履修生とプログラム担当教職員
月例茶会（令和 2 年 10 月 23 日）
於：大阪大学人間科学研究科・インターナショナルカフェ

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」の令和元年度の活動を振り返ったものである。これまでと変わった点
としては、令和元年度にプログラムを人間科学研究科に内部化し、あらたに「人間科学
未来共生博士課程プログラム」としても運営されていることである。
「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。
この事業の補助期間は平成 30 年度に終了したが、その成果のさらなる定着に向けて、人
間科学研究科にその拠点を移し、活動を続けている。
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。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（大学での座学「アカデミック
ワーク」と対をなす）、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。3 期生がコースを終え、さらに 8 期生（「人間科学未来共生博士課程プログラム」
としては 1 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。
7 冊目となる令和元年度 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」）、各種研修の様子、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
生セミナーの活動等が掲載されている。令和元年度が終わろうとする時期に、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大が始まり、プログラムの活動にも少なくない影響があった。
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
澤村

はじめに

信英
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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 30 年 3 月と 4 月の選抜試験を通じて、新たに 7 期生（平成 31 年度生、令和元年
度生、もしくは 2019 年度生）9 名を人間科学未来共生博士課程プログラムの履修生と
して迎え入れた。そして、平成 30 年 3 月に 1 期生（平成 25 年度生、もしくは 2013 年
度生）2 名、2 期生（平成 26 年度生、もしくは 2014 年度生）3 名と、3 期生（平成 27
年度生、もしくは 2015 年度生）6 名がコースワークを終えてプログラムを修了した。
平成 31 年度 QE 審査では 6 期生（平成 30 年度生、もしくは 2018 年度生）2 名が審査を
うけた。2019 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 1.2～1.8 で履修生の一覧を示す。
表 1.1

プログラム・コースワーク修了生

名前

入学年度

恵莉＊

2013 年

人間科学研究科

人間科学専攻

趙 孝川＊

2013 年

国際公共政策研究科

国際公共政策専攻

仲田

幸司＊＊＊

2014 年

人間科学研究科

人間科学専攻

希美＊＊

2014 年

医学系研究科

保健学専攻

木場

安莉沙＊＊

2014 年

言語文化研究科

言語文化専攻

小泉

朝未＊＊＊

2015 年

文学研究科

文化形態論専攻

坂口

波田野

所属

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。その他の章では西暦を用
いる。
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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

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

数実

浩佑＊

2015 年（履修再開） 人間科学研究科

表 1.2

坂口

入学年度

所属

恵莉＊

2013 年

人間科学研究科

人間科学専攻

2013 年

国際公共政策研究科

国際公共政策専攻

表 1.3
入学年度

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

幸司＊＊＊
振＊＊

波田野
木場

所属

表 1.4
名前
小泉
林

プログラム履修生（2 期生）

名前

仲田
謝

プログラム履修生（1 期生）2

名前

趙 孝川＊

下

人間科学専攻

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

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。#印が 2018 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。

2
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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

