の住民
の証言をもとに、この問いを〈声〉＝記憶と主体の連関という視座から読み解いてゆく臨
床哲学的探求のこころみである。
ひとや街（また家族、地域共同体、世代、国民）が過去の記憶に関わる在り方は、そう
した主体がただ過去の体験の情報を脳や精神の内部に保存するということに留まらない。
記憶と主体は互いに関わり合う。その関係は、語る・沈黙する・静かに向き合う・忘却す
る……といった多様なかたちのもとで保たれ、生きられているものである。
本研究ではこの記憶と主体の相互の関わり合いの有り様を〈声〉と表現する。それはこ
とばのかたちをとった物語として聞こえてくることもあれば、うめき声やうなり声として
発せられることもある。声は呼び止め、届き、もしくはかき消される。
問題は、こうした〈声＝記憶−主体連関〉をどのように解釈してゆくことができるかと
いうことである。本研究はこの問題圏を時間の営みとして解釈してゆく。記憶と主体の関
わりそのものが、人間の時間的な生き方のひとつである。本研究が全体を通じて明らかに
するのは、記憶と主体の連関は、その声をもつひとと、それを聞き取ろうとするひとの時
間的な同調（シンクロナイズ）を介して開示されてゆくということである。聞き手は語り
手の「記憶」だけを探ってゆくのではない。解釈者が出会うのはつねに、かれの記憶と主
体が関わり合っている現在の場面である。
あるひとが自身の記憶をことばで語るという記憶−主体のありかたを、とくに物語と呼ぶ
ことにする。物語において、解釈者は語り手の証言の内容と、かれの語り口を同時に受け
取る。このとき、語り手の時間的な営みに、いわば触発され巻き込まれるようにして、聞
き手の側にも同様の時間的な運動――記憶と主体の関わりが生じる。この、自己と他者の
時間の動きが連動してゆく作用を、本研究は同調と呼ぶ。探求の営み全体が同調の試行で
なければならない。以上のように、震災体験の記憶と主体の連関を、時間の同調を保ちな
がら解釈してゆくことが、本研究の基本的な姿勢である。
研究の問いは以下のように集約される。
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(1) 震災の記憶を「忘れてはならない」「風化してしまっている」としばしば言われる。
しかし実際に体験したひとびとの記憶への実感はいますこし微妙であり、複雑であるよう
に思われる。そうした震災の記憶を深く持つ復興住宅のひとびとは、自身の記憶に対して
どのような関わり方をしてきたのだろうか。
(2) 証言あるいは物語という仕方で記憶に関わりなおしてもらうとき、かれらはそれをど
のように語るのだろうか。その語り方に、記憶と主体のさまざまなかたちが現れているは
ずである。
(3) そうした声のありさまは、物語の聞き手／読み手であるわたしに、どのように現れて
くるのだろうか。かれらの〈声〉を、それが帯びる独特の時間を保ったまま受け止めるた
めには、何が求められるのだろうか。
【論文の構成】

本論文は、序論部、本論 I 部、本論 II 部の 3 部構成をとる。第 1 章か

ら第 3 章までが序論部を構成する。第 1 章では論文全体の骨格と、阪神淡路大震災の被災
地における「記憶」の諸相を研究全体の背景として論述する。第 2 章では、人間が持つ三
層の時間（生理的時間、実存的時間、公共的時間）の調和を破壊することを論じる。第 3
章は、災害の記憶に関する研究、とくに阪神淡路大震災に関する先行研究を取り上げ、被
災者の証言の用い方という観点から「事例型」と「臨床型」の区別を導入する。第 4 章で
はアメリカの精神医学者 R. J. リフトンの被爆者研究をとりあげ、災厄の後の社会にお
ける「罪責感」の広がりを検討する。第 5 章では阪神淡路大震災の復興事業として建設さ
れた復興公営住宅の一般的問題を整理する。
本論 II 部では、研究の主題である復興住宅を訪れ、そこに住むひとびとの物語を聞き、
読みなおしてゆく。第 6 章では、A 復興住宅をわたしが訪れ、物語が語られてゆくまでの
過程を、主に時間の同調という観点から描き出す。第 7 章では、A 住宅の住民である「ミ
ノルさん」と「夢子さん」の証言／物語を掲載し、語りの時間に追随する「注釈」を付す。
第 8 章では、第 7 章の物語を改めて読むという体験を分析し、読むことが物語の語り手の
〈声〉に触発されてゆく時間体験であることを明らかにする。
終章「記憶と主体」では、A 住宅の住民が自身の震災体験とその後のライフストーリー
を語ったことの意味を改めて考察し、本論文全体の結論として、災害の記憶と共に生きる
ありかたを「語りの保留」「静かな語り」「笑い」の 3 点から考察する。
本論文の中核は第 7 章における 2 人の復興住宅住民の物語であり、1 章から 6 章までは、
その物語に書き手と読み手が少しずつ時間を合わせてゆく過程として配置されている。第
8 章以降もまた、7 章の物語との時間の同調を保ちつつ彼らの証言を読み解いてゆく過程
として読まれることを意図した。
【研究の結果】本研究は A 住宅の住民の協力のもとに約 4 年間かけて進められ、最終的に
6 名の住民から聞き取り調査を行った。協力者との関係性をたえず反省しつつ、かれらの
声に触れてゆくことの実感をできるかぎり丁寧にそのままに論文中に描き出すことをこ
ころがけた。その解釈の成果として、(a)復興住宅に 20 年間住んできたひとびとが「語り
の保留」「静かな語り」「笑い」という記憶への関わり方を培っていること、(b)体験・記
憶を語ってこなかったこと自体にも被災体験を受け止めてゆく積極的な意味があったこ
と、(c)叙述中の「節目」の実感は語り手によってさまざまであり、それはそのひとに時
間を同調させてゆくことで初めて開示されてゆくこと、これらを明らかにした。
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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。〕

プラグラム履修を通して、多文化コンピテンシーを以下のように修得した。
[調査リテラシー]

報告者が修得した調査リテラシーは、とくに質的調査に関わる。具

体的には、質的調査と量的調査の関係、社会科学におけるその位置づけ、半構造化面接の
技法、録音データの文字起こし、データ管理、フィールドノーツおよびフィールドダイア
リーの作成、データの記述と分析、関連文献・資料の精査、調査の倫理的問題についての
理解と経験などである。
調査リテラシー修得にあたって中軸となったのは東北地方でのコミュニティ・ラーニン
グの経験だった。このとき初対面の被災経験者にインタビューを数多く行ったことが、そ
の後、プログラム内外で研究・実践を進める際の基盤となった。
［フィールドリテラシーおよびコミュニケーションリテラシー］この 2 つは報告者にと
って不可分であるので合わせて記述する。報告者が修得した両リテラシーの根幹は、調査
を実施する場所の共同体の様子をよく観察してこれを損なわぬようにすること、および調
査において関わる個人においては長期間の信頼関係構築を念頭に置き、研究が徹頭徹尾自
分自身の責任において遂行されるべきこと、これらである。これらの理解は公共サービス
ラーニング、プロジェクト・ラーニング、また海外インターンシップを経て博士論文の調
査・執筆にわたって漸進的に習得された。修得の方法は、失敗を繰り返すこと、そのこと
を繰り返し自ら記述することだった。
[グローバルリテラシーおよび多言語リテラシー]

報告者の修得したグローバルリテ

ラシーの要諦は、観察と比較である。見知らぬ環境に身を置いて眼と耳で観察することで
初めて、自分が馴染んでいた環境との比較が可能になる。比較のためには根底で共通する
ものを見出す視座が必要である。報告者の視座は、文化が変わっても人間の尊厳は不変で
あるという学びである。南三陸町のコミュニティ・ラーニングで面接に協力いただいたあ
るひとは「ここにわたしたちの町があったってことを忘れないでいてほしい」と言った。
ロンドンで偶然出会った湾岸戦争症候群を訴える退役英兵は「We are forgotten.」と言
った。博士論文の調査で出会ったある復興住宅住民は「存在すら気づかれずに、ほっぽか
れてたかんじ」と言った。
多言語リテラシーに関しては、プログラム履修前に学習していた英語・ドイツ語の学習
続行に加えて、海外インターンシップのために初等のタイ語を学習した。タイ語は文字が
漢字ともアルファベットとも全く異なるため、ゼロからの学習となった。他に博士論文の
研究のためにラテン語の学習を始めた。
[政策リテラシー]

実際の法律・制度・政策の立案・提言等の実践を行うことはなかっ

たが、とくに公共サービス・ラーニングおよびプロジェクト・ラーニングを通じて、公的
組織が業務・政策を遂行してゆく際の時間感覚といったことを学んだ。また博士論文執筆
のためのリサーチワークを通じて、災害復興に関する諸制度が被災者の生活にきわめてダ
イレクトに（良い方向にも悪い方向にも）刺さってゆくということを学んだ。
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以上のように修得された多文化コンピテンシーは、博士論文の作成に以下のように寄与
した。個別のリテラシーについて記述する前に、プログラムの課程内容と博士論文のテー
マ・方法が密接に接続していたことを述べておきたい。博士論文は兵庫県内の復興住宅を
調査地としたが、この住宅を訪れるようになったきっかけは公共サービス・ラーニングに
あった。さらにプロジェクト・ラーニングでもこの住宅が実践活動の場所となり、このと
きの経験と人間関係がそのまま博士論文の調査の土台となった。また、博士論文では計 7
名の復興住宅住民および生活支援員に面接調査を行ったが、この方法はコミュニティ・ラ
ーニングにおける志津川小学校避難所集中調査をベースとしたものだった。また、比較的
長い時間を経たあとの被災体験の聞き取りについて、海外インターンシップ中に実施する
ことができたインタビューの経験が役立った。このように、直接的にも間接的にも、博士
後期課程（とりわけ最後の 1 年間）における自身の調査研究活動は、プログラムで学んだ
コンピテンシーを十全に組み合わせて実施されたものだった。
［調査リテラシー］ 上述のように、博士論文のコア部分をなす一連の面接調査は、コ
ミュニティ・ラーニング等で修得した調査リテラシーを基盤としていた。また、調査中の
フィールドノーツ・フィールドダイアリーの作成にあたっては、海外インターンシップの
経験が直接役立った。報告者の所属する研究室では質的調査の具体的技法・方法を系統立
てて教育しているわけではないため、プログラムでこれらの調査リテラシーを基礎から学
んだことは博士論文の作成にあたってきわめて有用だった。
［フィールドリテラシーおよびコミュニケーションリテラシー］ 博士論文は複数の復
興住宅住民の協力なくしては成立しなかった。コミュニティ・ラーニングとその後の経験
から、数年間の関係が調査者自身を変容させることを実感していた。ただし信頼関係とい
ったことを調査者自身が確認するだけでは不十分だった。博士論文のための調査では改め
て、研究を行う調査者自身の「立場」といったことを徹底させようとした。この態度は、
コミュニティ・ラーニングやその他のフィールドにおける課程において、さまざまな立場
のひとと関わり合う経験によって徐々にかたちづくられていた。
これに加えて、研究協力者個人との一対一の関係だけでなく、調査を行う共同体との関
係といったことを博士論文の調査においても絶えず意識した。調査活動は一人のひとを相
手としたものであると同時に、常に何らかの共同体（ここでは当該復興住宅コミュニティ、
また広くは自治体や「被災地」）の内部での振る舞いである。この点については博士論文
の一部（第 6 章）で実際に詳述した。
［グローバルリテラシーおよび多言語リテラシー］ 博士論文の調査はもっぱら国内で
日本語話者を相手として行ったため、多言語リテラシーが直接かかわる場面は少なかった
と言える。グローバルリテラシーに関しては、プログラムの諸課程で見聞きした、他の文
化圏における「災厄の記憶」の在り方を対照項に置きながら、ローカルな災厄の記憶の在
り方について分析を加えることができた。
［政策リテラシー］ 博士論文では、災害の記憶に対する制度化・政治化された実践の
在り方が、実際の個々人の記憶の実感と乖離することに対する危機感を問題意識としてい
る。博士論文ではその乖離を修正する具体的な政策提言等は行っていないものの、ひとり
ずつの生の実感を出発点として制度や政策が構築されるべきだという立場は、プログラム
の諸課程で修得されたものである。
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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。〕

5 年間の課程を通じて痛感していることは、
「記憶」ということを研究テーマにするこ
とはきわめて困難な営みであるということである。プログラムと研究室の内部では良いけ
れども、そこから一歩外に出ると、記憶そのものについて考えようとすることに対する、
やわらかな拒絶ないしは非難のようなものをたびたび感じる。必要とされているのは、過
去よりも年金、他者よりも自己、真実よりも空気、省察よりも国旗、事実よりも陶酔、記
憶よりも反射というかんじで、記憶というテーマは歓迎されない時代なのかなと感じる。
魔女狩りの時代にうっかりサフラジェットやるような趣がある。
したがって目立たず腐らずこつこつやってゆくしかないのだけれど、そのためには擬態
というか、どの言葉を前面に出して、どの言葉を隠すかという選択が必要である。その見
極めが課題である。とくにトラウマという概念は絶対にダメで（実際いろいろと難しい概
念なので安易に使うべきではないのだが）、精神科医や心理カウンセラーでもないのにこ
の言葉を用いると即座にお金は逃げて少数の同志が集まる。しかしそれだけでは渡ってい
けない。角を立てるほどの知はないが情に棹させば意外と川底が浅い。渇水の時代です。
記憶に関する研究と実践を必要としているひとはかならずいる。しかしわたし自身が浮
足立つと、それらを必要としている人から、こいつは話を聞いてくれなさそうだなと感じ
取られてしまう。たぶん、研究者であると同時に、記憶とことばへの司祭であらねばなら
ない。
博士論文の内容はまだまだ不十分で、アウグスティヌスとベルクソンを丁寧に読み込ま
なければならない。また、自然災害の記憶の「継承」に関する実践についても再度調査し、
博士論文の内容に組み込みなおす必要がある。
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概要と構成
2019年2⽉19⽇
プログラム修了最終試験

「復興住宅に住むひとびとと探求した、災害の記憶と共に生きることをめぐる臨床哲学的研究」
序論部
第1章 研究の問題圏
第2章 ⽊の枝が折れるとき
第3章 先⾏研究の検討と本研究の⽴場

声と時
阪神淡路大震災期復興住宅住民の記憶と主体

本論第I部
第4章 R. J. リフトンのサバイバー研究における
「罪責感の同⼼円」理念
第5章 復興住宅の諸問題

⾼原耕平

第1章

「被災地」

第2章
第3章
第4章

復興住宅

⽂学研究科 ⽂化形態論専攻

本論第II部
第6章 記憶の臨床： 復興住宅で話を聞く
第7章 ⽣きながらえてゆくことの物語
第8章 物語を読みなおす
終章 記憶と主体

臨床哲学専⾨分野

終章

第5章
第8章

第6章

住民の物語

第7章

▶「被災地」の外側から、徐々に
復興住宅の内へ、住⺠の物語へと近づいてゆく
1

背景と問題意識

場所と問い
• 阪神淡路⼤震災（1995年）

• ⾃然災害の記憶→「継承」「ケア」の必要性と制度化
• 政治・社会・制度が要請する「記憶」の語られ⽅と、被災体験を持
つ個々⼈の「記憶」の在り⽅の間にズレ
被災地内部でも記憶の深さに
Ex. 「忘れてはならない」「継承しなければ」
⇔「忘れたいが、忘れられない」「語りたいが、語れない」
「⾃分よりヒドイ⽬にあった⼈を差し置いて語れない」
公：規範的・政治的・シンプル ⇔ 私：両義的・恥や罪責・錯綜

• 都市直下型地震、当時戦後最⼤の被害
• 「記憶」の継承とケアが当初から課題として意識される

• 復興公営住宅（兵庫県X市）

グラデーション

• 建設後22年。住⺠の半数が「初期⼊居世代」
• 2014年秋から訪問（公共SL→プロジェクト・ラーニング→博論）

研究の問い
• 記憶の形成に権⼒が絡みこむ「記憶のポリティクス」（⽶⼭1997）
• 施設や追悼の形態についての研究（阪本2017、今井2006）

(1) 復興住宅のひとびとは、どのような仕⽅で⾃⾝の記憶と共に⽣きてきた
のだろうか。また、記憶をどのように語るのだろうか。
(2) そうした声のありさまを、それが帯びる独特の時間を保ったまま受け⽌
めるためには、何が求められるのだろうか。

▶被災体験を持つ個々⼈の「記憶」への実感に定位する必要性
2

3

方法と基本理念

先行研究の検討
災害記憶論の輪郭

方法としての臨床哲学
• 科学
：取得したデータを無時間的なものとして扱う
• ⼈⽂学 ：探求対象・探求される事柄・探求者の時間上の連続
を保持
• 臨床哲学：とくに「ことば」のもとで連続を保持

• 戦争記憶論との対⽐→ 加害・被害よりも、神義論な問いが核⼼に（Leibnitz 1710, Kant 1756）
• ⼼的外傷と回復、共同体の役割（中井2011、安2011）
• 記憶の「継承」を防災・減災の根幹に位置づける（寺⽥寅彦）
• 社会的⾔説と個⼈⼼理の相互作⽤（成⽥ 2003、⽮守 1996; 2002）
▶「記憶」は〈個⼈の回復〉と〈共同体の復興〉双⽅の蝶番
▶ 政治性の内部で、復興の物語に回収されない記憶／物語に交わることは可能か

「声と時」
• 声＝記憶と主体が相互にかかわる場⾯。
• 時＝異なる時間の流れがシンクロする場⾯。

阪神淡路大震災での実践と研究
• 事例型（やまだ他 1999）：証⾔を論⽂中に断⽚化して配置
• 臨床型（塩崎・室崎 2002、⽮守 2003、樽川他 2007）
• 研究者-研究対象ではなく、⾮被災者-被災者の関係から
• 被災者の証⾔を⼀つのまとまりとして掲載

• 災害はさまざまな〈時〉を破綻させる。時間の調和を取り戻すには？

• 他者と時の流れを合わせてゆくとき、記憶が開⽰されてゆく。

▶証⾔を始終のある物語として収めることで、語り⼿と解釈者の時間性が相互にあらわになる
4

復興住宅を訪れるʢୈষʣ

5

生きながらえることの物語ʢୈষʣ
• 6名の住⺠に、被災体験とその後の⽣活を聞く
• そのうち2名の語りを1万字前後のライフストーリーに構成

• X市営A住宅で、筆者と住⺠の時間が合ってゆく過程を記述する
• 訪問・滞在・聞き取り調査・分析・テキスト再編の共同作業

ミノルさん： 当時40代後半。元トラック運転⼿。⽂化住宅が全壊。
退職、避難所と仮設でアルコール依存症に。⼊退院を繰り返す。A住
宅⼊居後も依存症は続いたが、その後克服。
夢子さん： 当時40代後半。運営していた保育所と⾃宅が全壊。名古
屋に避難したがX市にすぐ戻る。3年かけて保育所を再建。聞き取り
の翌年、保育所を閉鎖。

• 第7章の物語が成⽴するまでの過程
• 語りと沈黙がそこから⽣まれる⽇常の時間を描く
• 時間が少しずつ「合ってゆく」過程の記述
• （当初）そわそわ→「おるだけ」→（住⺠が？）そわそわ

• それぞれ⾼原による「注釈」を付記。
→語りの持つ時間と、読み⼿の時間とを媒介
6

物語を読みなおすʢୈষʣ

7

記憶と主体ʢऴষʣ

• 7章の物語を読み返す体験を再分析
• 住⺠は⾃⾝の体験／記憶にどのように関わってきたのか？
「語ることができるということにしておく」。⾔語化を保留する。

• 「読む」こと
1）⽂字情報から内容を採取することではなく、順を追って、叙
述のうねりに意識を沿わせてゆく時間的な営み。
2）解釈の更新が同時に⽣じる。物語全体の「筋」（ミュートス）
が開⽰されてゆく。
3）読み⼿の〈声〉（記憶と主体の関わり）が顕にされてゆく。

▶ ことば＝⽣存者が占有し、死者から奪われているもの。
▶ ⽇常の時間性において可能性の状態に保っておく。

• どのように語るのか？
1) 物語の改訂の余地をつねに残しながら語る。
2)「節⽬」を物語の内部で再体験してゆく。

▶語り⼿の声と読み⼿の声が交差する場⾯に物語が成⽴する。
▶語り⼿と直接対⾯していなくても、共同の時間が更新されてゆく。

さらに、語りの営みそのものが節⽬となる。
9

8
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ことばと復興

意義

• 記憶と主体は「節⽬」をつくってゆく。

• 直線的な時間ではない、同心円的・円環的な時間・記憶構造を提⽰

• プロジェクト型の「復興」とは異なり、節⽬は回復の暫定的な完成
であり、なおかつその出発点。

• 災害の記憶に対する臨床的・人文学的アプローチの理念と方法を提⽰
• ライフストーリーを補⾜資料としてではなく論⽂全体の基軸に位置づける
• 「聞く」「読む」ことは時間をシンクロさせる営み

• 「節⽬」がいつ起きたのか、当⼈にとってどのような意味を持つの
か、外からはなかなかわからない。

• 災害の記憶の問題を、ことば・時間・記憶の問題として再構制

• 声に触れてゆくこと（ことばと時間がお互いを呼び込む現場に⾝を置くこ
と）で、節⽬の体験に合わせてゆくことはできる。

• ⼼理学／社会学／現象学よりも、神学

• 調和が回復した〈時〉＝元の場所へ繰り返し新たに⽴ち戻ってゆく
（過去を切り離さず、内側へ繰り込んでゆく）
11

10

修得した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

調査リテラシー
• コミュニティ・ラーニング（志津川）での集中⾯接の経験
• プロジェクト・ラーニングでの現場との関係の作り⽅の経験
• 海外インターンシップでのフィールド記録の経験
▶博⼠論⽂のコア部分の調査⼿法に直結

海外IS

東北CL
公共SL

修得した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

PL

前期課程

博士論文
独自実践
（追悼）

後期課程

進路

修了後

フィールドリテラシー／コミュニケーションリテラシー
• ⻑期間の関係構築による⾃⼰変容（相⼿ではなく⾃分が変わる）
• 研究者の「⽴場」の省察の反復
▶博⼠論⽂の⽅法論および時間論／物語論の考察に反映

▶主要カリキュラムと、その経験を活かした独⾃実践が
博⼠論⽂テーマと修了後の進路に接続

12
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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.