2016 年

人間科学研究科

人間科学専攻

2016 年

人間科学研究科

人間科学専攻

松本
佐々木
冨安

美和****
皓行****

表 1.6
名前

プログラム履修生（5 期生）

入学年度

所属

黒江 裕貴#

2017 年

人間科学研究科

人間科学専攻

櫻木 晴日#

2017 年

人間科学研究科

人間科学専攻

瀬戸 麗#

2017 年

人間科学研究科

人間科学専攻

聶 蕙菁#

2017 年

人間科学研究科

人間科学専攻

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

李

秀珍

表 1.8

プログラム履修生（7 期生）

名前

入学年度

所属

青木

霞穏

2019 年

人間科学研究科

人間科学専攻

大川

ヘナン

2019 年

人間科学研究科

人間科学専攻
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瀧尻

和子

2019 年

人間科学研究科

人間科学専攻

中井

隆斗

2019 年

人間科学研究科

人間科学専攻

村上

太一

2019 年

人間科学研究科

人間科学専攻

叶

蕙静

2019 年

人間科学研究科

人間科学専攻

閔

雅利

2019 年

人間科学研究科

人間科学専攻

羅

方舟

2019 年

人間科学研究科

人間科学専攻

2019 年

人間科学研究科

人間科学専攻

岡本

工介

1.2. プログラムを担当する教職員一覧
2019 年度から人間科学未来共生博士課程プログラムとなったことから、プログラム
担当者（運営統括委員）は人間科学研究科から選出された教員と特任教員で構成されて
いる。プログラム担当者に加え、未来共生イノベーター博士課程プログラムにおいて協
力関係にあった研究科から選出された学内プログラム担当者によってプログラムが運
営・実施されている。表 1.9～1.10 では学内のプログラム担当教員、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 31 年 4 月 1 日時点のも
のである。
表 1.9
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

川端

亮

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

澤村

信英

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

志水

宏吉

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

ジャーナル担当

園山

大祐

大学院人間科学研究科人間科学専攻・教授

国際連携担当

森田

敦郎

大学院人間科学研究科人間科学専攻・准教授

教務担当

榎井

縁

大学院人間科学研究科附属未来共創センター・特任教授

選抜・審査担当

Muller Stephen

大学院人間科学研究科附属未来共創センター・特任講師

英語教育担当

神田

麻衣子

大学院人間科学研究科附属未来共創センター・特任講師

学生支援担当

石塚

裕子

大学院人間科学研究科附属未来共創センター・特任講師

評価・広報担当、産学官連携担当

表 1.10
氏

副プログラム・コーディネーター、
財務・人事担当

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

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
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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

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

山下

仁

大学院言語文化研究科言語文化専攻・教授

筒井

佐代

大学院言語文化研究科日本語日本文化専攻・教授

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

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

西口

光一

国際教育交流センター・教授

森栗

茂一

CO デザインセンター・教授

ほんま なほ

CO デザインセンター・准教授

表 1.11

特任教員（常勤）

名前
榎井

職名
縁

特任教授

Muller Stephen

特任講師

神田

麻衣子

特任講師

石塚

裕子

特任講師

表 1.12

特任教員（非常勤）

名前

職名

脇阪

紀行

特任教授

平尾

一朗

特任助教

表 1.13
名前

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
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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
本プログラムは、平成 25 年度（2013 年度）よりリーディング大学院「未来共生イノ
ベーター博士課程プログラム」として、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して実施し
てきた。平成 31 年度（令和元年度、2019 年度）は人間科学研究科生を対象に「人間科
学未来共生博士課程プログラム」として、前プログラムの目的を継承して実施している。
履修生は、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
究者をめざす。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」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
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and Cultural Transformation）プログラム」と略称する所以もここにある。
本プログラムを履修する大学院生は、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。本プログラムのコースワークは「コア科目」
「プラクティカルワーク」「言語科目」で構成される。
本プログラムは、
「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
込んだ科目群を提供している。
「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 5 年間を通じた必修科目群である。「言語科目」では、チュートリアル形式を採り入
れたきめ細やかな英語教育に加えて、多言語演習も提供している。
「プラクティカルワーク」は、共生の諸課題を現場で学ぶ機会を豊富に設けて、実体
験と専門知識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。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。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。
4 年次以降は、履修生が専門研究と未来共生で学んだ知識や経験をコラボレートする
ための時間が設定される。履修生の専門分野に関わる教員だけでなく、他分野の教員と
議論をすることで、より充実した博士論文の執筆を目指す。
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、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、解決すべき具体的課題として、以下 8 つを掲げてきた。
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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

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 8 年間の事業を実施し、上記 1)から 6)を通じて、優れたグ

ローバル人材を育成するだけではなく、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、後述のように「共生学系」を設置した（本章 5 節）。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。
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人材とは、「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」である。
そこで本プログラムは履修生が身に付けるべき「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
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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セ
プトとなる。

2.5. 平成 31 年度（令和元年度）の進捗状況の概要
平成 31 年 4 月に 9 名の 7 期生を迎え入れ、6 名の特任教員（教授 2、講師 3、助教 1）
が、それぞれの担当分野で学生の教育にあたっている。人間科学研究科のプログラム担
当者を中心に運営統括会議を組織し、学内の多様な研究科からプログラム担当者を選出
し、協力のもとでプログラムの運営にあたった。そして 1～3 期生の計 11 名がコースワ
ークを修了し世に送り出すことができた。
人間科学研究科は平成 28 年度に組織改革を行い「共生学系」を創設した。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。
この人間科学研究科附属未来共創センターに未来共生プログラムを平成 31 年度に位
置づけ、継承プログラムとして「人間科学未来共生博士課程プログラム」を設け、7 期
生を迎えいれることとなった。また、本プログラムの特徴である「プラクティカルワー
ク」の授業を中心に人間科学研究科の授業として開放し、多数の多様な受講生を迎え入
れて、発展的な移行を推し進めている。
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。
評価・広報活動は評価・広報 WG（石塚裕子特任講師・平尾一朗特任助教）が主体と
なり、ニューズレター、年次報告書の発行、またホームページ、Facebook、twitter とい
ったネット媒体における積極的な広報活動を行った。また、本プログラムの機関誌であ
る『未来共生学』は、プログラムが所属する未来共創センターの機関誌として発展的に
継承され『未来共創』第 7 号として令和 2 年 3 月に発行された。
平成 31 年度（令和元年度）の事業実施内容
①

プログラムの運営統括を執行する運営統括会議を毎月行い、プログラムの円滑な
運営を行うとともに、人間科学研究科としてのプログラムの発展的継承について
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検討、試行を行ってきた。具体的な教育活動においては、専任教員と特任教員が
役割分担を行いながら関わり、相互連携しつつ、プログラムと人間科学研究科の
科目として教育を行った。
②

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
授業を行った他、1 年次には大阪大学での夏期 Academic English Skills Training、2
年次にはトロント大学の大学院生が来日し、本プログラムの 6 期生と共に西成釜
ヶ崎などをフィールドワークし、共生の諸課題について考える研修プログラムを
実施した。

③

未来共生セミナーを 2 回実施したが、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、多角的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、5 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

多様な学びの場を設けるために、日本における共生の課題である原発事故災害を
学ぶ「ふくしまスタディツアー」を実施し、報告会、関連事業として映画上映会
を開催した。

⑤

ホームページ、Facebook、twitter 等の媒体で具体的なプログラムの活動内容を伝え
るとともに、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。

⑥

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・再構成を行い、
「人
間科学未来共生博士課程プログラム」を設定した。

⑦

学生支援のため、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（茶話会）を設けた。またハラスメント相談窓口を設けきめ細やかな対応
に努めた。

⑧

挑戦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。
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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 20 日