31 年

2月

4日

人間科学研究科
宮前良平
復興過程における〈かつてあったもの〉のグループ・ダイナミックス

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）〕

本研究は、東日本大震災からの復興過程において過去を想起することがいかに復興に寄
与するのかについて論じたものである。その際に問われるのは、津波で流された写真を返
却する実践において「津波で流された写真を、データとしてではなく、現物として返却す
るのは何故か」という問いである。通常、記憶と呼ばれるものには、①回顧性②固定性③
言語性の 3 つの性質がある。しかしながら、東日本大震災以降、このような従来の記憶観
を基盤に持つ〈アーカイブ〉的な発想によって、被災者の想起は抑圧されつつある。本研
究では、上述の 3 つの特徴を持つ通常の記憶観―「意味の記憶論」―を理論的に超克する
ために、「存在の記憶論」を打ち出し、それによって被災者を中心とした復興が可能とな
ることを示した。そのため、本稿で行う作業は、従来の記憶観の批判的検討、新たな記憶
観とそれによって生まれる実践の提示、その実践を発展させていく可能性の議論の 3 点と
なる。
第 1 部では、従来の記憶観の批判的検討を行った。従来の記憶観は、「記憶とは今を生
きる主体が過去を意味づけたものである」という立場をとってきた。この立場は、①記憶
の回顧主義②記憶の固定化主義③記憶の言語中心主義の 3 点に還元される。それに対して
本稿では、ロラン・バルトの写真論、特に〈それは－かつて－あった〉という概念を導入
することで、この従来の記憶観を超克し、①プロスペクティブな記憶論②動的な記憶論③
身体の記憶論を中心とした「存在の記憶論」を提示した。
第 2 部では、復興の現場において存在の記憶論がどのように現前しているのかを津波で
流された写真を持ち主に返す活動である「被災写真返却活動」の事例をもとに提示した。
まず、被災した人びとは、記憶の内容の喪失(第 1 の喪失)を超えて、想起する視座の喪失
(第 2 の喪失)というプロスペクティブな想起をすること自体が喪失しつつあることを描
写し、それによって災害前の、被災するということを全く想定していなかった「なにげな
い日常」が想起されなくなることを論じた。次に、死者と生者の明確な二分法を超えるよ
うな営為として「死者とともに語る」ことを挙げ、そのことが、死者と生者の変容し続け
る関係を基盤とした動的な記憶論のひとつの現われになることを述べた。最後に、
「秘密」
という発話をめぐるコミュニケーションが、身体的な記憶という「語りえないこと」を示
すことで「なにげなさ」を保持しながら、第 2 の喪失からの恢復につながっていくことを
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示した。
第 3 部では、存在の記憶論を通じた実践が発展していく可能性について論じた。まず、
第 6 章では、東北在住の写真家とコミュニティアーカイブの参加者へのインタビューを通
して、震災後に津波によって洗い流されたふるさとを撮った写真―「〈不在〉の写真」―
が、
〈かつてあったもの〉をかえって想起させることにつながる可能性について議論した。
第 7 章では、写真を返却するということに焦点を当て、一枚でも多くの写真を返すことを
「めざす」のではなく、そのような場を継続していく中でボランティアと被災された方々
が「すごす」ことが〈かつてあったもの〉への接近を可能にすることを示唆した。最後に、
第 8 章では、「津波で流された写真を、データとしてではなく、現物として返却するのは
何故か」という問いに対して、存在としての記憶を保持しておくことについての責任の感
覚を述べ、写真が返却されることを〈再会〉と捉え直した。また、今後の実践における展
望として、共同性を伴った〈再演〉の可能性を示唆した。
本研究全体を通して、「意味の記憶論」は、過去に対して「語り直し」という態勢をと
るのに対して、「存在の記憶論」は、過去に対して「生き直し」という態勢をとることに
着目し、復興過程において「生き直し」を行うことの意義について述べた。
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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。〕

私は、未来共生イノベーター博士課程プログラムを通して、多文化コンピテンシーを習
得し、それは博士論文執筆にあたって必要不可欠なものとなった。これについて、プログ
ラム履修にあたってどのように多文化コンピテンシーを習得し、それがどのように博士論
文に寄与したのかについて、多文化コンピテンシーを 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）に分解して、それぞれ述べていく。
① 多言語リテラシー
多言語リテラシー習得にあたって、最も効果的だったのは、毎週行われていた英語の授
業である。授業は、学術的な内容を含む読解に加えて、必ずプレゼンテーションなどのス
ピーキング能力を高める工夫がなされており、これによって、英語能力が全体的に向上し
たように思う。さらに、1 年次秋にロンドンで短期の語学留学を経験したことで、英語を
「使う」ということへの自信が深まった。加えて、2 年次春に行われたトロント大学での
サマースクールでは、2 週間かけてカナダにおける多文化共生主義について学び、最終日
にはトロント大学の大学院生を相手にプレゼンテーションやディスカッションを行うま
でに英語能力は向上した。また、1 年時には、英語だけでなく、インドネシア語トルコ語
ベトナム語をネイティブの先生方から学ぶ授業があり、このことがきっかけで、学部生向
けのインドネシア語の授業を履修するようになった。
多言語リテラシーの習得を踏まえて、私は、博士課程在学中に研究成果を積極的に英語
で発信してきた。国際学会での発表は、大学院に入ってから 11 回を数えた。また、英文
での論文執筆も行い、第 1 著者として 1 本、第 3 著者として 1 本の査読付き英語論文が災
害研究の国際誌に受理されている。4 年次から 5 年次にかけては、災害研究の国際的権威
である Andrew Collins 氏（Northumbria 大学教授）のもとで客員研究員として在外研究
に励み、博士論文執筆にあたって大きなヒントを得ることができた。
② フィールドリテラシー
フィールドリテラシー習得にあたって、プログラムでのプラクティカルワークが非常に
学びとなった。1 年次は、当時住んでいた豊川地区の豊川いのち・愛・ゆめセンターで田
嶋館長のカバン持ちのような立場で、豊川地区に入らさせていただいた。そこで、いわば
「よそ者」として豊川地区の人たちとかかわるようになったのだが、田嶋館長のおかげで、
親密な関係を築くことができた。その結果、翌年のプロジェクトラーニングでも継続して
豊川とかかわることができ、私が企画立案した夏野菜カレー祭りは、さらに翌年も開催す
ることができ、地域の人たちの交流の場の一つになった。
このフィールドリテラシーは、私の博士論文において、最も必要となった能力であった。
私の博士論文は、東日本大震災の被災地である岩手県野田村での「被災写真返却活動」に
参加しながら被災された方々の語りを聞き、それをまとめるというものであった。その際
に、まず求められるのが、現場への入り方である。それは、あくまでも「非当事者」とし
て、いかに野田村の方々と寄り添えるかという実践的な課題でもあった。しかしながら、
豊川での実践を経て、いくぶんかうまく、現場の一員としてふるまえるようになったと思
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う。
③ グローバルリテラシー
グローバルリテラシーは、前述の多言語リテラシーと密接にかかわっている。言語運用
能力に加えて、3 年次に海外インターンシップで行ったインドネシアの経験が心に残って
いる。海外インターンシップでは、ガジャマダ大学の大学院生たちと地域の高校で防災教
育を行った。その際に、災害への考え方などの微妙な違いを話し合えたことが良かった。
また、ジャワ語しか通じないところで一人暮らしをしたのだが、言葉が通じない中で、生
活をしていく際に、バイク屋の親父やクリーニング屋の親父などに支えられて過ごせたの
もよい経験になった。
博士論文執筆にあたって、国際学会に参加したときに、様々な国の人と、問題なく話せ
ているのは、このグローバルリテラシーが身についていたことが大きいのではないかと考
えている。特に、災害という、全世界的な事象を研究している私にとっては、様々な文化
的背景があるということを大前提として考えられるようになったことが役立っている。
④ 調査リテラシー
調査リテラシーについては、フィールドワークを行ってきた私にとっては、フィールド
リテラシーと重なる部分が大きい。その中で、1 年次のコミュニティラーニングで、南三
陸のみなさんに 1 週間弱かけてインタビューを繰り返させていただいたのは大きな糧と
なった。インタビューの実施方法から、インタビュー中の質問の切り出し方、その後のま
とめ方まで、何もかもを実践を通じて学ばせていただいた。
この時の経験はもちろん、様々なインタビューをするときに活かされているが、特に直
接的なものとしては、この時の縁で、南三陸在住の方に、その後改めてインタビューさせ
ていただいたということがある。このインタビューは、博士論文の 1 章を構成するもので、
以前から知っていた者同士だったからこそ、深い語りが聞けたように思う。
⑤ 政策リテラシー
政策リテラシ―については、豊川での経験やトロントでのサマースクールなどを通じ
て、全体を見ることの大切さを学んだ。これは、博士論文の調査などで災害ボランティア
に出かけたときに、役場の方や、社会福祉協議会の方と話すときに、政策として、いかに
多くの市民が暮らしやすいようにできるかという視点で話されているのだなと言うこと
を理解しやすくなったと思う。しかし、政策提言などには、まだ踏み込めていないので、
私の今後の課題であると思う。
⑥ コミュニケーションリテラシー
これまでのすべてのリテラシーは、自分とは立場の異なる者といかにコミュニケーショ
ンをとることができるかということに集約されるように思う。そのためには、まず、自分
が何者であるかに自覚的になる必要がある。このことを、プログラムでは最も学んだよう
に思う。それは、授業の中でというよりも、様々な立場を背負いながら学んでいるプログ
ラム履修生のみなさんとの何気ない会話の中ではぐくまれていったように思う。
もちろん、このことが直接研究に役立ったというわけではないし、それを論文中に明示
することはないが、未来共生として、研究を行う上での肥沃な土壌になっているなと感じ
ることが多い。それは、非被災者として、被災された方々に寄り添うことを考えてきた私
の研究並びに実践として大きな糧となっているように思う。
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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。〕

私は、プログラム修了後は、研究者としてアカデミアに残ることになる。このように残
るからには、きっと、研究者として人生の大半を歩んでいくことになると思う。もちろん、
研究者「のみ」として生きていくことは、フィールドワークをする者からすれば不可能で、
一口で研究者と言ってもその内実は、どこまでも「研究者兼実践家」でしかあり得ない。
このような立ち位置において、今後の課題として、以下の 3 点を挙げておく。
第一に、現在の研究をいかに続けていくかという問題がある。それは、震災から月日が
経つことで、現場の「動き」が少なくなっていくなかで、研究者実践者としてどのように
関わっていけるかという問いでもあるし、短期的な成果が求められがちな昨今の研究者を
取り巻く状況下において、どのように長期研究の意義を訴えていくことができるのかとい
う問いでもある。
第二に、研究のアウトプットをどのようにしていくかという問題がある。これまでの私
の研究は、岩手県の野田村に出かける中で様々な語りを抜き出して、それをまとめて論文
化してきた。しかしながら、もちろん、抜き出されていない語りも、野田村の皆さんの貴
重な語りであるということには変わりない。こういった語りをどのように掬いだすかが課
題である。また、アウトプットとしては、今後ますます国際化が進むにつれ、英語での論
文発表をより積極的に行っていく必要があると実感している。くわえて、博士論文では、
研究成果を政策と結びつけて論じることができなかった。今後の復興行政のベターメント
に向けて、政策とのかかわりあいも避けては通れない部分になると考えられる。
第三に、最も重要な課題であるが、研究成果を、現場にいかに還元するかという問いが
ある。これについては、なにかドラスティックな解決方法があるとは思えず、むしろ第一
の課題や第二の課題に向き合い続けながら、現場とかかわり続けていく中で、磨かれてい
くタイプの問いであるように思われる。つまり、こうすれば正解が得られるというもので
はなく、そのような安易な正解に飛びつくことなく、悩みながらも実践を続けていく中で、
気づいたときには得られているような、そんなタイプのものであるように思う。そして、
この課題は、私が「これで終了」と宣言できる種類のものではなく、あくまでも現場の方々
から発せられる種類のものであることを心に留めておかねばならない。
未来共生で学んだことをもとに、私は 5 年間、被災や復興というものに向き合い続けて
きた。これを今後も続けていくと同時に、他の「当事者」の方々の語りに耳を傾けていき
たい。そのことによって、共生学を進めていきたいと思っている。
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本発表の流れ
1. 博⼠論⽂の内容
• 本発表のメイン：「被災写真返却活動で返されているものとは何か」
• 思い出から〈かつてあったもの〉へ

2. 多⽂化コンピテンシーと博⼠論⽂の関連
• プログラム履修によって多⽂化コンピテンシーはどのように⾝につき、
それが博論作成にあたってどのように寄与したか
• 6つのリテラシーをもとに

3. 今後の課題と展望

復興過程における〈かつてあったもの〉
のグループ・ダイナミックス

⼈間科学研究科
宮前良平
2019/10/7

平成30年度 プログラム修了最終試験

2

第1章 東⽇本⼤震災と〈かつてあったもの〉
2019/10/7

• 津波によって、各家庭の写真が流出
• それらをボランティアや⾃衛隊員な
どが収集・洗浄
• その後、保管・デジタル化をしなが
ら持ち主へ返却する

被災写真返却
活動とは

平成30年度 プログラム修了最終試験
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記憶の3つのテーゼ

返却される物①
：モノとしての写真

本研究の問い
被災写真返却活動に
おいて返却されてい
るのは何か

• 写真そのものの返却
• 「当初は約8万枚あった写真が今では約2万枚に」
• 「⼀枚でも多くの写真を返却したい」
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記憶の3つのテーゼ

返却される物③：〈かつてあったもの〉

返却される物②：思い出

ロラン・バルトの『明るい部屋』から

• ⾃分の写真が無くても、返却会にやって
くる⼈びと

• 写真を⾒て、ただただ涙を流される⽅々
• そういった⽅々の「⾔葉にならなさ」が写真にはある

• 「何年も前に撮った⼦どもの写真だけはど
うしても⾒つからなくて（中略）、でも、
写真返却会でボランティアさんたちと話し
てるとリラックスできていいんだ」
• 「写真は全部海に流されていっちゃったん
だけど、写真⾒てると懐かしいねえ」

• 〈かつてあったもの〉(Barthes, 1980)
• 思い出＝⼈間が過去のできごとを意味づけて語ったもの
• 〈かつてあったもの〉＝意味づけられる以前の過去
• 「写真は存在証明書である」(Barthes, 1980)

• 写真の中の語りにならない〈かつてあったもの〉に
注⽬する

• 思い出を探しに来る⼈びと
• 「写真を⾒たら思い出すんだけどねえ。津
波とともに記憶も流されちゃった」
2019/10/7
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3.11

8

現在

通常の想起：現在の視座に居座ったまま、過去を「思い出」として「語り直し」ていく
（e.g. ナラティブセラピーなど）

3.11

現在

〈かつてあったもの〉の想起：過去に戻り、そこから時間に順行して「生き直し」ていく

2019/10/7
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第8章

おわりに

被災写真返却活動において
何が返却されているのか

多⽂化コンピテンシー
と博⼠論⽂の関連

• 写真だけではなく
• 思い出だけではなく

1.

多⾔語リテラシー
• 未来共⽣多⾔語プログラム、ロンドン語学
研修、トロント⼤サマースクール
• 国際学会での発表11回、英⽂論⽂の投稿、
イギリスでの在外研究

2.

フィールドリテラシー
• 豊川でのプラクティカルワーク
• 野⽥村に⼊るということ

3.

グローバルリテラシー
• 海外インターンシップ（ジョグジャ）
• 災害研究者とのつながり

• 〈かつてあったもの〉(＝なにげなさ)
写真に写っている〈かつてあったもの〉をたんなる
思い出語りとして回収することなく、被災者がその
まま保持し続けることの復興過程における意義（＝
生き直すこと）を示した

2019/10/7
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今後の課題及
び展望

多⽂化コンピテンシー
と博⼠論⽂の関連
4.

調査リテラシー
• 南三陸での聞き取り
• 博⼠論⽂を「書く」

5.

政策リテラシー
• 豊川やトロント
• 災害ボランティアの政策⾯への興味

6.

コミュニケーションリテラシー
• 履修⽣や先⽣⽅、現場の⽅々との交流
のすべて

12

11

• 研究者兼実践家として
•
•
•
•

⻑期的に関わること
語りを書くこと
⼈の⼈⽣を聞くこと
ひとまず⽣きていくこと

• 形式よりも内容にこだわる
• 16枚じゃなくても伝えるも
のを伝えていく

平成30年度 プログラム修了最終試験

ご清聴ありがとうございました
主な参考⽂献
Barthes, R. (1980). La Chambre Claire: Note sur la photographie. Paris: Gallimard.
(Howard, R. (訳) (1981). Camera Lucida: Reflections on Photography. Hill and Wang. New York.)
(花輪光(訳)(1997)．明るい部屋―写真についての覚書 みすず書房)
初出⼀覧
Atsumi, T, Ishizuka, Y & Miyamae, R. (2016). Collective Tools for Disaster Recovery from the Great East Japan
Earthquake and Tsunami: Recalling Community Pride and Memory through Community Radio and “Picturescue”
in Noda Village, Iwate Prefecture, IDRiM Journal, 6(2). pp.47-57.
宮前良平・渥美公秀. (2017). 被災写真返却活動における第2の喪失についての実践研究, 実験社会⼼理学研究, 56(2),
pp.122-136.
宮前良平・渥美公秀. (2018a). 復興における死者との共⽣に関する⼀考察−犠牲のシステムを⼿がかりにして−, 災害と共
⽣, 2(1), pp.1-11.
宮前良平・渥美公秀. (2018b). 被災写真による「語りえないこと」の恢復, 実験社会⼼理学研究, 58(1), pp.29-44.
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• チーム北リアス写真班のみなさん(まちこさん、さおりさん、あらや
んさん、三浦さん、家⼝さん、彩⼦さん、洋介さん、かよこさん、
まっつんさん、こいけんさん)、仮設住宅の⾃治会⻑であった⼤六さ
ん、⼩野さん、⽔上さん、また、野⽥村社会福祉協議会のみなさま、
チーム北リアス現地事務所⻑貫⽜さん、ならびに野⽥村のみなさま、
そして、渥美研究室のみなさまから多⼤なご⽀援を承りましたこと
をこの場をお借りしてお礼申し上げます。
• 本研究は、平成26年度さんりく基⾦⼤学等連携地域事業、平成26年
度未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム独創的教育研究活動費、
平成27年度同プログラム独創的教育研究活動費、平成28年度〜30年
度⽇本学術振興会特別研究員研究費の助成を受けて⾏われました。
宮前良平
ryohei.miyamae@gmail.com

Miyamae, R & Atsumi, T. (in press). The Picturescue Movement: Restoring Lost Photographs Following the Great
East Japan Earthquake and Tsunami, Disasters.
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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

博士論文題目

1.