人間科学未来共生博士課程プログラム入学後選抜試験

4 月 28 日〜5 月 7 日
5月

5 月 31 日

6月

6月7日

7月

7 月 27 日

8月

10 月

12 月

1月

2月

3月

2019

トロント大学との国際研修（2 年次）

海外インターンシップ報告会（4 年次）
プロジェクト・ラーニング中間報告会（2 年次）
プロジェクト・ラーニング成果発表会（2 年次）

8 月 17 日〜25 日

コミュニティ・ラーニング（岩手県野田村：1 年次）

9 月 23 日〜28 日

RESPECT Academic English Skills Training in OSAKA

10 月〜1 月

公共サービス・ラーニング（１年次）

10 月〜3 月

海外インターンシップ（3 年次）

10 月 11 日

QE 中間発表会（2 年次）

11 月 3～6 日
11 月

Kyosei Summer Seminar

ふくしまスタディツアー（有志）

11 月 22 日

未来共生セミナー「アイたちの学校：上映会 & トーク」

11 月 23 日

未来共生セミナー「多文化メンバーでのチーム活動になったら？」

11 月 30 日

「博士課程教育リーディングプログラムフォーラム 2019」（早稲田大学）

12 月 9 日

ふくしまスタディツアー報告会

12 月 20 日

公共サービス・ラーニング

ワークショップ

1 月 31 日

公共サービス・ラーニング最終報告会(1 年次）

1 月 31 日

映画上映会「福島は語る」

2月7日

QE プレゼンテーション審査（2 年次）

2 月 18 日 プログラム修了最終試験・プレゼンテーション審査
3 月 20 日

プログラム修了式（コロナウィルス感染拡大防止のため中止）

2.7. その他の行事
2.7.1.

第 3 回プログラム修了式

平成 30 年 3 月 20 日に予定していたプログラム修了式はコロナウィルス感染拡大防止
のため中止となった。

第2章

プログラムの目的と概要
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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
および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づ
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国内や海外のフィールドで経年
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・
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。
2019 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
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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と整理を行った。また、公共サービス・ラーニングでは、小学校
や、役所、国際交流協会、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。

第3章
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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、2017 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 2019 年 8 月 17 日から 8 月 25 日の 9 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 9 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 2019 年で 7 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は「野
田村の復興に向けて」という共通テーマのもと、「観光」、「トレイル」、「伝承」という
3 つの小テーマを設定し、3 班に分かれて活動を展開した。
観光班は 3 人とも中国からの留学生ということで、海外からの観光客になりきって野
田村を旅した。レンタサイクルで村内を駆け巡り、「食べる、走る、のだる」をキーワ
ードに野田村の観光について提案を行った。旅の中で出会った村民の方々との対話を通
じてたどり着いたのは、観光によって誇りを育て、絆をつなぐという提案であった。ト
レイル班は、昨年からの継続テーマであったが、実際に 32 キロも村内外を歩き、歩く
中で偶然出会った村民、昔からある「塩の道」を伝える活動を行っている役場職員、野
田村を通過しているハイカーなど、さまざまな声を聴いた。その結果、村民が「歩く」
ことを再発見する『はまなすプロジェクト～野田村の自慢話をしよう～』を提案した。
本プロジェクトには 3 つの出会いが提案されており、一つは世代を超えた「子どもと大
人の出会い」、二つ目は「大人と野田村の出会い」。三つ目は「村民と訪問者の出会い」
である。いずれも野田村の魅力に村民自身が気づき、伝えていくこと（自慢すること）
の大切を提案している。そして伝承班は誰が誰に何を伝承し、どうやって伝えるべきか
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悩み続けた結果、震災の教訓を伝え続け、命を守る行動につなげるとともに、村の誇り
を発信し、次世代へ伝承し続けることが大切であるという結論に至った。
「復興マップ」
というツールを提案し、村民が誰に伝承するのか、何を伝承するのかを考えることの大
切さを考察した。三者三様のアプローチであったが、野田村の復興に向けて共通した提
案は「村の誇り」であった。
このコミュニティ・ラーニングという授業は、東日本大震災という大きな災害を経験
した野田村という生きている舞台で、個性豊かな先輩俳優とも言える村民の方々の営み
を見て、聴いて学び、野田まつりという発表の舞台をひと時一緒に演じる（活動）こと
でさらなる学びを重ねる。毎年、学生は入れ替わるが 7 年という歳月を積み重ねて、こ
の授業は村民の方々と大阪大学が一緒に創ってきた授業（舞台）である。毎年お世話に
なっている方から「何もない村だと感じるの
は実は小さな村の中にすべてが凝縮されて
すべてがあったからだと思います。地方創生
という掛け声の陰で個性ある田舎や村が失
われる現実を感じます。多様な価値観と視点、
こういった活動を通して村民に刺激をこれ
からも与えてください」と感想が届いた。
野田村のさまざまな地域を歩き廻った学
生たちは、身を持ってコミュニティ再生のプ
ロセスの一旦を体感し、フィールドワーカー 写真 コミュニティ・ラーニングに参加した
への第一歩を踏み出したといえる。

3.2.3.

履修生と教員

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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調査概要
はまなすプロジェクト
〜野⽥の⾃慢話をしよう〜
野⽥村を３２キロ歩いた班
瀧尻和⼦・⻘⽊霞穏・⼤川ヘナン

５つの出会い
•トレイルとの出会い
•⼈との出会い
•これからの出会い
•未来との出会い
•出会いに感謝

人との出会い：村民の想い

•
•
•
•
•

トレイルと歩く
スタンプラリー
地元の商店に⾜を運ぶ
⼋⼾種差海岸インフォメーションセンター
インタビューをした⽅々
久慈広域観光協会：貫⽜さん
野⽥村役場：廣内さん・北⽥さん（未来づくり推進課）
⼩野寺さん（塩の道を歩こう会）
野⽥中学校：續⽯先⽣ など

トレイルとの出会い
• トレイルを歩いてる⼈が少ない
• 国道沿いの道が多い
• 標識が少ない
• ハイカーを歓迎している雰囲気を感じない

これからの出会い

• 歩く⽂化：塩の道
• 村⺠と訪問者との交流
• 村全体で“歩く“ことの再発⾒

はなますプロジェクト

何故はなます？

はまなすプロジェクト
• ⼦どもと⼤⼈の交流
• ⼤⼈と野⽥村の交流
• 村⺠と訪問者の交流

• 野⽥村の村花
• 花⾔葉：旅の楽しみ
• つぼみから花を咲かす

子どもと大人の交流

大人と野田村の交流

・道の魅⼒の再発⾒はこども
・ガイドになるために⼤⼈に聞く
・⼦どもガイド隊の誕⽣

18
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⼤⼈も⼦どもにおしえる
↓
勉強が必要
↓
野⽥村を深く知る
↓
野⽥の⾃慢話ができる！！！

野田村と訪問者の交流

未来との出会い：未完の旅

• 訪問者を鏡に魅⼒を再認識
• はまなす隊の設置
• ねまるチェアーの設置

東北を歩く

地域を越えた旅

世代を超えた旅

東北をつなぐ1,000㎞を
子どもたちが想いをのせて走る

夫婦で、子どもと、3世代で東北を歩く

潮風トレイルリレー

まいとれいる
アルバム
おおきに野田村

出会いに感謝

第3章

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

久慈広域観光協会：貫⽜さん
未来づくり推進課：廣内さん・北⽥さん
塩の道を歩こう会：⼩野寺さん
野⽥中学校：續⽯先⽣
三陸鉄道：畑⽥さん
⼋⼾⼯業⾼校：河村先⽣
兵庫県⽴⼤学：室崎先⽣
⼈と防災未来センター：⼩林先⽣
パティオ・ムラタ
橘商店
えぼし荘
直産市場ぱぁぷる
涼海の丘ワイナリー
野⽥村村⺠の⽅々
⼋⼾種差海岸インフォメーションセンター
⼋⼾種差海岸観光客の⽅々