2月

4日

医学系研究科・医学専攻
査

名

31 年

凌

Population-based cohort study on health effects of asbestos exposure
in Japan
（石綿ばく露の健康影響に関する住民ベースコホート研究）

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】平成 17 年 6 月に、尼崎市内において、石綿取り扱い工場の従業員のみならず、
かつてその周辺地域の一般住民にも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】尼崎市における石綿ばく露と全死因、肺がん、中皮腫死亡との関連をコホート研
究の手法を用いて検討する。
【方法】2002(H14)年における尼崎市 40 歳以上の居住者のうち、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、長期居
住者コホート対象者名簿を作成する（2002 年の人口は 143,929 人）。コホート対象者内に
おいて、2002-2015 年の全死因、肺がん及び中皮腫死亡を観察する。人口動態全国死亡率
を外部標準とした標準化死亡比（SMR）計算を行う。また、2002～2015 年における尼崎市
40 歳以上の居住者のうち、1976 年以降の転入者を短期居住者として定義する（2002 年の
人口は 95,499 人）。尼崎市全体の住民基本台帳集計値と長期居住者コホートの集計より、
短期居住者の対象者数、追跡期間中の死亡者数を算出し、長期居住者集団と同様に、全死
因、肺がん及び中皮腫死亡の SMR を計算する。
【結果】14 年間（2002-2015 年）の追跡では、長期居住者において、男性 20,508 人、女
性 18,038 人の全死因死亡者が発生し、そのうち、肺がんは 1953 と 730 人がおり、中皮腫
は 192 と 111 人がおった。短期居住者において、男性 11,020 人、女性 8,440 人の全死因
死亡者が発生し、そのうち、肺がんは 933 と 385 人がおり、中皮腫は 55 と 18 人がおった。
中皮腫の SMR について、男女ともに、長期居住者（男：6.75、女：14.99）も短期居住者
（男：3.45、女：5.40）も SMR が全国（全国を 1 とする）より有意に高かった。しかも、
短期居住者に比べて長期居住者の SMR はさらに高かった。また、長期居住者で
158
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は、追跡期間中、男性の SMR はあまり変わらなかった一方、女性の SMR は増加傾向がみら
れた。肺がんと全死因の SMR について、男女とも、長期居住者（肺がん：男 1.28、女 1.23；
全死因：男 1.12、女 1.07）も短期居住者（肺がん：男 1.30、女 1.44；全死因：男 1.28、
女 1.20）も SMR が全国（全国を 1 とする）より有意に高かった。しかし、中皮腫と違い、
肺がんと全死因においては長期居住者に比べて短期居住者の SMR はやや高かった
【考察】尼崎市における中皮腫 SMR が、男女ともに、短期居住者に比べて 1975 年以前か
らの長期居住者でより高値を示したことは、1975 年以前の同市における石綿ばく露の可
能性が示唆されました。1957～1975 年にかけて、クボタ旧石綿工場をはじめ、尼崎市内
に石綿関連企業が複数あったため、地域住民における石綿関連企業の従業員の割合は全国
より高くなると考えられる。そのうち、男性の従業員がマジョリティを占めると思われる。
それで男性で SMR が高かったのは、職業性ばく露の可能性が示唆される。石綿関連企業の
集中により、空気中に飛散していた石綿の濃度が高くなったり、作業員の同居家族が持ち
帰る石綿との接触が多くなったり、する可能性が十分考えられる。それで女性で SMR が高
値を示したことは、石綿の家庭内ばく露や環境ばく露の可能性が示唆される。追跡期間中、
長期居住者では男性の SMR は変動していなかったが高値を維持しており、女性の SMR は増
加傾向がみられたのは、石綿使用停止してから 30-40 年が経っても中皮腫の過剰死亡は終
息していないことが示唆される。また、短期居住者においても中皮腫の SMR が高かったこ
とは 1975 年以前に尼崎市居住していたが、コホート設定時以前に転出し、その後再転入
した市民が短期居住者に含まれることで、短期居住者が全国に比べて石綿曝露の高い集団
となった可能性が考えられる。それは、2002-2006 年短期居住者における中皮腫死亡例 11
人のうち、9 人が再転入者と判明した。一方、肺がんも全死因死亡も、SMR が全国より高
かったが、中皮腫のほど大きく増加した程度ではなかった。しかも、中皮腫と違い、長期
居住者より短期居住者の SMR はやや高かったのは、石綿ばく露の影響より、喫煙、大気汚
染、肥満などのほかの一般要因の影響が大きいと考えられる。
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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。〕

【多言語リテラシー】論文を作成する際に、まずは効果的に先行文献をレビューしないと
いけない。英語論文を読むことは、一般的の英作文や新聞を読むことに比べて、英語力へ
の要求がだいぶ違うことが分かった。最初の難関として、情報収集のため英語論文を如何
に効率的に読むのかとのことである。専門用語や表現の仕方が多様で、最初慣れていない
時、1 つの論文を読むのに数日かかることもあった。これではあまりにも効率が悪く、そ
こでやり始めたのが論文の要約だけを読むことであった。論文の要約はその研究の内容
（背景，目的，方法，結果，結論）がコンパクトにまとまっていて本文に比べて非常に短
く、必要な情報がすべて含まれる。要約を読むことが、その論文を精読する必要があるか
否かにも役立っている。英語論文を読んでいるうちに、自分が気になる表現や単語をメモ
する習慣を身につけた。自分が論文を書く際にも活用できるように英語論文の表現や単語
を蓄積しておくことで、論文を書くスピードがだんだんスピードアップしてきた。
【フィールドリテラシー】今回の研究の続きであるコホート内症例対照研究では、保健師
の調査員を通して、一般住民へのインタビュー調査を行った。今までほぼデータの後期解
析しか経験していない私にとって、前期のデータ収集にも参加できて非常に勉強となっ
た。このように現場に足を運び、自分の目で見て、自分の耳で聴くことの大切さを再認識
させられた。患者さんの痛み、家族を失った遺族の苦しみ、それすべてを解析の結果を机
上で眺めているだけでは、決して理解できない核心である。
【グローバルリテラシー】世界保健機関（WHO）は 2006 年に世界で毎年 1.25 億人が石綿
に職業性ばく露され、毎年 10.7 万人が石綿関連疾患で死亡していると推計している。石
綿ばく露による社会的な健康問題は、日本国内のみならず、先進国である欧米でも発展途
上国である中国やブラジルなどでも注目を浴びている。現在、石綿疾患が問題となってい
る国と石綿ばく露が起きている国には乖離があるといわれる。現在の石綿疾患患者の大部
分は数十年前から石綿を大量使用していた先進国に集中しているが、これらの国ではすで
に使用禁止などの措置が取られている。一方、現在石綿使用の大部分は途上国に集中して
いる。これらの国では石綿関連疾患の流行がまだ初期段階にあるし、石綿問題への認識お
よび対応も未熟な段階にある。我々の研究では、イタリアをはじめとする先進国における
先行研究が非常に参考となった。それと同様に、今回の事例はいつか発展途上国に対して
も参考になればと期待される。石綿をめぐる日本の経験を世界的に共有すべきだと思うよ
うになった。
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【調査リテラシー】今回の課題は私にとって初めてプロジェクトの立ち上がりから関与さ
せていただいた。研究計画調書の作成から、研究計画に必要な機器や設備の準備、データ
収集および管理、定例会議の運営、成果の学会発表および論文化まで、一貫した体験がで
きた。研究を遂行するためにベーシックな知識とスキルを身につけた。
【政策リテラシー】クボタショックを契機として、社会的な石綿健康被害の問題が急浮上
してきた。石綿の健康影響が広く認識されることによって、政府も石綿関連疾患の労災発
生企業名の公表と、石綿健康被害救済法の制定に至った。尼崎市は石綿健康影響実態調査、
中皮腫死亡小票調査など様々な公的調査を行い、石綿ばく露者に問診と胸部エックス線検
査の無料検診を実施していた。疫学研究は健康の改善や向上に欠かせない情報を提供する
ので、公衆衛生上の対策を立てることはできる。例えば、疫学調査を行うことで、病気の
人の数、病気になりやすい人となりにくい人の違いなどが分かるので、予防や治療、健康
増進に結びつくのである。今回の課題を通して、疫学研究の社会還元の必要性と重要性を
改めて理解した
【コミュニケーションリテラシー】研究班の定例運営委員会では、中皮腫患者さん団体や
環境財団などの第三者団体と話し合う機会が多くあった。しかも、中皮腫患者さん団体で
見学をさせていただいた。見学では中皮腫の患者さんおよび遺族の方の生声を聴き、より
一歩現場を知るようになった気がした。それから、中皮腫患者さん団体より定期的に活動
記録や記事をいただき、研究に関しても大切な助言をいただいておる。また、インタビュ
ー調査実施中では、調査員たちと定期的に交流会を行い、調査の進捗のみならず、調査対
象者からの石綿健康影響に対するコメントや感想も共有していた。
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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。〕

今回の研究結果は、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。しかし、公的資料（住民基本
台帳と人口動態統計）では個人の職歴に関する情報が欠けているため、ばく露経路（職業
性ばく露、家庭内ばく露、環境ばく露）ごとにリスクをより正確に評価することはできな
い。それで、続いてコホート内症例対照研究の手法で職歴を考慮した検討を行う必要があ
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、有害事象から社会に生きる人々の安全と健康をまもる社会基盤を構築し
ていくため研究を続けていくと思う。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。今後は、今回の研究課
題より学んだ知識と技術を生かし、地域における健康問題に注目し、疫学の社会的役割と
期された責任を果たしていきたいと考えておる。
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プログラム最終試験・プレゼンテーション審査

はじめに
Ø 2005年6月、尼崎市にあったク
ボタ旧神崎工場の従業員のみ
ならず、かつてその周辺地域の
一般住民にも石綿（アスベスト）
を原因とする中皮腫の発病者
がいることが公表された。（いわ
ゆる「クボタショック」）

石綿ばく露の健康影響に関する住民
ベースコホート研究
（Population-Based Cohort Study on Health
Effects of Asbestos Exposure in Japan）
医学系研究科 環境医学
査 凌
2019/02/19

『毎日新聞』
2005年6月29日

Ø 環境経由石綿ばく露と中皮腫と
の関連が注目されるに至った。
2

3

背

4

景

目

的

Ø 尼崎市における石綿ばく露と全死因、肺がん、中
皮腫死亡リスクとの関連をコホート研究の手法を
用いて検討すること。

Ø これまでに実施された調査の問題点：
① 中皮腫死亡例の把握は、人口動態統計調査によるものでは
なく、個人の申出を情報源としていた。

➲把握漏れもしくは取りすぎの可能性がある。
② 期待値計算が個人名簿から人年計算されていなく、国勢調
査人口集計値に基づくものであった。

➲個人レベルで分子・分母が対応していない。
Ø 石綿を吸ってから中皮腫が発生するまでの期間は25年から50年
程度（平均で40年）。

➲追跡期間を延長して検討する。
（「看護ネット」*より引用）
*参考URL:

4

http://kango-net.luke.ac.jp/nursing/ebm/ebidensu.html

6

6

方 法：対象者の定義
1957年

2002年

1975年

5年

5年

方

法

2015年

Ø 石綿ばく露の指標：居住歴（1975年で区分）

4年

Ø アウトカム：全死因、肺がん、中皮腫死亡
Ø 追跡期間：2002～2015年の14年間
Ø 統計手法：全国の全死因、肺がんおよび中皮腫死亡の性・年齢

2002年人口：
男66,318、女77,611

長期居住者

別死亡率の期間平均（2002～2015）を標準率として、標準化死亡
比(SMR)を算出。（95%信頼区間をポアソン分布に基づいて計
算。）
さらに、暦年を3区分とするサブ解析 標準化死亡比は、標準死亡率を対象地域

2002年人口：
男47,746、女47,753
短期居住者
石綿使用期間
追跡期間(14年)

に当てはめた場合に、 計算により求め
られる期待される死亡数と実際に観察さ
れた死亡数とを比較するものである。
全国の平均を1として、標準化死亡比が
1より大きい場合は全国の平均より死亡
率が高く、1より小さい場合は全国の平
均より死亡率が低いことを意味する。

2002～2006（5年）
2007～2011（5年）

■長期居住者（固定集団＝コホート）：2002年における尼崎市40歳以上の居住者のうち、
1975年以前に尼崎市民となり継続して市内に居住していた人。→住民基本台帳に基づく
個人名簿により定義された集団。
■短期居住者：2002～2015年における尼崎市40歳以上の居住者のうち、1976年以降の転
入者。→住民基本台帳集計値より算出した数により定義された集団。

2012～2015（4年）

Ø 統計ソフト： StataMP 14

8

9

結

果

結 果：中皮腫のSMR
中皮腫のSMR（2002-2015）

転出者：
男5,491人、女6,714人

1957年

2015年

2002年

1975年

5年

5年

4年

2002年人口：
男66,318、女77,611

石綿使
用期間

6.75

10.00

男性

*

女性

5.00

全国

観察：192人
期待：28.44人

l 男性に比べて女性のSMRは
より高値を示した。

短期居住者における全死因死亡：
男11,020人、女8,440人
（内訳：肺がん死亡：
男933人、女385人
中皮腫死亡：
男55人、女18人）

追跡期間(14年)

15.00

0.00

転出者*

2002年人口：
男47,746、女47,753

*ｐ < 0.05

14.99 *

長
期
居
住
者 1

l 男女ともに、長期居住者も短
期居住者もSMRが全国より
有意に高かった。

長期居住者における全死因死亡：
男20,508人、女18,038人
（内訳：肺がん死亡：
男1953人、女730人
中皮腫死亡：
男192人、女111人）

観察：111人
期待：7.40人

中皮腫のSMR（2002-2015）

短
期
居
住
者

l 長期と短期の比較では、長
期居住者がより高値を示し
た。

*ｐ < 0.05

15.00

男性
10.00

3.45 *

5.00

5.40 *

1

観察：55人
期待：15.94人

転入者*
*短期居住者に関する計算は集計値によるものため、転出者と転入者の把握はできない。

10

死亡：18人
期待：3.34人

11

9

10

結 果：肺がん・全死因のSMR

結 果：期間別にみた中皮腫のSMR
2002～2006

2007～2011

2012～2015

15.63 *

18.03 *

中皮腫のSMR

20.00

長
期
居
住
者

16.00

12.00

8.00

11.77
6.26 *

6.95

6.96

男性

*

女性

4.00

1

全国

20.00

*ｐ < 0.05

中皮腫のSMR

0.00

短
期
居
住
者

肺がん
*ｐ < 0.05

*
*

長
期
居
住
者

1.60

8.00

4.00

2.39 * 2.03

8.58 *
4.15 *

3.44

*

5.07 *

1
0.00

男…
女…

全国

l 追跡期間中、長期居住者における男性のSMRはあまり変わらな
かったが、女性のSMRは増加した。

全死因
*ｐ < 0.05

1.28 *1.23 *

1.12 *1.07 *

1.20

1

全国

0.80

男性
0.40

女性

0.00

観察：1953人
期待：1523.09人

16.00

12.00

女性

全国

0.00

短
期
居
住
者

1.60

観察：730人
期待：594.01人

観察：18,038人
期待：16,827人

観察：20,508人
期待：18,354人

*
1.30 *1.44

1.28 *1.20 *

*ｐ < 0.05

1.20

1

全国

0.80

男性
0.40

女性

l 男女ともに、長期居
住者も短期居住者も
SMRが全国より有意
に高かった。
l 長期と短期の比較で
は、むしろ短期居住
者のほうが高い傾向
がみられた。

0.00

観察：933人
期待：718.65人

観察：385人
期待：267.20人

観察：8440人
期待：7038.20人

観察：11,020人
期待：8591.61人

12
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考 察：中皮腫のSMR

考 察：中皮腫のSMR
l 男性に比べて女性のSMRはよ
り高値を示した。

l 長期居住者においてSMRが全国より高かった。

全国における中皮腫死亡率
男性

女性

3.9

u 1975年以前における石綿ばく露の可能性が示唆される。

u 全国における中皮腫死亡率に
ついて、女性より男性の方が
高かった。

u 1975年以前に尼崎市居住していたが、コホート設定時以前
に転出し、その後再転入した市民が短期居住者に含まれる
ことで、短期居住者が全国に比べて石綿ばく露の高い集団
となった可能性が考えられる。
➲ 2002-2006年短期居住者における中皮腫死亡例11人の
うち、９人が再転入者と判明した。

中皮腫死亡率( PER 100 000)

l 短期居住者においてもSMRが全国より高かった。

男性：職業性石綿ば
く露の影響が女性よ
り大きいであろう。

3.4

u SMRを計算すると、女性の方
が値が大きくなる。

3.42

2.9

2.4

1.9

1.89

女性：非職業性ばく
露（家庭内ばく露や
環境ばく露）の影響
が大きいであろう。

1.4

0.9

0.58

0.65

0.4
2002

2005

2008

2011

2014

追跡期間（年）

14

15

13

考 察：中皮腫のSMR

考

コホート

LOG(中皮腫死亡率( PER 100 000))

LOG(中皮腫死亡率( PER 100 000))

l 追跡期間中、長期居住者における男性のSMRはあまり変わらなかったが、
女性のSMRは増加した。
40

全国

4

40

l 肺がん・全死因のSMRについて、長期と短期の比較では、
むしろ短期居住者の方が高かった。

コホート

全国

追跡期間（年）

追跡期間（年）

u 長期居住の女性において、コホートの
死亡率は増加していた一方、全国の死
亡率は低いレベルで一定であった。

u 長期居住の男性において、コホートの
死亡率は全国の死亡率と同様に暦年
ごとに増加した。

u 石綿ばく露以外の要因による影響で、SMRが高くなっている
可能性が考えられる。

4

0.4

0.4

Ø 研究の限界：
Ø 職歴に関する情報が得られていないため、石綿の職業性ば
く露を制御した上で、非職業性ばく露によるリスクをより正確
に評価することは出来ていない。
➲現在、コホート内症例対照研究の手法で
職歴を考慮した検討を行っております。

16

14

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
現場に足を運び、一般
住民にインタビュー調査

リテラシー
グローバル
リテラシー

• 研究計画調書の
作成
• 必要な機器や設
備の準備
• データ収集・管理
• 定例会議の運営
• 成果の学会発表
• 論文化
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英語論文を読む・書く
フィールド

• 海外の先行研
究を参考
• 日本の経験を
世界的に共有

察

多言語
リテラシー

多文化
コンピテ
ンシー

コミュニ
ケーション

•
•
•
•

患者団体
環境財団
行政側
共同研究者

リテラシー

調査

政策

リテラシー

リテラシー

• 石綿関連疾患の
労災発生企業名
の公表
• 石綿健康被害救
済法の制定
• 無料検診の実施
15
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Ø 今後の課題
尼崎は地域レベルとして世界的に
みても稀にみる高頻度の中皮腫発
生が観察され、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。

続いてコホート内症例対照
研究の手法で職業性ばく露
を制御し、非職業性ばく露
（家庭内ばく露や環境ばく
露）をより正確に評価する必
要がある。

Ø 展望
p 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
な限り正確に残し、有害事象から社
会に生きる人々の安全と健康をま
もる社会基盤を構築していくため研
究を続けていく。
p 今回の研究課題より学んだ知識と
技術を生かし、地域における健康
問題に注目し、疫学の社会的役割
と期された責任を果たしていきたい
と考えておる。

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る。
16
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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（野田村サテライト）は、2011 年 3 月 11 日、東北地方
太平洋沖地震（東日本大震災）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。
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
の主テーマである共生社会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。
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。

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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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。これらの実績を通じて構築してきた信頼関係に基づき、2018 年 2 月に大阪大学
人間科学研究科が野田村役場と OOS（大阪大学オムニサイト）協定を締結した。

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。
(1)コミュニティ・ラーニング
第 3 章 2 節におけるコミュニティ・ラーニングの説明のとおり、2017 年度に引き続
き 2018 年 8 月 17 日～26 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 5 名、人間科学研究科の学生 4 名の計 9 名が本サテライトを拠点に村内で様々な活
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動を行った。
昨年度に引き続き 3 人 1 組となり、3 グループに分かれてフィールドワークを行った。
今年度は、前述の OOS 協定により野田村役場から村が運営する「アジア造形館」の活用
について提案をしてほしいという依頼に基づきフィールドワークを行った。
三陸鉄道株式会社の「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）と役場の人々との対話を通じて、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野田村役場から依頼のあった
「アジア造形館の活用」について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 25 日（土）の野田祭りの会場におい
て、生放送で報告を行った。

写真

震災スタディツアー

写真

活動のふりかえり

写真

成果報告会の様子

(2)コミュニティ・ラーニング成果報告会
8 月 24 日（金）午前 10 時から授業の成果報
告会を行った。今年のテーマであった「アジア
造形館」にて開催し、野田村副村長をはじめ役
場から多数の方に参加いただいた。学生の発表、
提案に対して、役場の方から多様な質問があり、
活発な意見交換が行われた。
7.2.2. 研究・実践活動
(1)震災の記録アーカイブ研究
本サテライトの責任者である渥美公秀教授（人間科学研究科）が中心となって、2017
年度から電気普及財団の研究助成を受けて「コミュニティ FM の番組制作と災害復興・
地域防災に関するアクション・リサーチ」の研究を 2 年間行った。
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本研究では、災厄に関するアーカイブの動向を踏まえ、復興に向けて住民有志が取り
組んでいる「のだむラジヲ開設準備会」、および、野田村役場の震災展示室担当者と恊
働しながら、被災者等の震災の記憶や伝承に関するラジオ番組を制作した。そして、制
作したラジオ番組をアーカイブとして活用する試みとして、野田中学校 1 年生が取り組
む「地域を調べる学習」と連携し、その成果発表の場である生涯学習発表会の場を介し
て、中学生による番組制作（および、そのアーカイブ化）を行い、地域アイデンティテ
ィの醸成、復興・防災の促進を図った。なお、アーカイブは、野田村が開設した震災展
示室で保管、視聴できるようにしている。

図 7.2
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第8章 学生支援体制

8.1. 学生支援の目的
学生支援の目的は、プログラム履修生がリーディングプログラムにおける活動と在籍
研究科での研究活動を両立できるようサポートすることである。具体的には、ハウス制、
奨励金制度、独創的教育研究活動経費制度の 3 つから支援策が構成されている。

8.2. ハウス制
本プログラムのハウス制は、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
の制度を参考にしたものである。これまでは、学生支援ワーキンググループの教員、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たが、履修生の
減少に伴い、本年度からはハウスを 2 つに再編成した。
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、も
しく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、在籍研究
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、入学時オリエンテーションでは、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。履修生にとって、ハウスはプログラムや研究活動についての情
報交換、相談できる場であり、互いに切磋琢磨できる関係を形成する場となっている。
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表 8.1

面談スケジュール

学年

実施時期

面談目的

形式

1 年次

7 月下旬

春～夏学期のプログラム履修を終えた時点で、研究科の研究とプログ

グループ面談

ラムの両立について、どのように感じているかを把握する。

もしくは個別

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

2 月下旬

る。また、修士課程における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。

8.3. 奨励金制度
8.3.1. 制度の概要
奨励金制度の目的は、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できる経済的な環境を整えることにある。
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 1 名、2 期生は 5 名、3 期生 9 名、4 期生 8 名、5 期生 8 名から受給継続
申請があり、2018 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、6 期生からは 7 名から
受給申請があり、2018 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。
2019 年 3 月末時点で 1 期生 1 名、2 期生 4 名、3 期生 9 名、4 期生 8 名、5 期生 7 名、
6 期生 5 名、合計 34 名の学生が受給している。なお 2 期生から 3 名、3 期生から 1 名、
4 期生から 1 名が日本学術振興会の特別研究員となったため対象外とされた。

8.4. 独創的教育活動経費制度
8.4.1.

制度の概要

本プログラムでは、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。こ
の制度は、履修生の自由で独創的な発想、あるいは野心的な挑戦に基づく教育研究活動
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に対して経費を援助し、その実現を支援するものである。
本制度において、プログラム履修生は計画調書の作成から、計画に則った教育研究活
動の実施、最後に報告書の作成を求められる。こうした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
ングとなると考えられる。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と
なっている。

8.4.2.

実施状況

平成 30 年度は、6 月に全履修生を対象に制度についての説明を行い、公募要項を配
布した。7 月 10 日に公募を締め切った結果、9 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、9 件の活動経費が支給される
ことが決定された。平成 30 年度の教育研究活動テーマ及び申請金額は、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

申請金額

対話／表現を通じたシティズンシップ教育に関する実践的研
１

小泉

朝未

171,302 円
究

2

岩根

あずさ

3

富安

晧行

フェアトレード商品広告からみる日本の当事者性

130,000 円

ゲイと老いに関する探索的研究――サンフランシスコにおけ
220,000 円
る団体の取り組みに着目して――
外国にルーツを持つ子どもを抱える教室でのコミュニケーシ
4

王

一瓊

175,082 円
ョンの諸相：日米の比較を例に

5

黒江

裕貴

非中国語で文学創作を行う在豪華人作家のエスノグラフィー

203,650 円

6

櫻木

晴日

日本におけるフリースクールの分類と整理

199,167 円

7

坂場

大道

Minimal English から見た「やさしい日本語」

196,464 円

8

中川

佳保

気付かれない誤解に関する語用論的考察

199,692 円

9

藤原

凪沙

「なぎなた」経験を通した身体に関する「気づき」の可能性に
65,117 円
ついて
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第9章 未来共生セミナーの開催

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より広い世界を示すことで、履修生がキャリア・パスを
考える機会を設け、また、プログラムを通じて得た知識をより実践的なものとする目的
のもと活動を行ってきた。今年度も昨年度と同様に、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・スピーカーを招いた。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履修生や本学の学生をはじめ一般の方々にも
広報することで、更なる繋がりを構築するという目的もある。
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）、西徳宏特任助教、尾﨑俊也特任助教（未来共生プログ
ラム）で構成されている。

9.2. セミナーの開催
9.2.1.

未来共生セミナー2018「大阪/ひかり（光）とかげ（影）のフィールド

ワーク〜『大大阪』の成立と現在の西成につながる差別〜」西成ワーク
ショップ
2018 年 10 月 8 日、未来共生セミナーとして「大阪／ひかり（光）とかげ（影）のフ
ィールドワーク〜『大大阪』の成立と現在の西成につながる差別〜」西成ワークショッ
プが開催された。道先案内人をつとめてくださったのは、元大阪市教員でじんけん
SHOLA のメンバーである山本平さんと増井茂美さんである。阿倍野近鉄ハルカスの歩
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道橋の上に集合し、悲田院町、統国寺、てんのじ村の碑、猫塚、飛田遊郭、あいりん小
学校跡等を歩き、大阪市大のサテライトでレクチャーが行われた。
狭義の釜ヶ﨑にフォーカスがあたりがちな
フィールドワークであるが、今回は、近現代
史の長いスパンで見て、1925 年の「大大阪」
成立にあたって、市の中心部を近代化するた
めに、刑場や墓場、歓楽街、スラム街を引き
受けたのがここであったことをまち歩きをと
おして感じてほしいということであった。ま
た、山本平さん、増井茂美さんと共にこのフ
ィールドワークの準備をすすめてきた大阪市
教育センター指導主事の畑中一成さんからは、

写真 「西成ワークショップ」における阿倍

大阪市における人権教育が大阪市教育振興基

野近鉄ハルカス前の歩道橋でのレクチャー

本計画によって推進されていること、その教
員研修の一つに阿倍野西成フィールドワークが準備されてきたこと、在日外国人教育に
ついても積極的に取り組んできたことなどが説明された。
当日は、未来共生プログラムの履修生、関係する教員や西成高校の先生など 25 人ほ
どが、3 時間半のワークショップに最後まで参加した。本セミナーの詳細は、未来共生
セミナーvolume17『西成 XRESPECT2018

活動の記録』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、に掲載されている。

9.2.2.

未来共生セミナー「Uchinaa nu futu Majyun Katara~沖縄について一緒

に学ぼう」
2018 年 12 月 15 日、未来共生セミナー
「Uchinaa nu futu Majyun Katara~沖縄につい
て一緒に学ぼう〜」が大阪大学全学教育推進
機構実験棟 1 階サイエンス・コモンズ

スタ

ジオ A において開催された。セミナーは沖縄
について知り、より身近に感じることで沖縄
の問題について一緒に考えることを目的と
して行われた。

写真 「未来共生セミナー『Uchinaa nu futu

以下、企画に加わった履修生の増田智香さ Majyun Katara~沖縄について一緒に学ぼう』
ん（工学研究科・博士後期課程 2 年）の報告 の会場の様子
を一部抜粋し引用する。
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セミナーの報告
セミナー前半では、沖縄出身である未来共生プログラムの履修生により、沖縄につい
ての正しい知識を学ぶための講義が行われました。1870 年代以降の沖縄の近現代史の
キーワードをもとに講義が行われ、20 分程度の映像が上映されました。セミナーの後
半には、大阪市大正区で私設図書館「関西沖縄文庫」を運営されている金城馨さんによ
る講演が行われました。金城さんは、「関西沖縄文庫」設立の経緯や、大正区という土
地と沖縄との関係、さらに戦後、伊丹にあった米軍伊丹基地とその返還の話など、多岐
にわたり「沖縄」と「大阪」の関係についてお話くださいました。セミナーの最後には、
本プログラムの履修生と卒業生が登壇し、金城さんと共にパネルディスカッションを行
ないました。パネルディスカッションでは、「沖縄の問題」とされているものは、私た
ちの身近に起こっている問題とどのような接点があるのか、といったことが議論されま
した。
当日の会場では多くの参加者の方々が真剣に耳を傾けておられる姿を見ることがで
きました。また本セミナーを通じて、私も改めて沖縄の歴史を学ぶことができました。
また、大阪を活動の拠点とする金城さんがこれまでに取材された記事やご本人による文
章・その他沢山の資料も配布され、より身近に大阪と沖縄の関係の経緯を感じることが
できる機会となりました。パネルディスカッションでは、今回学んだ沖縄の背景や現状
をもとに話が進められましたが、決して「沖縄の問題」は沖縄だけの問題ではなく、
「日
本の問題」であり、私たちにもより身近な問題であるという気づきが得られたように思
います。今回は主催者の想定を超える多くの方々に参加いただきました。参加者の皆様、
また講演・パネルディスカッションに登壇くださいました皆様、ありがとうございまし
た。
（報告者：増田智香［工学研究科・博士後期課程 2 年］）
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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
目的とする。評価・広報 WG は稲場圭信教授（人間科学研究科）を主査として、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、未来共生プログラム・特任教員）で構成されている。
とくに広報活動では、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う。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編集・作成して
いる。広報活動はホームページや Facebook や twitter を通じ、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、大阪大学人間科学研究科においてそれぞれ開
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。
同説明会への学生の参加は 5〜10 名ほどであり、履修希望者に

写真 プログラム説明

とって有意義な情報収集の機会となった。

会のチラシ
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表 10.1

プログラム説明会の実施状況

年月

日付

目的

2018 年

12 月 25 日（火）

7 期履修生の募集

2019 年

2 月 5 日（火）

7 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フォーラム 2018」への参加
2018 年 12 月 4 日、一橋大学一橋講堂において東京工業大学・一橋大学主催で開催さ
れた博士課程教育リーディングプログラムフォーラム 2018 に参加した。同フォーラム
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 3 名、教員 2 名の計 5 名が出席した。
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添付資料

添付資料

177

ニューズレター（Vol.11）

ニューズレター（Vol.11）

178

添付資料

ニューズレター（Vol.11）

添付資料

179

ニューズレター（Vol.11）

180

添付資料

ニューズレター（Vol.11）

添付資料

181

ニューズレター（Vol.12）

ニューズレター（Vol.12）

182

添付資料

ニューズレター（Vol.12）

添付資料

183

ニューズレター（Vol.12）

184

添付資料
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未来共生セミナー（平成 30 年度）

未来共生セミナー（平成 30 年度）

お気軽に
ご参加ください！

大阪大学未来共生プログラムでは、関西沖縄文庫や沖縄名桜大学とのつながりの
中で、多くの学生が実践的な学びをしてきました。この学びを深めていくと同時に、
広く、少しでも多くの人と共有していくために、今回、沖縄について・在沖縄米軍
基地についての入門的なセミナーを企画しました。プログラム所属の学生・卒業生
に加え関西沖縄文庫主宰の金城馨（きんじょうかおる）とともに考えましょう。

2018 年 12 月 15 日（土 ）
13:00〜 16:30（・・ 途中入退場 可）
at 大 阪大 学全 額 教育 推 進機 構実 験 棟１ 階
サイエ ンス・コモ ンズ スタジ オ A

沖縄について知りたい！
そんなあなたへ仲田幸司が
わかりやすくお伝えします！

金夏琳、下朋世に加え、金城馨
さんに登壇いただきパネルデ
ィスカッションを行います！

会場のみなさまから
質問をなんでも
どうぞ！

申し込み・問い合わせは、respect.osaka.univ@gmail.com まで（定員 50 名）
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2018

⼤
阪
⼤
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）

【別添】

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 30 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 30 年度）
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1.プログラム

1-1

ハンドブック（平成 30 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

2-2

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 30 年度）
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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

対するお礼の場としての成果発表会などを⾏う。

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 30 年度）

（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（30 ⽇〜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。

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

形成への不安を解消し、今後の進路選択への糧とする。

あわせて、こうした個々でのフィールド活動を、他の受講⽣と共有することを通じて、将来のキャリア

貢献と学術研究の両⽴について考える。

通じて、組織における多様性（ダイバーシティ）を実現するために必要な⼈材の資質を⾒きわめ、社会的

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

する⼈々から学ぶことを⽬的とする。

や能⼒、⼈脈を⽣かして、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

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 30 年度）
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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

学外研修

ク

必修

公共サービス・ラーニング

必修

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

海外インターンシップ

選択

未来共⽣専⾨科⽬

プロジェクト・ラーニング

必修

選択

A/B ***

調査法

必修

未来共⽣調査法

未来共⽣外国語*

選択

必修

必修

未来共⽣英語演習Ⅳ

未来共⽣多⾔語演習Ⅰ

必修

必修

未来共⽣英語演習Ⅲ

未来共⽣英語演習Ⅱ

未来共⽣

語科⽬

⽣多⾔

未来共

科⽬

⽣英語

必修

必修

未来共⽣特別演習

未来共⽣英語演習Ⅰ

必修

未来共⽣ワークショップ

コア科⽬

未来共

必修

未来共⽣の哲学と諸課題

未来共⽣

未
来
共
⽣
⾔
語
プ
ロ
グ
ラ
ム

必修

未来共⽣社会論

プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
ワ

ク

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ワ

す。

2-2

10

2

2

1

1

2

2

春
夏
学
期

2

2

秋
冬
学
期

１年次

4

2

1**

1

春
夏
学
期

秋
冬
学
期

２年次

3

1

2

春
夏
学
期

2

2

秋
冬
学
期

３年次

5

2

1

2

春
夏
学
期

秋
冬
学
期

４年次
春
夏
学
期

秋
冬
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）

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

プロジェクト・ラーニング

2-3

必修

公共サービス・ラーニング

必修

選択

コミュニティ・ラーニング

必修

A/B***
未来共⽣専⾨科⽬

選択

必修

選択

調査法

未来共⽣外国語*

必修

必修

未来共⽣英語演習Ⅳ
未来共⽣多⾔語演習Ⅰ

必修

必修
未来共⽣英語演習Ⅲ

未来共⽣英語演習Ⅱ

未来共⽣調査法

語科⽬

⽣多⾔

未来共

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

1

1

2

2

春
夏
学
期

2

秋
冬
学
期

１年次

2

1**

1

春
夏
学
期

秋
冬
学
期

２年次

1

2

春
夏
学
期

秋
冬
学
期

３年次

1

2

春
夏
学
期

秋
冬
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

ハンドブック（平成 30 年度）

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*****

学外研修

必修

海外インターンシップ****

10

2

4

3

2

2

5

2

2-5

******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。

*****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。

****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 30 年度）
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10

23

プラクティカルワーク

⼩計

３４単位以上

3

3

選択必修

6

プラクティカルワーク

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

2-6

19 単位

3

選択必修

授業区分

4

4

選択

・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

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

必修

授業区分

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。

備考

備考

備考

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

4

プラクティカルワーク

4

7

必修

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

プラクティカルワーク

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

備考

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

ハンドブック（平成 30 年度）

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

S. Muller

⼭本ﾍﾞﾊﾞﾘｰ･ｱﾝ

未来共⽣選択英語Ⅲ

未来共⽣英⽂執筆トレーニン

添付資料

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

春〜夏

秋〜冬

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

豊中

吹⽥

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

平成 30 年度不開講

別途定められた科⽬より選択

神⽥ ⿇⾐⼦

岩居 弘樹

G.Mohacsi

S. Muller 他

未来共⽣選択英語Ⅱ

グ

S. Muller

未来共⽣選択英語Ⅰ

S. Muller 他

未来共⽣英語演習Ⅲ

S. Muller

S. Muller 他

未来共⽣英語演習Ⅱ

未来共⽣英語演習Ⅳ

S. Muller 他

⼭本 晃輔

志⽔ 宏吉

沖本 和⼦ 他

榎井 縁

⾼橋 綾 他

ほ)

(ほんま な

本間 直樹

⼭本 晃輔 他

志⽔ 宏吉

担当教員

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 30 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

科⽬から 1 単位

科⽬の選択必修

未来共⽣多⾔語

2/4〜2/9

備考

未
来
共
⽣

未
来
共
⽣
専
⾨
科
⽬

区分

科⽬

調
査
法

コンフリクトと共⽣の諸問題

災害政策と未来共⽣学特講

教育と国際開発

グローバル化と⾼等教育

シップ

レナー

イノベーションとアントレプ

メディアから⾒る未来社会

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

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

栗本 英世

秋〜冬

平成 30 年度不開講

平成 30 年度不開講

平成 30 年度不開講

平成 30 年度不開講

脇阪 紀⾏

平成 30 年度不開講

脇阪 紀⾏

平成 30 年度不開講

G. Mohacsi

S. Muller
A. Morita

Humanitarian Action

学期

開講

平成 30 年度不開講

担当教員

and Cultural Theory
Disaster Management and

春〜夏

平成 30 年度不開講

志⽔ 宏吉 他

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

吹⽥

吹⽥

豊中

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

2

選択

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

と

以上修得するこ

ハンドブック（平成 30 年度）

195

196

添付資料

Planning

Research Design and

Seminar

RESPECT Internship

科学技術と共⽣社会

and Coexistence

Perspectives on Diversity

Anthropological

in Anthropology

Key Concepts and Topics
春〜夏

C.Lam

春〜夏

平成 30 年度不開講

平成 30 年度不開講

平成 30 年度不開講

G. Mohacsi

榎井 縁

吹⽥

豊中

2

2

2

2

2

未
来
共
⽣
基
礎
領
域
科
⽬

区分

科⽬

未
来
共
⽣
専
⾨
科
⽬

区分

科⽬

榎井 縁
⼭本 晃輔

未来共⽣ソーシャル・アクシ
ョンⅡ

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

⼈間科学研究科提供科⽬

⽂学研究科提供科⽬

担当教員

⼭本 晃輔

学期

開講

秋〜冬

春〜夏

平成 30 年度不開講

ョンⅠ

授業科⽬

夏

学期

開講

平成 30 年度不開講

榎井 縁

ほ)

（ほんま な

本間 直樹

榎井 縁

担当教員

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

授業科⽬

ス

ンパ

キャ

開講

豊中

豊中

豊中

ス

ンパ

キャ

開講

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

定める。

授業科⽬は別に

備考

6/11〜8/6

備考

ハンドブック（平成 30 年度）

榎井 縁 他

榎井 縁 他

園⼭ ⼤祐 他

榎井 縁 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

別紙参照

授業概要は、

備考

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

経済学

研究科

法学

研究科

⼈間科学

研究科

コンフリクトの⼈⽂学特講Ⅰ

211631

インターンシップ B
⼈間科学⽅法演習

211504
211480

232106

220550

220547

法社会学

220322

国際経営

総合演習（国際家族法）

ーシップ）

2-11

総合演習（経営者と語るリーダ

国際私法

220315

法政策学

多⽂化医療通訳概論

220409

多⽂化共⽣学特講Ⅰ
216158

援に関する理論と実践）

集団・地域社会における⼼理⽀

211801

211876

教育⽂化学特定演習Ⅰ

211279

共⽣⾏動論特講Ⅰ（家族関係・

⽐較福祉論特講Ⅰ

⽇本思想史演習

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

211301

201144

201538

20C205

200506

200512

コード

研究科
⽂学

時間割

所属
担当教員

朴

⻑⽥

⾼橋

福井

⻑⽥

福井

樋⼝

檜垣

中村

藤⽬

渥美

泰勲

真⾥

慶吉

康太

真⾥

康太

⿇⾥

⽴哉 他

安秀

ゆき

公秀

英世
他

⼀宏
栗本

弥⽣

尚哉

⾄朗

⾼⽥

⻫藤

宇野⽥

他

桃⽊

不開講

⼩⻄ 真理⼦

⼩⻄ 真理⼦

平成 30 年度未来共⽣基礎領域科⽬

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

秋〜冬

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

春

春〜夏

春

春〜夏

春〜夏

秋

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

学期

開講

⽊・3

⽕・3

⽊・４

⽉・３

⽕・３

⽉・３

⽕・4

他

集中

⽊・２

2

⽊・1-

⽊・２

⽕・4

2

⽕・1-

⽕・3

⽔・2

⽕・３

⽕・３

時限

曜⽇

開講

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

吹⽥

その他

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

単位

ハンドブック（平成 30 年度）
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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