実践からの学び：プラクティカルワーク
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テーマ

野田村の復興に貢献するために，
被災地を思う人の来訪を促すコンテンツの提供

伝承班
メンバー：藤井伸二，村上太一，張程皓

問題意識（フィールドワーク前）

1

フィールドワークの経過

野田村の人とどう向き合えばよいのか

２ 震災を体験していない子どもに対して，何をどう伝えるのか。

８月１８日

震災学習列車，貫牛利一さん
貮又正貴さん

８月１９日

復興展示室 上山晃さん

人との出会いとその語り

フィールドワークの経過

畑田健司さん
－初めての震災学習列車
－「がれき」という言葉
－「頑張れ」という言葉

貮又正貴さん
－十府が浦公園と大津波記念碑
８月２０日

８月２１日

吉田照夫さん，神先真さん

三陸鉄道 畑田健司さん

問題意識（フィールドワーク後）
旅行者の無関心や意図しない言葉のもつ暴力性によって，
野田村に来る交流者が村の人を傷つけることがあるという事実。
➨実際に聴いてみて，聞き取りガイドの活用が有効。➨現状で
は２週間前の予約が必要➨活用を増やすには利用者増加が必要。

1

旅行者として新たな旅行者に情報提供できないか
当初考えていた，子どもの教育については，今後，野田村の取り組み
に学ばせていただければと考えべきだと考えるようなりました。

２

提案の目標

1

語り部コースの目標
外の人に村民の生の声の聞。

２

伝承コースの目標
外の人と村人と交流する機会を増やすこと。

提案

私たちが推奨する
野田村伝承コース
①野田漁港
お台場

語り部
率直な語りにはっとさせられる
「がれき」という言葉が好きじゃない
「がんばれ」は突き放された気がする

伝承コース

②愛宕神社･大鳥居
海蔵院 海繍碑

次頁からコース案を示します
野田村村勢要覧
発行/2019年3月
P.16-17を活用
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私たちが推奨する
野田村伝承コース

まとめ

①野田漁港
お台場
②愛宕神社･大鳥居
海蔵院 海繍碑
③保健センター
復興展示室

1

震災学習しに来た人にとって，事前に知っているのは数字だけの場合が多い。新た
な旅行者には，ぜひ村の方との交流をしてもらいたい。
そのきっかけとして，観光ガイドの方の活用がもっと進んでほしいと考えます。

２

そのために，伝承マップを作成し，震災について知り
たい，力になりたい，と考えている旅行者が野田村を
訪問してくれたら，と考えています。

④ほたてんぼうだい
大津波記念碑

時間が許せば
⑤下安家サケ･マス
孵化場

野田村村勢要覧
発行/2019年3月
P.16-17を活用

謝辞
貫牛
弐又
上山
畑田
吉田
神先

利一
正貴
晃
健司
照夫
真

様
様
様
様
様
様

ご清聴ありがとうございました
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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

2019 年度は表 3.1 の 9 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
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2019 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