テクノロジーデザイン演習

280642

ジェンダー論Ａ

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

300241

300237

300213

300214

300275

300276

現代⽂化ダイナミクス論 B

テクノロジーデザイン論

280641

300379

リスク評価論

ニケーション論

2-12

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

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

255001

255110

コード

医学系

時間割

所属

環境健康リスク論

251505

研究科

（医）

疫学各論

疫学総論

アジア企業・マネジメント

250507

250506

医学系

研究科

232110

研究科

博康

博康

衛東

友孝

他

卓

啓介 他

啓介 他

哲⽣ 他

有津⼦

道宏

隆司

昌典 他

計

かおる

規夫 他

亨

正⼦ 他

亨

⼭下

⼭下

⼩杉

⼩杉

⽊村

仁

仁

世

世

茂雄

G. ヨコタ

北村

上⻄

上⻄

倉敷

加賀

⽊多

横⽥

澤⽊

神出

⼩⻄

酒井

⼾邉

蔭⼭

⼾邉

担当教員

祖⽗江

磯

磯

許

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

秋〜冬

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

春〜夏

春〜夏

冬

春〜夏

学期

開講

通年

夏

春〜夏

春〜夏

⽕・4

⽕・4

⽉・2

⽉・2

⾦・４

⽕・3

⽕・5

⽉4

⽉3

⽊・５

⾦・3

⽕・5

⽕・２

⽕・３

⽕・５

⽕・２

⽉・２

⽊・5

2

⾦・1-

⽕・5

時限

曜⽇

集中

集中

集中

⽉・２

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

吹⽥

吹⽥

パス

キャン

開講

中之島

吹⽥

吹⽥

豊中

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

単位

2

2

2

2

ンセンタ

CO デザイ

研究科

政策

国際公共

（続き）

研究科

⾔語⽂化

研究科

所属

世界⽂学・⽂化論

305510

潤⼦

均他

泰浩 他

全

全

恒裕

幹雄

幹雄

ナー）

2-13

協働術 B（マイノリティ・セミ

特殊講義（⼈間の安全保障）

政貴

んま なほ）

本間 直樹（ほ

中内

不開講

Hawkins 他

研究ワークショップ）M
国際安全保障論

Virgil

明久

倫哉

倫哉

プロジェクト演習（国連安保理

河村

河村

Hawkins

Virgil

真⼭

真⼭

⼤槻

儀利古

儀利古

筒井 佐代

加藤

岸⽥

担当教員

眞嶋

松野

311316
3B1502

欧他

美央⼦

美央⼦

晃次

晃次

塩⾕ 茂樹 他

⽥邉

義永

義永

植⽥

植⽥

特殊講義（紛争研究概論）

演習（多⽂化共⽣論）

特殊講義（ナショナリズム論）

and Conflict

争）Lectures: African Politics

特殊講義（アフリカの政治と紛

法）

特殊講義（海洋法・航空宇宙

特殊講義（武⼒紛争法）

特殊講義（開発と環境）

⽇本語学研究 IIIB

310014

311356

311164

311221

311220

311259

311494

311456

310778

306006

⽇本語学研究 IIIA

⽇本語教育学基礎論 IIA

306103
306005

⽇本⽂化学研究総論

⽇本語学研究総論

科⽬名

⽇本語教育学研究総論

306200

306000

コード

時間割

306100

序説

アジア・アフリカ⾔語社会研究

⾔語コミュニケーション論 B

300256

305497

⾔語コミュニケーション論 A

社会⾔語学研究 B

社会⾔語学研究Ａ

300255

300272

300271

秋〜冬

夏

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

秋〜冬

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

学期

開講

春〜夏

春〜夏

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

秋〜冬

春〜夏

⾦6

集中

⾦・2

⽕・5

⽔・2

⽔・2

⽉・２

⽕・3

⽕・4

⽕・2

⽉・5

⽉・5

⽕・5

⾦・1

⾦・1

時限

曜⽇

⽕・1

⽊・５

⽊・３

⽉・3

⽉・3

⽊・2

⽊・2

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

箕⾯

箕⾯

箕⾯

箕⾯

箕⾯

ス

キャンパ

開講

箕⾯

箕⾯

箕⾯

豊中

豊中

豊中

豊中

2

2

2

2

2

2

2

2

２

2

2

2

2

2

2

2

単位

2

2

2

2

2

2

2

ハンドブック（平成 30 年度）

多⾔語共⽣社会演習

グローバル共⽣実践演習

720202

720205

ブ・セン

ター

実践

2-14

理論と

アティ

グローバルコラボレーションの

ルイニシ

720201

グローバ

ー

宮原

暁

沁夫

不開講

思

夏

春〜夏

集中

⽉・6

箕⾯

吹⽥

2

2

2
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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 30 年度）

199

200
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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。

「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。

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

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。

対するお礼の場としての成果発表会などを⾏う。

2-15

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

2-16

（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

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

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

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

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

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

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

（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

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」

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」

3 年次後期（30 ⽇〜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
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

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

海外インターンシップ（３年次）

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（２年次 1 学期）

ハンドブック（平成 30 年度）

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

形成への不安を解消し、今後の進路選択への糧とする。

あわせて、こうした個々でのフィールド活動を、他の受講⽣と共有することを通じて、将来のキャリア

貢献と学術研究の両⽴について考える。

通じて、組織における多様性（ダイバーシティ）を実現するために必要な⼈材の資質を⾒きわめ、社会的

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

する⼈々から学ぶことを⽬的とする。

や能⼒、⼈脈を⽣かして、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

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）

<予定>

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

年⽬の海外イン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。

の教員が企画した授業を通じて、アカデミック英語発表能⼒の向上を集中的に図るとともに、３

本研修は、１学期の《未来共⽣英語演習Ⅰ》の授業で習得した基礎⼒を踏まえ、英語圏

Steve Muller

⼤阪⼤学 豊中キャンパス、⽂理融合型研究棟６階

平成 30 年 9 ⽉ 24 ⽇（⽉）〜9 ⽉ 29 ⽇（⼟）

１年⽣

2-18

を受ける。「Bespoke Role-Play」学習⽅法を通して議論や⾯接、交渉などのスキルを磨く。

コマの授業を(１コマ＝２時間)

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】

【⽬的】

【連絡教員】

【実施場所】

【実施期間】

【対象】

RESPECT Academic English Skills Training (Presentation)

英語研修について

ハンドブック（平成 30 年度）

添付資料
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⼤阪⼤学吹⽥キャンパス、⼈間科学研究科

【実施場所】

【内容】

【⽬的】

<予定>

2-19

分けて、英語圏で通⽤する書評や論⽂の書き⽅を習う。

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（午後）に

各１４コマの授業を（１コマ＝２時間）を受ける。《アカデミック・コミュニケーション演習》

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、

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

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。

授業を通じてアカデミック英語執筆能⼒の向上を集中的に図るとともに、３年⽬の海外インター

本研修は、１〜２学期の英語授業で修得した基礎⼒を踏まえ、英語圏の教員が企画した

Gergely Mohacsi，Beverley Yamamoto

平成 31 年 2 ⽉ 4 ⽇（⽉）〜2 ⽉ 9 ⽇（⼟）

【実施期間】

【連絡教員】

１年⽣

(Writing)

【対象】

RESPECT Global English Skills Training

【⽬的】

未来共⽣英語演習ⅠとⅡ及び 1 年⽬の「RESPECT Academic English Skills Training」

Steve Muller，Gergely Mohacsi
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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る。

る。多⽂化教育を英語で学ぶことと共に、３年⽬のインターンシップに向けて、

多⽂化社

の研修に基づき、２年⽬の海外研修は、英語を使って、多⽂化共⽣について学ぶことが⽬的であ

【担当教員】

University of Toronto, Asian Institute, Toronto Canada

平成 30 年 4 ⽉ 25 ⽇（⽔）〜5 ⽉７⽇（⽉）

【実施期間】

【実施場所】

２年⽣

【対象】

Summer School in Multicultural Studies (UofTss)

ハンドブック（平成 30 年度）

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

社会福祉施設へ

② 実習：

コマ）。

障害などの

① 講義・演習：

に、英語でグループ発表を取りまとめる。

2-21

の訪問など（３回予定）。

トロント周辺の NPO、NGO、市場、教会、アメリカンインディアンの居留地、

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時間で、11

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、

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】

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

テーション審査

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

ラシー、⑥コミュニケーションリテ
ラシー）

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

２

所属研究科の博⼠前期課程の修了

※

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.QE および修了について

ハンドブック（平成 30 年度）

203

204

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

②

①

横書き 1 枚

3-2

・スライド枚数：10 枚（表紙と参考⽂献記載ページを含む）

発表⽤パワーポイント

・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

実施要項】

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

3-3

インターンシップ計画書

①

・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 ポイント以上、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

難なので、

ではない

ハンドブック（平成 30 年度）

海外インターンシップ審査

15:00

1 ⽉ 31 ⽇（⽊）午前 8 時

2⽉

7 ⽇（⽊）午前 8 時

1 ⽉ 31 ⽇（⽊）午後 4 時

開始

開始

添付資料

2⽉

1 ⽇（⾦）

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：
3-4
QE 最終合格発表： 3 ⽉ 13 ⽇（⽔）午後 2 時

審査スケジュール（発表順）の通知：

kanda.m@respect.osaka-u.ac.jp に提出）

２⽉ 14 ⽇（⽊）午後 2 時

（インターンシップ計画書、語学証明書類はプログラム事務室に提出, その他はメール添付で

発表⽤パワーポイント提出期限：

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：

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

プレゼンテーション審査

13:05

プレゼンテーション審査：⽂理融合型研究棟 7 階

開会

13:00

場所：

8 ⽇（⾦）

平成 31 年 2 ⽉

QE（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 30 年度

コースワーク等修了認定審査は、本プログラムの履修状況の審査と最終試験の審査によって構成され、

得を総合的に判定するため、コースワーク等修了認定審査を⾏います。

最終試験については、本プログラムの「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

の修了とみなします。（2）本プログラムの単位の修得、学外研修、リサーチワークの修了、及び（3）

このうち（1）在籍研究科の修了については、在籍研究科による博⼠号の学位授与をもって所定の課程

チワークを修了すること、（3）本プログラムの最終試験に合格すること。

定の課程を修了すること、（2）本プログラムの所定の単位を修得し、かつ、所定の学外研修及びリサー

履修⽣が次の要件をすべて満たした場合に、本プログラムの修了を認定します。（1）在籍研究科の所

修了について
評価項⽬

評価基準

との関連性に関する報告書の審査

との関連性に関するプレゼンテーション審査

ラシー）

すでに提出した博⼠論⽂もしくは今後提出
する予定の博⼠論⽂の研究成果と、未来共⽣

ラシー、⑥コミュニケーションリテ

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

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

すでに提出した博⼠論⽂もしくは今後提出
する予定の博⼠論⽂の研究成果と、未来共⽣

６つの要素によって構成される。①

（1）書類審査

（3） リサーチワークの達成状況

（2） 学外研修の参加状況

（1） 本プログラム規程に定められた単位の修得

（多⽂化コンピテンシーは、以下の

最終試験

本プログラムの履修状況

は専攻名、□□は学位の分野名）

【プログラム修了最終試験 報告書 作成要項】

3-5

の内容と未来共⽣との関連性に関する報告書を審査します。

書類審査では、履修⽣が提出した博⼠論⽂、もしくはこれから提出する予定の博⼠論⽂について、そ

書類審査について

ことを証する。」

本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』を修了した

専攻の博⼠課程を修了したので博⼠（□□）の学位を授与する。

その旨が学位記に以下のように記載されます。

研究科での博⼠論⽂審査に合格し、修了が認められた場合にリーディングプログラムの修了も認められ、

コースワーク等修了認定審査に合格すると、コースワーク等修了認定書が発⾏されます。また、在籍

２

１

コースワーク等修了認定審査の評価項⽬と評価基準

コースワーク等修了認定審査の結果は、KOAN 及び掲⽰にて発表します。

ログラムの履修年限満了を迎える年度に最終試験を受験しなければなりません。

最終試験は、書類審査とプレゼンテーション審査から構成されます。この審査は、標準履修年限満了を
迎える履修⽣を対象に、以下の評価項⽬と評価基準にしたがって実施します。履修⽣は、原則としてプ

・⾯接開始時刻の 20 分前に控室に来室する

・⾯接順は別途通知する

ハンドブック（平成 30 年度）

205

206

添付資料

横書き５枚

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

プレゼンテーション審査資料」として、『⼤阪⼤学

はない

3-6

・⽂字サイズ：18 ポイント以上、ただし図表及び参考⽂献の⽂字サイズについてはこの限りで

・スライド枚数：16 枚（表紙と参考⽂献記載ページを含む）

・発表⽤パワーポイントは、以下の様式に準じて作成すること

・発表時間 35 分（プレゼンテーション 20 分、質疑応答 15 分）

【プレゼンテーション審査 実施要項】

きるよう⼝頭で発表したものを審査します。

プレゼンテーション審査では、報告書の内容を、より詳しく、より具体的に、他分野の⼈にも理解で

プレゼンテーション審査について

を予定しています。

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 年次報告書』 等への掲載

博⼠課程教育

＊この報告書は、「平成 30 年度最終試験

研究者、専⾨家としての今後の課題及び展望を述べる

研究者、専⾨家としての今後の課題及び展望を述べる

③

る

共通講義室 3

13:05

修了式：3 ⽉ 23 ⽇（⼟）18:00

2 ⽉ 12 ⽇（⽕）

審査開始

3-7

2 ⽉ 26 ⽇（⽕）KOAN にて個別通知

2 ⽉ 18 ⽇（⽉）午前 8 時
コースワーク等修了認定審査合格発表：

発表⽤パワーポイント提出期限：

審査スケジュール（発表順）の通知：

2 ⽉ 4 ⽇（⽉）午前 8 時

⽂理融合型研究棟 7 階

プレゼンテーション審査
13:00 開会

プログラム修了最終試験
平成 31 年 2 ⽉ 19 ⽇（⽕）

報告書提出期限：

場所：

⽇時：

平成 30 年度

・プレゼンテーション審査当⽇、発表者は全員 12:50 までに発表会場に来場すること

・プレゼンテーション審査の発表順は、メール及び掲⽰にて通知する

③

る

本プログラムで修得した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を明確に述べ

本プログラムで修得した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を明確に述べ

博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

②

②

博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

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

難なので、

・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

①

・報告書は、以下の点にもとづいて作成すること

・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

・⽂字サイズ：11 ポイント、数字は半⾓

・A4 判縦置き

・報告書タイトル（サブタイトル含む）、在籍研究科・専攻、⽒名を明記のこと

・使⽤⾔語：⽇本語

なお、所定のフォーマットは、10 ⽉初旬に対象者宛に送付する

・報告書は、所定のフォーマットを⽤い、以下の様式に準じて作成すること

ハンドブック（平成 30 年度）

平成 30 年度 学年暦

1-1

4.年度スケジュール
８⽉ 6 ⽇（⽉）

翌２⽉ 8 ⽇（⾦）

第２学期：

第１学期：

添付資料

翌４⽉１５⽇（⽉）１６：３０

（第２次）翌４⽉１⽇（⽉）〜

1-2

翌３⽉１１⽇（⽉）１６：３０

１０⽉１５⽇（⽉）１６：３０

９⽉１０⽇（⽉）１６：３０
（第１次）翌３⽉４⽇（⽉）〜

（第２次）１０⽉１⽇（⽉）〜

（第１次）９⽉３⽇（⽉）〜

※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２2 ⽇（⽉）

４⽉２７⽇（⾦）

１０⽉１５⽇（⽉）

４⽉２０⽇（⾦）

第２学期：１０⽉１6 ⽇（⽕）〜

第１学期：４⽉２３⽇（⽉）〜

３．履修取消期間について

第２学期：９⽉２５⽇（⽕）〜

第１学期：４⽉４⽇（⽔）〜

２．履修登録期間について

翌２⽉ 8 ⽇（⾦）

※但し１１/２９、３０、１２/３、７は秋学期授業

冬学期：１１⽉２7 ⽇（⽕）〜

授業

１２⽉７⽇（⾦）

８⽉ 6 ⽇（⽉）

６⽉ 8 ⽇（⾦）

※但し１１/27、28、１２/４、５、６は冬学期

[ターム型科⽬] 秋学期：１０⽉ 1 ⽇（⽉）〜

第２学期：１０⽉ 1 ⽇（⽉）〜

夏学期：６⽉１1 ⽇（⽉）〜

[ターム型科⽬] 春学期：４⽉ 9 ⽇（⽉）〜

第１学期：４⽉ 9 ⽇（⽉）〜

１．授業（期末試験を含む）の実施期間について

平成 30 年度 履修⼿続き及び成績発表について

ハンドブック（平成 30 年度）
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ハンドブック（平成 30 年度）

平成30年度（2018年度）時間割
平成

春〜夏学期

月
学

時間割

年

コード

（1学期）

火

科目名

教員

教室

学

時間割

年

コード

水

科目名

教員

教室

学

時間割

年

コード

木

科目名

教員

教室

学

時間割

年

コード

金

科目名

教員

教室

学

時間割

年

1時限

科目名

教員

教室

コード

1

9E0003 未来共生英語演習Ⅰ

(08:50

S. Muller

吹/最先端医療
吹

C.Lam

棟演習室1-3
棟演習室

岩居

弘樹

豊/SCセミナ
豊

神田

麻衣子 ー室
ー室A

～
10:20)
2時限

1

9E0036 Research Design and

(10:30

C.Lam

吹/⼈
吹

Planning

1

9E0030 Key Concepts and

東館316
東館

G. Mohacsi

Topics in

1

9E0023 メディア考現学
メディア考現学―「い

ー室B
ー室

1

9E0011 Introduction to

S. Muller

Academic Reading

3時限

豊/SCセミナ
豊

脇阪

紀行

豊/⽂理融合棟
豊

1

9E0005 未来共生多言語演習Ⅰ

共通講義1
共通講義

ちょう論説」づくり

Anthropology

～
12:00)

2

9E0037 未来共生外国語
未来共⽣外国語1（英語 S. Muller

(13:00

豊/⽂理融合棟
豊

2

9E0016 未来共生英語演習Ⅱ

共通講義1
共通講義

豊/⽂理融合棟
豊

1

9E0001 未来共生社会論

共通講義1
共通講義

）

（隔週
（隔週

4時限

3

1

9E0045 マイノリティと人権

(14:40

本間 直樹
本間
直樹

豊/総合Ⅰ豊

（ 〜5限）
（
～
＜夏 6/11〜8/6＞
＜夏

～
16:10)

3F

9E0006 未来共生調査法Ａ

COデザ

（隔週
（隔週

棟演習室1-3
棟演習室

志水

宏吉

豊/⽂理融合棟
豊

山本

晃輔

共通講義1
共通講義

9E0042 未来共生英語演習Ⅲ

1

吹/最先端医療
吹

I. Brenes

3-4限）

～
14:30)

S. Muller

西 徳宏
S. Muller

豊/⽂理融合棟
豊

G. Yokota

共通講義3-4
共通講義

志水

豊/⽂理融合棟
豊

3-4限）

宏吉

山本
⼭本

晃輔 共通講義
晃輔
共通講義1

（ほんま
（ほんま

インセンター

平尾

一朗

なほ)
なほ

スタジオ

西
榎井

徳宏
縁

3

9E0041 未来共生ワークショッ
プ

豊/⽂理融合棟
豊

和子 共通講義
共通講義4

沖本
尾崎

4

9E0051 未来共生英語演習Ⅳ

也
S. Muller

1

9E0002 未来共生の哲学と諸課

本間

俊
豊/⽂理融合棟
豊
共通講義3
共通講義

5時限

1

-

(16:20

マイノリティと⼈権
マイノリティと人権

本間 直樹
本間
直樹

豊/総合Ⅰ豊

（4限〜 ）
（

3F

＜夏6/11〜8/6＞
＜夏

～
17:50)

COデザ

直樹

(ほんま

題

（ほんま
（ほんま

インセンター

なほ)
なほ

なほ)
なほ

スタジオ

高橋
榎井

綾
縁

山本

晃輔

2

9E0053 未来共生ソーシャル・

時間割

科目名

COデザ

スタジオ
豊/⽂理融合棟
豊
共通講義4
共通講義

※1年⽣必修科⽬ 金曜日２限目以降の授業はすべて
※
⾦曜⽇２限⽬以降の授業はすべて30分遅れで開始

その他

年

3F

インセンター

アクションⅠ

学

豊/総合Ⅰ豊

教員

教室

コード

1

9E0020 コミュニティ・ラーニ

2

9E0022 プロジェクト・ラーニ

ング

渥美 公秀
渥美
公秀

稲場 圭信
稲場
圭信

志水 宏吉

東北被災地
東北被災地

＜
＜8/17〜8/26

＞

榎井 縁

山本 晃輔

-

ング
3

9E0043 海外インターンシップ

園山 大祐

山本 晃輔

-

4

9E0050 未来共生特別演習

志水 宏吉

山本 晃輔

豊/⽂理融合棟共通講義2
豊

4

9E0052 フィールド・ラーニン

榎井 縁

神田 麻衣子 豊
豊/⽂理融合棟共通講義2

グ

河村 倫哉
脇阪 紀行

平成30年度（2018年度）⾏事予定
平成
４月

５月
4/1/18

1

Sun

4⽉~9⽉
６月

5/1/18

平成30年度（2018年度）⾏事予定 10⽉~3⽉
平成
７月

6/1/18

Fri

プロジェクト・ラ

８月
7/1/18

９月
8/1/18

１０月
9/1/18

１１月
10/1/18

1

Sat

秋～冬学期

いちょう祭

Wed

いちょう祭片付け
＜休講＞

Sat

Mon

Thu

Sun

2

Tue

Fri

ーニング中間報告

Sun

Wed

Mon

授業開始

１２月

１月

11/1/18

Tue

Thu

大学祭準備
＜休講＞
大学祭

12/1/18

２月
2/1/19

Fri

Wed

Sat

Sat

Sun

元日

Mon

3

Tue

入学式

Thu

憲法記念日

Sun

Tue

Fri

Mon

3

Wed

Sat

文化の日
大学祭

Mon

Thu

Sun

4

Wed

春夏学期 履修登録
春夏学期
期間 〜4/20
期間
～

Fri みどりの日

Mon

Wed

Sat

Tue

4

Thu

Sun

大学祭

Tue

Fri 授業再開

Mon

Wed

Sat

Tue

5
6
7
8

Sat

Thu

Fri
Sat

新⼊⽣・在学⽣ 合同
新入生・在学生

オリエンテーション

Sun

春～夏学期

こどもの日

Tue

Thu

Sun

Wed

Fri

Mon

Thu

Sat

Sun

インターンシップ派遣
直前説明会(3年⽣)
直前説明会

Mon

Fri

Mon

Thu

6

Sat

Tue

Thu

Sun

Wed

Fri

7

Sun

Wed

Fri

Mon

Thu

Sun

Wed

Sat

8

Mon

Wed

Sat

Mon

Thu

Sun

9

Mon

Tue

Tue

Thu

Sun

Tue

Fri

11

Wed

Fri

Mon

Wed

Sat

未来共⽣必修
未来共生必修

5

Fri

10

Thu

Wed

Tue

Mon

12

授業終了

Tue

9

授業開始

春～夏学期

山の日

大学祭片付け
＜休講＞

Sun

Wed

Sat

10

Wed

Sat

Mon

Thu

Sun

11

Thu

Sun

Tue

Fri

Mon

Mon

Wed

Sat

Tue

Tue

Tue

Thu

Sun

Wed

Wed

Wed

Fri

Mon

Thu

Thu

Thu

Sat

Tue

Fri

Fri

Sat

Sat

Sun

Sun

Sun

Wed

12

Fri

Sun

Wed

Fri

Mon

Thu

13

Sat

QE中間発表会①

Sat

Mon

Thu

Sat

Tue

Fri

14

Sun

15

Sun

Tue

Fri

Sun

Wed

Sat

15

Mon

16

Mon

Wed

Sat

Mon

Sun

16

Tue

Fri

Sun

Wed

17

Wed

Sat

Mon

Thu

18
19

Thu

Sun

Fri

Wed

Thu

Fri

Tue

Mon

Sat

Wed

ーニン

Mon

敬老の日

18

Tue

Thu

Fri

14

Tue

Wed

秋〜冬学期授業終了
秋～冬学期授業終了

Tue

Fri

17

Tue

Fri

Thu

コミュニティ・ラ

Mon

Tue

Tue

Thu

〜2/9
～

Sat

Sat

海の日

Sun

英語研修（1年⽣）
英語研修（

Thu

体育の日

13

授業開始

3/1/19

Fri

Tue

2

＜休講＞

３月

1/1/19

Sat

IELTS試験(予定）

履修登録期間終了

Thu

QE中間発表会②

成人の日

センター試験準備

QE

Fri
Sat

Sun

建国記念の日

Mon

Sun

Tue

Fri

Mon

Wed

Sat

センター試験
センター試験

Tue

センター試験

Wed

Wed

Sat

Tue

Thu

Sun

Wed

19

Fri

Sun

Wed

Fri

Mon

Thu

20

Sat

Tue

Thu

Sun

＜休講＞

Mon

Mon

最終試験

Tue

トロント研修オリエンテー

20

Fri

21

Sat

Mon

Thu

Sat

Tue

Fri

21

Sun

Wed

Fri

Mon

Thu

Thu

22

Sun

Tue

Fri

Sun

Wed

Sat

22

Mon

Thu

Sat

Tue

Fri

Fri

23

Mon

Wed

Sat

Mon

Thu

Sun

24

Tue

Thu

Sun

Tue

Fri

Mon

25

Wed

Mon

Wed

Sat

Tue

26

Thu

Sat

Tue

Thu

Sun

Wed

27

Fri

Sun

Wed

Fri

Mon

Thu

28

Sat

Mon

Thu

29

Sun

30

Mon

31
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ション

履修登録期間終了

トロント研修
トロント研修
〜5/7
～

昭和の日
いちょう祭準備
振替休日

いちょう祭

Fri

海外インターンシ
ップ報告会17:00〜(

Tue

Fri

Wed

Sat

Thu
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ン

Tue

Fri 勤労感謝の日

Sun

天皇誕生日

Wed

Sat

Sat

24

Wed

Sat

Mon

振替休日

Thu

Sun

Sun

英語研修
（1年⽣）
（
秋冬学期履

25

Thu

Sun

Tue

年内授業最終日

Fri

Mon

Mon

26

Fri

Mon

Wed

Sat

Tue

Tue

Tue

Thu

Sun

Wed

Wed

Thu

Thu

登録期間開始
インターンシップ

27

Sat

Tue

Fri

28

Sun

Wed

Fri

Mon

Sun

Wed

Sat

29

Mon

Thu

Sat

Tue

Fri

Mon

Thu

Sun

30

Tue

Fri

Sun

Wed

Sat

Tue

Fri

31

Wed

Mon

Thu

Sun

Sat

QEオリエンテｰショ

23

振替休⽇

秋分の日

プロジェクト・ラ
ーニング成果発表

セミナー(2年⽣)

春分の日

公共SL報告会
公共
修了式（仮）

学位記授与式

添付資料

5-1

・先輩が後輩の学習・⽣活の助⾔を⾏うピア・チュータリング活動を⾏います。

【主な活動（学⽣―学⽣間）】

休みまたは授業終了後に⾏います。

⽉数回程度、諸連絡を⾏うための定期的な会合で、原則、未来共⽣の必修授業が⾏われる⾦曜⽇の昼

ホームルーム（ＨＲ）とは：

・ホームルームを⾏います。開催⽇時は、メーリングリストでアナウンスされます。

⽇本学術振興会特別研究員への応募などの研究活動を⽀援します。

・主担、副担の教員が中⼼となり、他のプログラム担当教員と連携し独創的教育研究活動経費の申請や

・主担、副担の教員が中⼼となり、所属研究科の指導教員と連携しプログラム活動を⽀援します。

・主担、副担らの教員がメンターとなり、年に数回の個⼈あるいはグループ⾯談を⾏います。

【主な活動（教員―学⽣間）】

ます。）

研究分野の専⾨性を超えた活発な交流を図ります。（ハウスの構成メンバーについては別紙でお知らせし

ハウスは⽇頃の学習、進路、研究活動などでの相談の場となるとともに、定期的な懇談の機会を通じて

員、職員と学年を超えた縦割りの学⽣のグループによるハウス制を設けます。

このため、学⽣⽀援ワーキングの教員（主担）とプログラム専任の教員（副担）が担任となり、全教

本プログラムでは学⽣と教員との関係ならびに学⽣同⼠の関係強化を図ります。

ハウス制について

５.学⽣⽀援
ます。

5-2

ルな会合「未来共⽣イブニング」を開催します。各ハウスが担当となって、企画、準備、運営を⾏い

・履修⽣と未来共⽣プログラムにかかわる教員、職員の交流の場として、年に数回程度インフォーマ

【その他活動】

ハンドブック（平成 30 年度）
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６-1

受給決定通知
平成 30 年 4 ⽉ 7 ⽇（⼟）以降
受給決定者へ受給決定通知書の配布
支給日
継続して、毎⽉ 25 ⽇（⼟⽇祝祭⽇の場合はそ

受給決定通知

平成 30 年 5 ⽉ 1８⽇（⾦）以降

受給決定者へ受給決定通知書の配布

奨励金受給者氏名の公表（ホームページ）

平成 30 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 31 年 5 ⽉〜6 ⽉頃に市町

確定申告：平成 31 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 30 年 5 ⽉ 25 ⽇（⾦）

初回支給日

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。

村より納税通知書が送付される

ろ住民税の納付：平成 31 年 5 ⽉〜6 ⽉頃に市町

確定申告：平成 31 年 2 ⽉ 16 ⽇〜3 ⽉ 15 ⽇ご

平成 30 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 30 年 2 ⽉ 1 ⽇（⽊）〜2 ⽉ 16 ⽇（⾦）
未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム事務

受給調書の受付

受給調書の受付

平成 30 年 4 ⽉７⽇（⼟）〜4 ⽉ 1３⽇（⾦）

奨励⾦継続⼿続き案内（1 ⽉下旬）

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム事務

奨励金受給ハンドブック・受給調書の配布

奨励金受給ハンドブック・受給調書の配布

継 続 （平成 26～29 年度入学生）

奨励⾦受給の流れ

オリエンテーション（4 ⽉初め）で申請⽅法を

新 規 （平成 30 年度入学生）

平成３０年度

６.奨励⾦制度

本制度は、平成 30 年度までです。

による

６-2

※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 30 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（4/13 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 30 年 4 ⽉ 7 ⽇（⼟）から平成 30 年 4 ⽉ 13 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 30 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 30 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 30 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 30 年度）

Tel:

奨励金受給申請について（継続）

平成 30 年度大阪大学博士課程教育リーディングプログラム

⼤阪府豊中市待兼⼭町 1-2 ⽂理融合型研究棟 6 階

⽅法：持参または郵送（2/16 必着）

６-3

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 30 年 2 ⽉ 1 ⽇（⽊）から平成 30 年 2 ⽉ 16 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 30 年度奨励⾦受給調書

申請書類：

７． 申請⽅法

及び、平成 25 年度⼊学⽣のうち受給資格のある者

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 26 年度〜平成 29 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

〒560-0043

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム事務室（担当：重松）

５． 問い合わせ先

平成 30 年 5 ⽉ 18 ⽇（⾦）以降、受給決定通知書を配付します。

４． 新規受給決定者の通知

〒560-0043

６-4

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：重松）

１０． 問い合わせ先

平成 30 年 4 ⽉ 7 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

本制度は、平成 30 年度までです。

による

Tel: 06-6850-6926

※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 30 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。

ハンドブック（平成 30 年度）

添付資料
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（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 30 年度

⼤阪⼤学

続などについては、9．奨励⾦の継続申請⼿続からご覧くださ

1

6

１４．競争的資⾦への応募の伺い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6

１３．社会保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

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

８．奨励⾦⽀給の停⽌・再開（休学・退学・留学を含む） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

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 30 年度）

2

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）

５．奨励⾦⾦額調整の申請書（様式 5）

４．奨励⾦受給証明書交付願（様式 4）

３．競争的資⾦への応募の伺い（様式 3）

２．奨励⾦⽀給停⽌・再開申請書（様式 2）

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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

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 30 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 30 年度）

213

214

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

添付資料

＜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

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。

※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

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。＞

留学⽣の⽅は、

・振込依頼書

・誓約書（様式 1）

・受給調書

【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。

・振込依頼書（※）

・誓約書（様式 1）

・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

を参照してください。

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

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。

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

（３）の⽅法に従い、奨励⾦受給⾦額の調整を申請してください。

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）、

「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

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。

(1) 休学・退学等の場合

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 30 年度）

（※）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

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

添付資料

① 所得税について

ください。

6

異なる場合がありますが、国や在留資格等により適⽤条件がことなるため、所轄の税務署までご相談

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

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。詳細につ

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

(1)納税

12．奨励⾦に関する税⾦の納付等

担当者へ申し出てください。

まることとなった場合には、翌年度からの奨励⾦を受給できませんので、速やかに学位プログラムの

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

(2)継続受給にかかる「奨励⾦⽀給停⽌・再開申請書（様式 2）」

を公表します。

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

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

195 万円を超え 330 万円以下

10.21％

97,500 円

0円

控除額

7

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

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

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。

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。

→75,700 円（百円未満の端数切り捨て）【所得税額】*

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）

195 万円以下

5.105％

課税される所得⾦額【課税所得】 税率＊
所得税の速算表

(1)奨励⾦継続受給者の決定

参考：奨励⾦に課税される所得税額の例（平成 29 年）

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。

11．奨励⾦継続受給者の決定及び⼿続

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。

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

ハンドブック（平成 30 年度）
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216

添付資料

(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

8

（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

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

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

(3)国⺠年⾦

窓⼝で国⺠健康保険の加⼊⼿続を取ってください。

9

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

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

いよう、奨励⾦の額を調整する。

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。

ご依頼ください。

(2)国⺠健康保険への加⼊

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
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

(1)インターンシップによる報酬

(1)健康保険の被扶養認定の取り消し

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

16．奨励⾦の額の調整

13．社会保険

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

で請求してください。なお、発効には数⽇要します。

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。

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、学位プログラムの担当者ま

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
証明書を発⾏します。

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

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

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

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。

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】5,300 円（市⺠税 3,500 円＋府⺠税 1,800 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。

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

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。

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

納税額が安くなる制度があります。

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

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

ハンドブック（平成 30 年度）

ップによる報酬に準じます。

10

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。⼿続きは、(1)インターンシ

各学位プログラムへの専念を妨げないものであり、その報酬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

ップによる報酬に準じます。

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。⼿続きは、(1)インターンシ

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に準じます。

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

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。）

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

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Ⅰ

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

ハンドブック（平成 30 年度）
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218
所属研究科・専攻・職名
教授（副学⻑）

添付資料

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）
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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

森⽥

敦郎

sonoyama@hus.osaka-u.ac.jp

（運営統括委員：国際連携）

教授

⼈間科学研究科

園⼭

⼤祐

k-inaba@hus.osaka-u.ac.jp

（運営統括委員：評価・広報）

教授

⼈間科学研究科

稲場

圭信

uenishi@mit.eng.osaka-u.ac.jp

（運営統括委員：学⽣⽀援）

教授

⼯学研究科

上⻄

啓介

kawamura@osipp.osaka-u.ac.jp

（運営統括委員：産学官連携）

准教授

国際公共政策研究科

河村

倫哉

yamasita@lang.osaka-u.ac.jp

（運営統括委員：審査）

教授

⾔語⽂化研究科

⼭下

仁

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

⼈間科学研究科

kurimoto@hus.osaka-u.ac.jp

名前

志⽔

英世

（プログラム責任者）

栗本

プログラム担当者

担当教員名簿
吉富

橋本
志津代

光能
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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・教育監
理事⻑

ハンドブック（平成 30 年度）

光⼀

⻄⼝

明久

公秀

真⾥

松野

渥美

⻑⽥

順⼀

伸⼦

河井

上原

誠

廣⽥

ベバリー アン

恒裕

⼤槻

⼭本

政明

清⽔

⾄朗

研

中⽥

桃⽊

晋也

⼤⾕

衛東

晃次

植⽥

許

隆司

横⽥

博康

康太

福井

磯

眞⼀

佐藤

名前

学内プログラム担当者

教授

教授
教授

教授

教授

教授

教授

准教授
准教授

教授

教授
教授

教授

講師

教授

教授

添付資料

教授
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uehara@lang.osaka-u.ac.jp

⾔語⽂化研究科

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

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

所属研究科・専攻・職名
哲⽣

ヴァージル

中内

ヨコタ

藪中

筒井

本間

岩居

橋⽖

渡邊

森栗

鈴⽊

政貴

ジェリー

三⼗⼆

佐代

直樹（ほんま なほ）

弘樹

節也

浩⼦

茂⼀

慎吾

名前

准教授

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

所属研究科・専攻・職名

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

学内プログラム担当者（つづき）

倉敷

ホーキンス

ハンドブック（平成 30 年度）
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220

添付資料

未来戦略機構所属

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

stevemuller@respect.osaka-u.ac.jp

未来戦略機構所属

ミュラー ステファン（特任講

師）

国際連携担当

⼭本

⿇⾐⼦（特任助教）

imai-k＠respect.osaka-u.ac.jp

未来戦略機構所属

平尾

ichirohirao@respect.osaka-u.ac.jp

未来戦略機構所属

評価・広報担当

⻄

nishi-n@respect.osaka-u.ac.jp

未来戦略機構所属

国際連携、産学官連携担当

尾﨑

shunya.ozaki@respect.osaka-u.ac.jp

国際連携、産学官連携担当
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未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

勤）

俊也（特任助教: ⾮常

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

勤）

徳宏（特任助教: ⾮常

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

勤）

⼀朗（特任助教: ⾮常

ジャーナル担当

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

貴代⼦(特任助教: ⾮常

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

勤)

今井

審査、教務、国際連携担当

神⽥

総務、学⽣⽀援、国際連携担当

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

yuenoi@respect.osaka-u.ac.jp

晃輔（特任助教）

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

担当

縁（特任准教授）

教務、評価・広報、財務・⼈事

榎井

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

国際連携、評価・広報担当

所属研究科・専攻・職名

脇阪

紀⾏（特任教授）

名前

プログラム専属教員

共同研究室Ⅰ

共同研究室Ⅰ

脇阪研究室

共同研究室Ⅰ

共同研究室Ⅰ

共同研究室Ⅰ

共同研究室Ⅰ

榎井研究室

脇阪研究室

めます。
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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

ハンドブック（平成 30 年度）

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

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

ハンドブック（平成 30 年度）
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添付資料

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）

中川

藤原

⼭本

3

4

5

7

なつみ

枝⾥

凪沙

花恋

琴

暖乃

李 秀珍 (LEE SOOJIN）

⽟⽥

⽊原

2

6

⻄⼝

1

名前

イ

エリ

ナギ

カレ

ナツミ

スジン

タマダ

ヤマモト

サ

フジハラ

ン

ハル

コト

ナカガワ

キハラ

ノ

ニシグチ

フリガナ

⾔語⽂化研究科

⾔語⽂化研究科

医学系研究科

⼈間科学研究科

⼈間科学研究科

⼈間科学研究科

⽂学研究科

研究科名

⽇本語・⽇本⽂化専攻

⾔語⽂化専攻

保健学専攻

⼈間科学専攻

⼈間科学専攻

⼈間科学専攻

⽂化表現論専攻

専攻名

平成３０年度 履修者名簿（６期⽣）

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（平成 30 年度）

（趣旨）
第１条 この規則は、大阪大学国際共創大学院学位プログラム推進機構が設置する未来共生イノベー
ター博士課程プログラム部門（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８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
（副部門長）
第７条 部門に副部門長を置き、プログラム責任者が指名するプログラム担当者をもって充てる。
２ 副部門長は、部門長を補佐し、部門長に支障のあるときは、その職務を代行する。
（運営統括会議）
第８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) 副部門長
(4) 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
(5) 第１０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９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。

大阪大学国際共創大学院学位プログラム推進機構未来共生イノベーター博士課程プログラム部門に関
する規則

国際共創大学院学位プログラム推進機構未来共生イノベーター博士課程プログ

ラム部門に関する規則（平成 30 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。
附 則
この改正は、平成３０年４月１日から施行する。
附 則
この改正は、平成３０年８月１日から施行する。

(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
(3) その他プログラム責任者が必要と認めた者
３ 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。
４ 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。
５ 委員長はプログラム委員会を主宰する。
６ 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。
７ 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１０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１１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１２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１３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。

国際共創大学院学位プログラム推進機構
未来共生イノベーター博士課程プログラム部門に関する規則（平成 30 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

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

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

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６条

２

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。

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）

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。

第４条

４

下「機構長」という。）は、選考の上履修の再開を許可することができる。

たり、再び本プログラムの履修を志願する場合は、国際共創大学院学位プログラム推進機構長（以

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）

のとする。

ーター博士課程プログラム」（以下「本プログラム」という。）に関し、必要な事項を定めるも

第６条第５項の規定に基づき、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

この規程は、大阪大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第５条の５第２項及び

（趣旨）

第１条

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

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

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

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

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。

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

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

（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。

第８条

２

「未来共生イノベーター博士課程プログラム」規程（平成 30 年度）
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

第７条

２

「未来共生イノベーター博士課程プログラム」規程（平成 30 年度）

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

本プログラムの最終試験に合格すること。

（学位）

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。

添付資料

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

授業科目を履修できないものとする。

２

則

この改正は、平成２６年４月１日から施行する。

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。

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

グラムに当該期間在籍すれば足りるものとする。

１５条第４項ただし書、第５項又は第６項ただし書の規定を適用される場合にあっては、本プロ

在籍期間については、前項の規定にかかわらず、履修学生が在籍研究科において大学院学則第

(3)

第１５条

２

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)

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)

認定する。

は、機構長は、国際共創大学院学位プログラム推進機構会議の議を経て、本プログラムの修了を

履修学生が第６条で定める標準履修年限在籍し、次の各号の要件をすべて満たした場合

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。

（修了）

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。

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、

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。

（進級）

第１３条

３

則

附

則
則
則
則
則
則
則

１０
２３

科 目
区分２

授業科目
未来共生社会論
未来共生の哲学と諸課題
未来共生
－
コア科目
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
言語プロ 未来共生 未来共生英語演習Ⅳ
グラム 英語科目 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

科 目
区分１

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３０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３０年８月１日から施行する。

附

この改正は、平成３０年４月１日から施行する。

附

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。

１
１
１
２

単位数
選択
選択
必修

８以上

８以上

選択

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

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 30 年度）
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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

１

２

２

１

１

１
１
１
１
１又は
２
２
２
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。

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。

より構成され、各授業科目については別に定める。

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

未来共生調査法Ａ

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
未来共生 ２外国語）
多言語科 学際融合教育科目(上級専門日本語)
目
専攻語科目
研究外国語
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
授業科目

については別に定める。

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

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

未来共生基礎領域科目は、選択科目である。

プラクティカルワーク（平成３０年度開講科目）

２

１

（注）

文学研究科提供科目
人間科学研究科提供科目
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
未来共生基礎領
工学研究科提供科目
域科目
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

科目区分

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
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

「未来共生イノベーター博士課程プログラム」規程（平成 30 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 30 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 30 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）

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

（雑則）

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

第１４条

３

受けて研究等を行うことができる。

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

殿

年

書

月

名
生年月日

氏

学籍番号

課程／学年（記入日現在）

研究科

平成

約

年

日

月

日生

印

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。
奨励金受給調書に虚偽の記載がないこと。

4

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。

3

2

1

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３０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

誓

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

□

（様式 1）
インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

□

奨励金実施要項（平成 30 年度）

別

性

攻

所

所

・

その他

関係

本人との

アドレス

メール

コース

学籍番号

生年月日

記載の情報に変更のあった場合は、速やかに申し出てください。

女

※

・

本書類に記入された情報は、プログラムの業務に使用します。

〒

〒

男

姓

（昭和・平成

西暦

履修生登録票

※

電話番号

住

緊急連絡先

電話番号

住

本人連絡先

専

研究科

在籍

学籍情報

名

氏

ふりがな

平成 30 (2018) 年度

未来共生イノベーター博士課程プログラム

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム

年

名

月
年）

日

別

名

在籍

攻

所

所

電話番号

住

緊急連絡先

電話番号

住

本人連絡先

専

研究科

〒

〒

男

・

ふりがな

女

・

その他

姓

平成 30 (2018) 年度

変更用

学籍情報

性

氏

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム

関係

本人との

アドレス

メール

コース

学籍番号

生年月日

（昭和・平成

西暦

年

名

履修生登録票（裏面）

未来共生イノベーター博士課程プログラム

月
年）

日

奨励金実施要項（平成 30 年度）
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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

□

（様式 2）

インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

□

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：

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

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

□
※

ヒューマンウェアイノベ―ション博士課程プログラム

□

（様式 3）
インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

□

奨励金実施要項（平成 30 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

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。

記

添付資料

受付日

担当者名

印

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

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

ヒューマンウェアイノベ―ション博士課程プログラム

□

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

インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

□

履修するプログラム名にチェックを入れてください。

生体統御ネットワーク医学教育プログラム

□

※

超域イノベーション博士課程プログラム

□

（様式４）

殿

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

起業により得る収益
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：

□

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

□

年

「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（

平成

□

□

１．報酬等の種別：

記

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

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

□

（様式５）
インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

□

奨励金実施要項（平成 30 年度）
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殿

年

氏

名

学籍番号

課程／学年

研究科

平成

事

事

従

従

期

内

先

間 ：

容 ：

等 ：

応募理由（教育研究上の必要性等）：

受給見込み金額 ：

務

勤

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

月

日

印

教育研究上必要なアルバイト等による報酬受給の伺い

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

□

（様式 6）

インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

□

奨励金実施要項（平成 30 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 事務室教務担当（文理融合型研究棟

提出期限および提出先
【提出期限】
平成 30 年 7 月 10 日（火）15:00 まで（期限以降はどのような理由でも受け取らない）

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、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 30 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 30 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 20 万円程度/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 30 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 30 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：山本（学生支援担当）
E-mail：yamamoto-k@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、平成 31 年 1 月末
までに全額執行を確定、2 月末までに執行することが申請の条件である。

10.

独創的教育研究活動経費制度（平成 30 年度）
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平成 30 年

6 月 22 日

未来共生イノベーター博士課程プログラム

31 日までに確定した執行内容や金額は、以降変更することはできません。
学生支援係

報告書、領収書など）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

ること。つまり、事前書類（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

31 日（木）までに必ず全額確定すること。また執行自体は、平成 31 年 2 月 28 日（木）までに終え

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。執行内容は平成 3１年 1 月

５．経費の執行について

い場合があります。

別紙の例示以外に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

うにしてください。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。

受諾しながら計画通り執行できない履修生がいます。適切な予算計画をたて執行するよ

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。また、例年資金を

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

う研究活動の内容と本教育研究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。

を支援するものではありません。そのため、計画調書には、申請者が在籍する研究科で行

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

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）

（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 30 年度）

～

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 30 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 30 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 30 年度）
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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 30 年度）

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

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 30 年

月

～

専攻

研究科

平成
学

年
年

月

指導教員等の所見

年

指導教員等
所属・氏名
氏名（署名）

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 30 年度

年月日:

月

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 30 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 30 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 30 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 30 年度）

239

240

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。

ジャーナル『未来共生学』投稿規定（平成 30 年度）

ເ㞟せ㡯㻌㻌



᳨ᐃᩱࡣᚲせ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ









㑅ᢤࣉࣟࢭࢫ

ᡤᐃࡢ⏝⣬グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᡤᐃࡢ⏝⣬┿  ࣨ᭶௨ෆᙳ ࢆ㈞ࠊグධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᒚṔ᭩  ᵝᘧ  

ฟ㢪⌮⏤᭩  ᵝᘧ  
ᒚಟ㢪᭩  ᵝᘧ  
ཷ㦂⚊࣭┿⚊㸨 ᵝᘧ  
༞ᴗ ぢ㎸ ド᫂᭩ࠊᡂ⦼ド᫂᭩
ཷ㦂⚊㏦⏝ᑒ⟄









添付資料

 ᭶ ᪥ Ỉ 
 ᭶ ᪥ 㔠 
 ᭶  ᪥ ᮌ㸧

㢪᭩ཷ⌮ᮇ㛫
᭩㢮㑅⪃ྜ᱁Ⓨ⾲
㑅ᢤヨ㦂㸦➹グ࣭㠃᥋㸧
᭱⤊ྜ᱁Ⓨ⾲

ᮍ᮶ඹ⏕ࣀ࣮࣋ࢱ࣮༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒࣮࣒࣮ࣛ࣍࣌ࢪ KWWSZZZUHVSHFWRVDNDXDFMS ࠋ

ᮇ᪥
 ᭶  ᪥ ⅆ ࠥ ᭶  ᪥ ᭶ 

㑅ᢤࣉࣟࢭࢫ ෆᐜ 



๓ࡢ⏝⣬ࡣ↓ຠ ࠋ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 

㜰Ꮫ㇏୰࢟ࣕࣥࣃࢫᩥ⌮⼥ྜᆺ◊✲Ჷ

࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 



ሙᡤ

KWWSZZZUHVSHFWRVDNDXDFMS ࡽࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࠊ࣮࣡ࣉࣟࢯࣇࢺ➼ࢆ⏝࠸࡚グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࢵࣉ࣮ࣟࢻணᐃࠋᖹᡂ  ᖺ  ᭶௨

ྜ᱁ド᫂᭩ࠊᒚṔ᭩ࠊฟ㢪⌮⏤᭩ࠊᒚಟ㢪᭩ࠊཷ㦂⚊࣭┿⚊ࡢᡤᐃࡢ⏝⣬ࡣࠊᮍ᮶ඹ⏕ࣀ࣮࣋ࢱ࣮༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒࣮࣒࣮ࣛ࣍࣌ࢪ

ᕷ㈍ࡢᑒ⟄㸦㛗ᙧ  ྕ㸧ᐄඛࢆ᫂グࡋࠊ ศࡢษᡭࢆ㈞ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


ฟ㌟Ꮫ㛗➼ࡀసᡂࡋࠊᏛ㒊ᅾᏛ୰ࡢฟ㢪⪅ࡘ࠸࡚ࡣ  ࣨ᭶௨ෆྲྀᚓࡋ
ࡓࡶࡢࠋ

࠙᭩㢮㑅⪃ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠚࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮ࢆ⇍ㄞࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
ᡤᐃࡢ⏝⣬グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉ࡢᣦᑟᩍဨ㸦ணᐃ㸧ᮏࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢᒚಟࡘ࠸࡚ࠊ⮬⨫࠶ࡿ࠸ࡣᢲ༳࡚ᢎㄆࢆࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

࠙᭩㢮㑅⪃ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠚᡤᐃࡢ⏝⣬グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋㄒᏛࡢ㈨᱁
ࡘ࠸࡚グ㍕ࡍࡿሙྜࡣࠊࢫࢥ➼ࢆド᫂ࡍࡿ᭩㢮ࡢࡋࢆᚲࡎῧ࠼࡚ᥦฟ
ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᮏᏛᏛ㝔ྜ᱁㏻▱᭩ ࡋ 
ࡲࡓࡣ㜰ᏛᏛ㝔ྜ᱁ド᫂᭩ 
ᵝᘧ  



ᮏᏛᏛ㝔ྜ᱁㏻▱᭩ࡢࡋࢆᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡞࠸ሙྜࡣࠊᡤᐃࡢ⏝⣬
ࠊே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉㛗ྡ࡛ド᫂ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡶྍࠋ

ࠕฟ㢪㈨᱁ࠖヱᙜࡋࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᒚಟࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡣࠊୗグࡢせ㡿࡛ฟ㢪ᡭ⥆ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
۔ฟ㢪᪉ἲ
㒑㏦ࡲࡓࡣ㢪᭩ཷ⌮ሙᡤᣢཧ
۔㢪᭩ཷ⌮ᮇ㛫
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⅆ ࠥ ᭶  ᪥ ᭶ 
ཷ㛫ᖹ᪥༗๓    ศࠥྠ    ศࠊ༗ᚋ    ศࠥྠ  ࠋᣢཧࡢሙྜࡣ
㛫ཝᏲࡢࡇࠋ 
۔㒑㏦

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᭶ ᚲ╔
ࡓࡔࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᅵ ௨๓ࡢᾘ༳ ᪥ᮏᅜෆ ࡢ࠶ࡿࡶࡢ㝈ࡾࠊᮇ㝈ᚋ฿╔ࡋ
ࡓሙྜ࡛ࡶཷ⌮ࡋࡲࡍࠋᕷ㈍ࡢᑒ⟄㸦ゅᙧ  ྕ㸧ࢆ⏝ពࡢ࠺࠼ࠊᮒ➹࡛ࠕฟ㢪᭩㢮ᅾ୰ࠖ
᫂グࡋࠊࠕ⡆᫆᭩␃㏿㐩࡛ࠖ㏦ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
۔㢪᭩ཷ⌮ሙᡤ
ࠛ㜰ᗓ㇏୰ᕷᚅවᒣ⏫ 
㜰Ꮫ㇏୰࢟ࣕࣥࣃࢫᩥ⌮⼥ྜᆺ◊✲Ჷ  㝵
ᮍ᮶ඹ⏕ࣀ࣮࣋ࢱ࣮༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛົᐊ
۔ฟ㢪᭩㢮
ࠕฟ㢪㛵ࡍࡿ᭩㢮➼୍ぴ⾲ࠖࡢ ࠥ

ฟ㢪㛵ࡍࡿ᭩㢮➼୍ぴ⾲

᳨ᐃᩱ 



ฟ㢪ᡭ⥆

ฟ㢪㈨᱁

 ྡ⛬ᗘ
ͤᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ ᖺ୍㈏ไ㸦༤ኈ๓ᮇㄢ⛬࣭༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧ࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡍࠋ

ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮏᏛᏛ㝔ே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ධᏛணᐃࡢ⪅ࠋ
ͤࡢ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㔜」ࡋ࡚ᒚಟࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

㸨ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡿࠕ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ」ྜ㡿ᇦᆺ᥇ᢥࡉࢀࡓࠕᮍ᮶ඹ⏕ࣀ࣮࣋ࢱ࣮
༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆᇶ┙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋྠࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᅜ㝿ඹᏛ㝔Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥎㐍ᶵᵓࡢࠕ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥ
ࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛᴗࠖ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ே㛫⛉Ꮫᮍ᮶ඹ⏕༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸨࡛ࡣࠊࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮ࡶ࡙ࡁᒚಟ⪅㑅ᢤࢆᐇࡋࡲࡍࠋ

平成 31 年度選抜試験（平成 30 年度実施）書類



6

5


























4

༤ ኈ ㄢ ⛬ ࣉ ࣟ ࢢ ࣛ ࣒

Ꮫ





ᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘ


㜰

ே 㛫 ⛉ Ꮫ ᮍ ᮶ ඹ ⏕



3



2

1




ເ㞟ேဨ



㑅ᢤࡢ㊃᪨

平成 31 年度選抜試験（平成 30 年度実施）書類

241

242

添付資料

ே㛫⛉Ꮫᮍ᮶ඹ⏕༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜࡣࠕࣉࣟࢢ࣒ࣛෆࠖࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚

 ฟ㢪ᥦฟࡉࢀࡓẶྡࠊఫᡤࠊࡑࡢࡢಶேሗࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᒚಟ⪅㑅ᢤ ฟ㢪ฎ⌮ࠊ㑅ᢤヨ㦂ᐇ ࠖ
ࠊ
ࠕྜ᱁Ⓨ
  ⾲ࠖࠊ
ࠕᒚಟᡭ⥆ࠖ➼ࡢᴗົ࠾ࡼࡧே㛫⛉Ꮫᮍ᮶ඹ⏕༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ࡍࡿᴗົࢆ⾜࠺ࡓࡵ⏝ࡋࡲࡍࠋ
 ᒚಟ⪅㑅ᢤ⏝࠸ࡓヨ㦂ᡂ⦼➼ࡢಶேሗࡣࠊ㑅ᢤ⤖ᯝࡢ㞟ィ࣭ศᯒ࠾ࡼࡧᒚಟ⪅㑅ᢤ᪉ἲࡢㄪᰝ࣭◊✲ࡢࡓࡵ
  ⏝ࡋࡲࡍࠋ
 ୖグ  ࠾ࡼࡧ  ࡢᴗົࢆ⾜࠺࠶ࡓࡾࠊ୍㒊ࡢᴗົࢆእ㒊ࡢᴗ⪅ጤクࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢሙྜࠊእ㒊
ࡢᴗ⪅ಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ዎ⣙ࢆ⤖ࢇࡔ࠺࠼࡛ࠊᙜヱᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࠊᥦฟࡉࢀࡓಶே
ሗࡢ㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࢆᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ




14





㜰Ꮫ࡛ࡣࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛᒚಟ⏕ࢆᑐ㇟ࠊᏛ⏕ࡢཷ⤥⏦ㄳᇶ࡙ࡁࠊ㑅⪃ࢆ⤒ࡓୖ࡛⤥ዡᏛ㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿไᗘࢆ


⏝ពࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⤥ዡᏛ㔠ࡣࠊ
ࠕᏛ㈨࡚ࡿࡓࡵ⤥ࡉࢀࡿ㔠ရࠖࡋ࡚ࠕ㠀ㄢ⛯ᡤᚓࠖ࡞ࡿࡢ࡛ࠊㄢ⛯ᑐ㇟ࡣ


࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ


࡞࠾ࠊཷ⤥㈨᱁ࡋ࡚ࠊḟᥖࡆࡿ࡚ࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ


  ఇᏛࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࠋ


 ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢ≉ู◊✲ဨ㸦'&㸧ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࠋ


 ᅜ㈝␃Ꮫ⏕ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏᨻᗓ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ዡᏛ㔠ࢆཷ⤥ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࠋ


 ᭶㢠  ௨ୖࡢ⤥ᆺዡᏛ㔠ࢆཷ⤥ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࠋ


ᮏࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊ᭶㢠  ࡢᨭ⤥ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᨭ⤥㢠ࡣᖺᗘẖỴᐃࡋࡲࡍࡀࠊẖᖺࡢண⟬≧ἣࡼࡗ࡚ῶ


㢠ࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ᤵᴗᩱච㝖ࡘ࠸࡚ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛᒚಟ⏕ࡢ࠺ࡕࠊ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ᅾ⡠㸦ᶆ‽ಟᴗᖺ㝈ෆࡢࡶࡢ㝈ࡿ㸧ࡋࠊᏛᴗᡂ⦼ࡀඃࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡣࠊᤵ


ᴗᩱ㢠ච㝖ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ


࣭ኟᏛᮇཬࡧ⛅࣭Ꮫᮇ㸦௨ୗࠕᙜヱᮇࠖ࠸࠺ࠋ
㸧࠾࠸࡚ࠊḟᥖࡆࡿ࡚ヱᙜࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ


 ᡤᒓ◊✲⛉ࡢᶆ‽ಟᴗᖺ㝈㸦ᅾᏛᮇ㛫ఇᏛᮇ㛫ࢆྵࡲ࡞࠸㸧ࢆ㉸㐣ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅


 ᙜヱᮇ࠾࠸࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᒚಟࢆ୰᩿ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅


 ᙜヱᮇ࠾࠸࡚ࠊࡇࡢไᗘ௨እࡼࡿᤵᴗᩱࡢච㝖ཪࡣᚩࡢᥐ⨨ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸⪅


 ᙜヱᮇ࠾࠸࡚ࠊᤵᴗᩱࡢ⣡ࢆ┠ⓗࡋࡓዡᏛ㔠➼ࡼࡿ⤒῭ⓗຓࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸⪅


࡞࠾ࠊᮏᏛࡢ㈈ົ≧ἣࡑࡢࡢ≧ἣࢆ຺ࡋࠊᚲせᛂࡌࡓぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ


13 ⤥ዡᏛ㔠ࡘ࠸࡚



12

11 ࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ



10 ᒚಟᡭ⥆



Ḟဨࡀ⏕ࡌࡿ㏣ຍྜ᱁ࢆ⾜࠺ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋྛ㏣ຍྜ᱁⪅㟁ヰ࡛㐃⤡ࡍࡿࡶࠊᩥ᭩ࡼࡿྜ᱁㏻▱ࢆ㏦   
ࡋࡲࡍࠋ

ᮍ᮶ඹ⏕ࣀ࣮࣋ࢱ࣮༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒࣮࣒࣮ࣛ࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᮌ ྜ᱁⪅ࡢཷ㦂␒ྕࢆᥖ㍕
ࡍࡿࡇࡼࡾⓎ⾲ࡍࡿࡶࠊྜ᱁᭩㢮ࢆ㢪᭩グ㍕ఫᡤ㏦ࡋࡲࡍࠋ㟁ヰࠊ࣓࣮ࣝࡼࡿྜྰࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡣ
ᛂࡌࡲࡏࢇࠋ

ே㛫⛉Ꮫᮍ᮶ඹ⏕༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛᒚಟ⪅㑅ᢤྜ᱁ࡋࡓሙྜࡣࠊᒚಟᡭ⥆ࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒚಟ 
          ࡍࡿࡇࡼࡿ㏣ຍࡢධᏛᩱ࣭ᤵᴗᩱࡣᚲせ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋヲ⣽ࡣྜ᱁⪅㐃⤡ࡋࡲࡍࠋ

㏣ຍྜ᱁

9



᭱⤊ྜ᱁Ⓨ⾲

㑅ᢤࡘ࠸࡚ࡢὀព  ཷ㦂␒ྕࢆグ㍕ࡋࡓཷ㦂⚊ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⅆ ࡲ࡛฿╔ࡍࡿࡼ࠺㒑㏦ࡋࡲࡍࠋ
  ᭩㢮㑅⪃ࡣࠊᒚṔ᭩ࠊฟ㢪⌮⏤᭩ࡼࡾᐇࡋࡲࡍࠋ᭩㢮㑅⪃ࡢྜ᱁Ⓨ⾲ࡣᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᪥ Ỉ  ᮍ᮶ඹ
⏕ࣀ࣮࣋ࢱ࣮༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒࣮࣒࣮ࣛ࣍࣌ࢪ KWWSZZZUHVSHFWRVDNDXDFMS ཷ㦂␒ྕࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ
ࡼࡾ⾜࠸ࡲࡍࠋ
 㑅ᢤヨ㦂 ➹グ࣭㠃᥋ ࡣࠊ᭩㢮㑅⪃ྜ᱁⪅ࡢࡳཷ㦂࡛ࡁࡲࡍࠋ
ヨ㦂ሙᡤ➼ࡢヲ⣽࡞ὀព㡯ࡣᮍ᮶ඹ⏕ࣀ࣮࣋ࢱ࣮༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒࣮࣒࣮ࣛ࣍࣌ࢪ࡚Ⓨ⾲ࡋࡲࡍࠋ
 ᪥ᮏᅜ⡠ࢆ᭷ࡋ࡞࠸⪅㸦᪥ᮏᅜࡢỌఫチྍࢆᚓ࡚࠸ࡿ⪅ࢆ㝖ࡃ㸧࡛ࠊ᪥ᮏㄒ௨እࢆᩍ⫱ゝㄒࡍࡿᏛ㸭Ꮫ㝔ࢆ
༞ᴗ㸭ಟࡋࡓ⪅ࡣࠊᕼᮃࡀ࠶ࢀࡤࠊ➹グヨ㦂ࡢ㛫ᘏ㛗㸦 ศ㸧ࢆ⏦ㄳࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋヨ㦂㛫ࡢᘏ㛗ࢆ
⏦ㄳࡍࡿሙྜࡣࠊฟ㢪᭩㢮 㸦ᵝᘧ 㸧
ࠕᒚṔ᭩ࠖࡢᡤᐃࡢḍࡑࡢ᭷↓ࢆグࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋヨ㦂㛫ᘏ㛗ࡢྍྰࡣࠊ
ཷ㦂⚊ࡢⓎ㏦㏻▱ࡋࡲࡍࠋヨ㦂㛫ࡢᘏ㛗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࠊ㎡᭩ࡢᣢࡕ㎸ࡳࡀྍ⬟࡛ࡍ㸦 ࡲ࡛ྍ ͤ
㢮ࠊ㟁Ꮚ㎡᭩ࡢᣢࡕ㎸ࡳࡣྍ㸧
ࠋ




8



7



࠾ၥ࠸ྜࢃࡏ
7(/
(PDLO
:HEVLWH


LQIR#UHVSHFWRVDNDXDFMS
KWWSZZZUHVSHFWRVDNDXDFMS

㜰Ꮫᅜ㝿ඹᏛ㝔Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥎㐍ᶵᵓ
ᮍ᮶ඹ⏕ࣀ࣮࣋ࢱ࣮༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㒊㛛ົᐊ
ࠛ 㜰ᗓ㇏୰ᕷᚅවᒣ⏫ 
㜰Ꮫ㇏୰࢟ࣕࣥࣃࢫᩥ⌮⼥ྜᆺ◊✲Ჷ  㝵

 ฟ㢪ᡭ⥆ᚋࡣࠊཎ๎ࡋ࡚グ㍕㡯ࡢኚ᭦ࡣㄆࡵࡲࡏࢇࠋ
 ฟ㢪ᥦฟࡉࢀࡓ᭩㢮ࡣ㏉༷ࡋࡲࡏࢇࠋ
 ฟ㢪᭩㢮ഇࡢグ㍕ࢆࡋࡓ⪅ࡣࠊᒚಟỴᐃᚋ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᒚಟࡢチྍࢆྲྀࡾᾘࡍࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ㌟య㞀ᐖ➼ࡀ࠶ࡿ⪅࡛ࠊཷ㦂㝿ࡋ࡚≉ู࡞㓄៖ࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᭶ 
  ࡲ࡛ᮍ᮶ඹ⏕ࣀ࣮࣋ࢱ࣮༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㒊㛛ົᐊၥ࠸ྜࢃࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

15 ὀព㡯  ฟ㢪᭩㢮ഛࡢ࠶ࡿሙྜࡣཷ⌮࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

平成 31 年度選抜試験（平成 30 年度実施）書類

添付資料

氏

専

研

究

攻

科

名：

名：

名：

大阪大学大学院合格証明書

平成

【人間科学未来共生博士課程プログラム履修者選抜出願者用】

年

月

日

（様式 1）

月

日：

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。

研究科長名

平 成

上記の者は平成 31 年度大学院入試において合格していることを証明する。

年

注１）日本語で記入して下さい。

生

印

日

平成 31 年度選抜試験（平成 30 年度実施）書類

243

244

添付資料

月

月

月

年

年

年

(1)

申請します

(1) 一般入試

人間科学専攻

学

(2)

免

申請しません

(2)社会人特別入試

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。

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

人間科学研究科

履

職

歴

受験番号

※

生年月日

西暦

年

許

・

資

歴

格

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。

学系

書

(高等学校卒業以降について記入してください。)

歴

大阪大学 人間科学未来共生 博士課程プログラム

（様式 2）

り

な

名

が

人間科学専攻

学系

生年月日

受験番号

※

西暦

＊

印

年

日

（自署あるいは押印）

月

＊「人間科学未来共生博士課程プログラム」は、平成 24 年度に文部科学省による「博士課程教育リーディングプログラム」の複合領域型に
採択された「未来共生イノベーター博士課程プログラム」を基盤としています。ホームページは、未来共生イノベーター博士課程プログラム
のホームページ(http://www.respect.osaka-u.ac.jp)、刊行物についても未来共生イノベーター博士課程プログラムの発行によるものを参考
にしてください。

人間科学未来共生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、刊行物等）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てください。（2,000 字程度）

指導教員による
履修の承認

氏

ふ

人間科学研究科

出願理由書

（様式 3）

平成 31 年度選抜試験（平成 30 年度実施）書類

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）

※

添付資料

注

名
（〒

（

（

（〒

）

）

−

−

人間科学研究科

※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 31 年 度
格 研 究 科
専 攻 名・学系

緊
急
連
絡
先

人

本

平
合

殿

人間科学未来共生 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

@

−

−

）

）

人間科学専攻

電話番号（
携帯番号（

本人との関係

）
）

本籍
（都道府県・
外国人は国籍）

−
−

人間科学未来共生 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 31 年度

受
験
番
号

学籍番号

学系

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 4）

平成 31 年度選抜試験（平成 30 年度実施）書類

245

246

添付資料

（平成 31 年度）

※

（平成 31 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

人間科学未来共生 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

人間科学未来共生 博士課程プログラム

写 真 票

（様式 5）

平成 31 年度選抜試験（平成 30 年度実施）書類
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࣒࣮࣌ࢪ㸸KWWSZZZUHVSHFWRVDNDXDFMS㸧ࡽࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡋࠊ࣮࣡ࣉࣟࢯࣇࢺ➼ࢆ⏝࠸࡚グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ࢵࣉ࣮ࣟࢻணᐃࠋᖹ

ᒚṔ᭩ࠊฟ㢪⌮⏤᭩ࠊᒚಟ㢪᭩ࠊཷ㦂⚊࣭┿⚊ࡢᡤᐃࡢ⏝⣬ࡣࠊே㛫⛉Ꮫᮍ᮶ඹ⏕༤ኈㄢ⛬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦ᪧ࣭ᮍ᮶ඹ⏕ࣀ࣮࣋ࢱ࣮༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒࣮ࣛ࣍

ᒚṔ᭩  ᵝᘧ  



ᡤᐃࡢ⏝⣬グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋㄒᏛࡢ㈨᱁ࡘ࠸࡚グ㍕ࡍࡿሙྜࡣࠊࢫࢥ
➼ࢆド᫂ࡍࡿ᭩㢮ࡢࡋࢆᚲࡎῧ࠼࡚ᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࠕฟ㢪㈨᱁ࠖヱᙜࡋࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᒚಟࢆᕼᮃࡍࡿ⪅ࡣࠊୗグࡢせ㡿࡛ฟ㢪ᡭ⥆ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
۔ฟ㢪᪉ἲ
㢪᭩ཷ⌮ሙᡤᣢཧ
۔㢪᭩ཷ⌮ᮇ㛫
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ ᪥ ᭶ ࠥ ᭶  ᪥ ᭶ 
ཷ㛫ᖹ᪥༗๓  ࠥྠ    ศࠊ༗ᚋ    ศࠥྠ  ࠋ㛫ཝᏲࡢࡇࠋ 
۔㢪᭩ཷ⌮ሙᡤ
ࠛ㜰ᗓ྿⏣ᕷᒣ⏣ୣ 
ே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉ᮏ㤋  㝵 0 
ᮍ᮶ඹ⏕ࣉࣟࢢ࣒ࣛົᐊ
۔ฟ㢪᭩㢮
ࠕฟ㢪㛵ࡍࡿ᭩㢮➼୍ぴ⾲ࠖࡢ ࠥ

ฟ㢪㛵ࡍࡿ᭩㢮➼୍ぴ⾲

᳨ᐃᩱ 



ฟ㢪ᡭ⥆

ฟ㢪㈨᱁

ⱝᖸྡ
ͤᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ ᖺ୍㈏ไ㸦༤ኈ๓ᮇㄢ⛬࣭༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧ࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡍࠋ


ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ᮏᏛᏛ㝔ே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ࡢධᏛ⪅ࠋ
ͤࡢ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㔜」ࡋ࡚ᒚಟࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

㸨ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡼࡿࠕ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ」ྜ㡿ᇦᆺ᥇ᢥࡉࢀࡓࠕᮍ᮶ඹ⏕ࣀ࣮࣋ࢱ࣮
༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆᇶ┙ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋྠࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᅜ㝿ඹᏛ㝔Ꮫࣉࣟࢢ࣒ࣛ᥎㐍ᶵᵓࡢࠕ༤ኈㄢ⛬ᩍ⫱࣮ࣜࢹࣥ
ࢢࣉࣟࢢ࣒ࣛᴗࠖ⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ே㛫⛉Ꮫᮍ᮶ඹ⏕༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸨࡛ࡣࠊࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮ࡶ࡙ࡁᒚಟ⪅㑅ᢤࢆᐇࡋࡲࡍࠋ

平成 31 年度入学後選抜試験（平成 31 年度 4 月実施）書類
㑅ᢤࡘ࠸࡚ࡢὀព  ཷ㦂␒ྕࢆグ㍕ࡋࡓཷ㦂⚊ࠊ࠾ࡼࡧヨ㦂ሙᡤ➼ࡢヲ⣽࡞ὀព㡯ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ Ỉ ࡲ࡛ࠊᒚಟ㢪᭩
              グ㍕ࡢ࠶ࡗࡓ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫ ( ࣓࣮ࣝῧࡍࡿᙧ࡛㏦ࡋࡲࡍࠋཷ㦂⚊ࡣࠊࣉࣜࣥࢺ࢘ࢺࡢୖࠊ㑅ᢤヨ㦂ᙜ
              ᪥ᣢཧࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
  ᭩㢮㑅⪃ࡣࠊᒚṔ᭩ࠊฟ㢪⌮⏤᭩ࡼࡾᐇࡋࡲࡍࠋ᭩㢮㑅⪃ࡢྜ᱁Ⓨ⾲ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 
ே㛫⛉Ꮫᮍ᮶ඹ⏕༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒࣮࣒࣮ࣛ࣍࣌ࢪ KWWSZZZUHVSHFWRVDNDXDFMS ཷ㦂␒ྕࢆᥖ㍕ࡍࡿ
ࡇࡼࡾ⾜࠸ࡲࡍࠋ
       ᭩㢮㑅⪃㸦➹グ࣭㠃᥋㸧ࡣࠊ᭩㢮㑅⪃ྜ᱁⪅ࡢࡳཷ㦂࡛ࡁࡲࡍࠋ
 ᪥ᮏᅜ⡠ࢆ᭷ࡋ࡞࠸⪅㸦᪥ᮏᅜࡢỌఫチྍࢆᚓ࡚࠸ࡿ⪅ࢆ㝖ࡃ㸧࡛ࠊ᪥ᮏㄒ௨እࢆᩍ⫱ゝㄒࡍࡿᏛ㸭Ꮫ㝔ࢆ
༞ᴗ㸭ಟࡋࡓ⪅ࡣࠊᕼᮃࡀ࠶ࢀࡤࠊ➹グヨ㦂ࡢ㛫ᘏ㛗㸦 ศ㸧ࢆ⏦ㄳࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋヨ㦂㛫ࡢᘏ㛗ࢆ
⏦ㄳࡍࡿሙྜࡣࠊฟ㢪᭩㢮 㸦ᵝᘧ 㸧
ࠕᒚṔ᭩ࠖࡢᡤᐃࡢḍࡑࡢ᭷↓ࢆグࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋヨ㦂㛫ᘏ㛗ࡢྍྰࡣࠊ
ཷ㦂⚊ࡢ㏦㏻▱ࡋࡲࡍࠋヨ㦂㛫ࡢᘏ㛗ࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࠊ㎡᭩ࡢᣢࡕ㎸ࡳࡀྍ⬟࡛ࡍ㸦 ࡲ࡛ྍ ͤ
㢮ࠊ㟁Ꮚ㎡᭩ࡢᣢࡕ㎸ࡳࡣྍ㸧
ࠋ

7






6













5




4




3




2

1




ເ㞟ேဨ



㑅ᢤࡢ㊃᪨

平成 31 年度入学後選抜試験（平成 31 年度 4 月度実施）書類

添付資料

247

248

ே㛫⛉Ꮫᮍ᮶ඹ⏕༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆᐜࡣࠕࣉࣟࢢ࣒ࣛෆࠖࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ


ಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚

 ฟ㢪ᥦฟࡉࢀࡓẶྡࠊఫᡤࠊࡑࡢࡢಶேሗࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕᒚಟ⪅㑅ᢤ ฟ㢪ฎ⌮ࠊ㑅ᢤヨ㦂ᐇ ࠖ
ࠊ
ࠕྜ᱁Ⓨ
  ⾲ࠖࠊ
ࠕᒚಟᡭ⥆ࠖ➼ࡢᴗົ࠾ࡼࡧே㛫⛉Ꮫᮍ᮶ඹ⏕༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛵ࡍࡿᴗົࢆ⾜࠺ࡓࡵ⏝ࡋࡲࡍࠋ
 ᒚಟ⪅㑅ᢤ⏝࠸ࡓヨ㦂ᡂ⦼➼ࡢಶேሗࡣࠊ㑅ᢤ⤖ᯝࡢ㞟ィ࣭ศᯒ࠾ࡼࡧᒚಟ⪅㑅ᢤ᪉ἲࡢㄪᰝ࣭◊✲ࡢࡓࡵ
  ⏝ࡋࡲࡍࠋ
 ୖグ  ࠾ࡼࡧ  ࡢᴗົࢆ⾜࠺࠶ࡓࡾࠊ୍㒊ࡢᴗົࢆእ㒊ࡢᴗ⪅ጤクࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢሙྜࠊእ㒊
ࡢᴗ⪅ಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ዎ⣙ࢆ⤖ࢇࡔ࠺࠼࡛ࠊᙜヱᴗ⪅ᑐࡋ࡚ࠊᥦฟࡉࢀࡓಶே
ሗࡢ㒊ࡲࡓࡣ୍㒊ࢆᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ

ᒚಟᡭ⥆
ே㛫⛉Ꮫᮍ᮶ඹ⏕༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒ࣛᒚಟ⪅㑅ᢤྜ᱁ࡋࡓሙྜࡣࠊᒚಟᡭ⥆ࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒚಟ 
          ࡍࡿࡇࡼࡿ㏣ຍࡢධᏛᩱ࣭ᤵᴗᩱࡣᚲせ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋヲ⣽ࡣྜ᱁⪅㐃⤡ࡋࡲࡍࠋ

ྜ᱁Ⓨ⾲
ே㛫⛉Ꮫᮍ᮶ඹ⏕༤ኈㄢ⛬ࣉࣟࢢ࣒࣮࣒࣮ࣛ࣍࣌ࢪ࠾࠸࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ⅆ  ྜ᱁⪅ࡢཷ㦂␒ྕࢆᥖ
㍕ࡍࡿࡇࡼࡾⓎ⾲ࡋࡲࡍࠋ㟁ヰࠊ࣓࣮ࣝࡼࡿྜྰࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡣᛂࡌࡲࡏࢇࠋ

添付資料




14

13



㜰Ꮫ࡛ࡣࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛᒚಟ⏕ࢆᑐ㇟ࠊᏛ⏕ࡢཷ⤥⏦ㄳᇶ࡙ࡁࠊ㑅⪃ࢆ⤒ࡓୖ࡛⤥ዡᏛ㔠ࢆᨭ⤥ࡍࡿไᗘࢆ


⏝ពࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ⤥ዡᏛ㔠ࡣࠊ
ࠕᏛ㈨࡚ࡿࡓࡵ⤥ࡉࢀࡿ㔠ရࠖࡋ࡚ࠕ㠀ㄢ⛯ᡤᚓࠖ࡞ࡿࡢ࡛ࠊㄢ⛯ᑐ㇟ࡣ


࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ


࡞࠾ࠊཷ⤥㈨᱁ࡋ࡚ࠊḟᥖࡆࡿ࡚ࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ


  ఇᏛࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࠋ


 ⊂❧⾜ᨻἲே᪥ᮏᏛ⾡⯆ࡢ≉ู◊✲ဨ㸦'&㸧ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࠋ


 ᅜ㈝␃Ꮫ⏕ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏᨻᗓ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧ዡᏛ㔠ࢆཷ⤥ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࠋ


 ᭶㢠  ௨ୖࡢ⤥ᆺዡᏛ㔠ࢆཷ⤥ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࠋ


ᮏࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊ᭶㢠  ࡢᨭ⤥ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᨭ⤥㢠ࡣᖺᗘẖỴᐃࡋࡲࡍࡀࠊẖᖺࡢண⟬≧ἣࡼࡗ࡚ῶ


㢠ࡉࢀࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋධᏛᚋ㑅ᢤヨ㦂ྜ᱁ࡋࠊᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᒚಟࡍࡿሙྜࡣࠊ ᭶ࡽࡢᨭ⤥࡞ࡾࡲࡍࠋ


ᤵᴗᩱච㝖ࡘ࠸࡚ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛᒚಟ⏕ࡢ࠺ࡕࠊ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ᅾ⡠㸦ᶆ‽ಟᴗᖺ㝈ෆࡢࡶࡢ㝈ࡿ㸧ࡋࠊᏛᴗᡂ⦼ࡀඃࢀ࡚࠸ࡿ⪅ࡣࠊᤵ


ᴗᩱ㢠ච㝖ࡢᑐ㇟࡞ࡾࡲࡍࠋ


࣭ኟᏛᮇཬࡧ⛅࣭Ꮫᮇ㸦௨ୗࠕᙜヱᮇࠖ࠸࠺ࠋ
㸧࠾࠸࡚ࠊḟᥖࡆࡿ࡚ヱᙜࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ


 ᡤᒓ◊✲⛉ࡢᶆ‽ಟᴗᖺ㝈㸦ᅾᏛᮇ㛫ఇᏛᮇ㛫ࢆྵࡲ࡞࠸㸧ࢆ㉸㐣ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅


 ᙜヱᮇ࠾࠸࡚ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᒚಟࢆ୰᩿ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅


 ᙜヱᮇ࠾࠸࡚ࠊࡇࡢไᗘ௨እࡼࡿᤵᴗᩱࡢච㝖ཪࡣᚩࡢᥐ⨨ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸⪅


 ᙜヱᮇ࠾࠸࡚ࠊᤵᴗᩱࡢ⣡ࢆ┠ⓗࡋࡓዡᏛ㔠➼ࡼࡿ⤒῭ⓗຓࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸⪅


࡞࠾ࠊᮏᏛࡢ㈈ົ≧ἣࡑࡢࡢ≧ἣࢆ຺ࡋࠊᚲせᛂࡌࡓぢ┤ࡋࢆ⾜࠺ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ


ὀព㡯
 ฟ㢪᭩㢮ഛࡢ࠶ࡿሙྜࡣཷ⌮࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
 ฟ㢪ᡭ⥆ᚋࡣࠊཎ๎ࡋ࡚グ㍕㡯ࡢኚ᭦ࡣㄆࡵࡲࡏࢇࠋ
 ฟ㢪ᥦฟࡉࢀࡓ᭩㢮ࡣ㏉༷ࡋࡲࡏࢇࠋ
 ฟ㢪᭩㢮ഇࡢグ㍕ࢆࡋࡓ⪅ࡣࠊᒚಟỴᐃᚋ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᒚಟࡢチྍࢆྲྀࡾᾘࡍࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ㌟య㞀ᐖ➼ࡀ࠶ࡿ⪅࡛ࠊཷ㦂㝿ࡋ࡚≉ู࡞㓄៖ࢆᕼᮃࡍࡿሙྜࡣࠊཎ๎ࡋ࡚ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ ᭶ 
  ࡲ࡛ᮍ᮶ඹ⏕ࣉࣟࢢ࣒ࣛົᐊၥ࠸ྜࢃࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

12 ⤥ዡᏛ㔠ࡘ࠸࡚




11

10 ࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜ



9




8

࠾ၥ࠸ྜࢃࡏ

7(/
(PDLO
:HEVLWH


LQIR#UHVSHFWRVDNDXDFMS
KWWSZZZUHVSHFWRVDNDXDFMS

㜰Ꮫே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉ ᮍ᮶ඹ⏕ࣉࣟࢢ࣒ࣛົᐊ
ࠛ 㜰ᗓ྿⏣ᕷᒣ⏣ୣ 
㜰Ꮫ྿⏣࢟ࣕࣥࣃࢫே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉ᮏ㤋  㝵0

平成 31 年度入学後選抜試験（平成 31 年度 4 月実施）書類

月

年

添付資料

(1)

申請します

(1) 一般入試

人間科学専攻

学

(2)

免

申請しません

(2)社会人特別入試

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。

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

人間科学研究科

履

職

歴

受験番号

※

生年月日

西暦

年

許

・

資

歴

格

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。

学系

書

(高等学校卒業以降について記入してください。)

歴

大阪大学 人間科学未来共生 博士課程プログラム

【入学後選抜】（様式 1）

り

な

名

が

人間科学専攻

学系

生年月日

受験番号

※

西暦

＊

印

年

日

（自署あるいは押印）

月

＊「人間科学未来共生博士課程プログラム」は、平成 24 年度に文部科学省による「博士課程教育リーディングプログラム」の複合領域型に
採択された「未来共生イノベーター博士課程プログラム」を基盤としています。ホームページは、未来共生イノベーター博士課程プログラム
のホームページ(http://www.respect.osaka-u.ac.jp)、刊行物についても未来共生イノベーター博士課程プログラムの発行によるものを参考
にしてください。

人間科学未来共生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、刊行物等）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てください。（2,000 字程度）

指導教員による
履修の承認

氏

ふ

人間科学研究科

出願理由書

【入学後選抜】
（様式 2）

平成 31 年度入学後選抜試験（平成 31 年度 4 月度実施）書類
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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：

【入学後選抜】
（様式 2）

添付資料
※

注

名
（〒

（

（

（〒

）

）

−

−

人間科学研究科

※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 31 年 度
格 研 究 科
専 攻 名・学系

緊
急
連
絡
先

人

本

平
合

殿

人間科学未来共生 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

@

−

−

）

）

人間科学専攻

電話番号（
携帯番号（

本人との関係

）
）

本籍
（都道府県・
外国人は国籍）

−
−

人間科学未来共生 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 31 年度

受
験
番
号

学籍番号

学系

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。

【入学後選抜】
（様式 3）

平成 31 年度入学後選抜試験（平成 31 年度 4 月実施）書類

※

添付資料

ください（4cm ×3.5cm）。

平成

※

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

年

ください。

3. 写真は全面のり付けして

◎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

ものを貼付ください。

3 ヶ月以内に単身撮影した

2. 大きさはこの枠に合わせて

（平成 31 年度・入学後選抜）

人間科学未来共生 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

（写 真）

1. 上半身脱帽正面向きで、

（平成 31 年度・入学後選抜）

人間科学未来共生 博士課程プログラム

写 真 票

【入学後選抜】
（様式 4）

平成 31 年度入学後選抜試験（平成 31 年度 4 月度実施）書類
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発 行 者 ：大阪大学国際共創大学院学位プログラム推進機構

未来共生イノベーター博士課程プログラム部門
所：〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1-2

住

大阪大学
T

E

人間科学研究科本館 2 階 M226

L：06-6105-6490

発 行 日 ：令和元年 12 月 1 日