箕面市萱野小学校

支援が必要な生徒への補助・人権教育

大阪市西淀川区役所

外国ルーツの子ども支援のためのネットワークづくり

公益財団法人大阪国際交流センター（i-house）

国際理解、留学生支援、SNS での発信など

公益財団法人大阪府国際交流財団（OFIX）

グローバル人材受け入れ、災害時の多言語支援

NPO 法人 ZOTTO ぐーてん

若者の居場所づくり・子ども食堂

小さなくりの木会

ミニデイサービスにおける活動の参加

一般社団法人タウンスペース WAKWAK

まちづくりにおける多文化の調査

特定非営利活動法人 関西 NGO 協議会

ワンワールドフェスティバル for Youth の運営補助

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

西日本豪雨災害救援活動のまとめ作業など

第3章

実践からの学び：プラクティカルワーク

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

2019 年 10 月 4 日

オリエンテーション

2019 年 10 月 2 週

個々の場でサービス・ラーニングに従事

〜2020 年 1 月 3 週
2019 年 12 月 20 日

班別のモニターと相談活動
公共サービス・ラーニング中間報告会
於：大阪大学先端医療研究棟 3 階

2020 年 1 月 31 日

公共サービス・ラーニング最終報告会
於：人間科学研究科東館 1 階

2020 年 3 月 20 日

公共サービス・ラーニング成果発表会
COVID-19 のため中止

2019 年度の公共サービス・ラーニングの活動は 10 月 4 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 2019 年 12 月 20 日中間報告会をおこない、全
体で共有し、グループ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 2020 年 1 月 31 日、人間科学研究棟東館 1
階にて学内での最終報告会が行われた。その後、担当教員と推敲を重ねながら履修生ら
は報告書をとりまとめた。2020 年 3 月 20 日、人間科学研究棟東館 2 階ユメンヌホール
にて成果発表会が行われる予定であった。成果発表会には、受け入れ先の担当者をお招
きし参加していただけることも決まっていたが、COVID-19（新型コロナウィルス感染
症）のために延期、最終的には中止の判断をせざるを得なくなった。成果発表会は行わ
れなかったが、履修生たちは、完成させた報告書を受け入れ団体にお渡しし、活動に関
する一定の評価を受けることができた。
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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

学生の問題意識

箕面市萱野小学校

インクルーシブの意味・人権教育の形骸化

大阪市西淀川区役所

活動を広げ深める手段の模索

公益財団法人大阪国際交流センター（i-house）

3F 以外のアプローチ、参加者の確保
グローバル人材受け入れの重要性、多言語化の効

公益財団法人大阪府国際交流財団（OFIX）
果とは

2

NPO 法人 ZOTTO ぐーてん

居場所側のあるべき姿とは、人権教育の必要性

小さなくりの木会

持続可能な活動のための行政とのつながり

一般社団法人タウンスペース WAKWAK

組織の存続、活動の維持、新たな知見の導入

特定非営利活動法人 関西 NGO 協議会

若者たちの知識に留まらない学びの必要性

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

組織を支える世代間のギャップ、高齢化の課題

3.3.5. 公共サービス・ラーニング最終報告会の資料
公共サービス・ラーニングにおける履修生の最終報告会資料を次頁より示す。
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箕⾯市⽴萱野⼩学校

公共SL最終報告
於 箕⾯市⽴萱野⼩学校
⼈間科学研究科/⼈間科学未来共⽣プログラム
博⼠前期課程⼀年 ⻘⽊霞穏

箕⾯市⽴萱野⼩学校
＜特徴＞
⼈権教育と地域協働
Ex,）⼈権総合学習、地元サークルによる朗読劇、
JA農業学習、学習成果発表会
その他、インクルーシブ教育の実施や校舎構造に
本校の教育哲学が反映されるなど（後述）

⼈権教育の背景

活動内容

＜当該地域の歴史＞

・学習⽀援（算数）

北芝地区：被差別部落としての歴史
⇒昭和44年以降、こうした歴史の反省を
⽣かしてコレクティブタウンとして舵取り

・授業⾒学（わたしの研究の参考に問題点や気づきなどを記録）

＝地域×⼈権を促進的に打ち出したまちづくり

共⽣の課題１

共⽣の課題２

「誰のため・何のためのインクルーシブ教育か」

「形骸化する⼈権学習」
・⼈権教育のための国連10年（平成7年〜16年）
・⼈権教育のための世界計画（平成7年〜21年）

①教員のアプローチの妥当性に疑問
→１）教員のインクルーシブ教育への理解不⾜
２）教員のインクルーシブ教育に関する専⾨知不⾜
３）教員の資質不適格
４）⼈的資源の⽋如

→⼈権問題に関する授業策定を⾏っていると⼩中・⾼等学校は
50.4％（⽂科省 2015）
その⼀⽅で・・・

共⽣の課題２

私の学び

⼀部の⼈権教育が形骸化
Ex,) 意味付けも解説も満⾜にない国際理解教育
課題ベースではない紋切り型の調べ学習

・上記の課題の発⾒
・教師と児童の関係性に関する⽣の知⾒の獲得
・初学者への教授ノウハウ

→カリキュラム編成にあたり、ガイドラインが必要では？
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2020/01/31
公共サービス・ラーニング最終報告

NPO法人ZUTTO

ぐーてん の活動
◉ 子どもから若者、大人まで様々な年代の人が通う居場所で
す。（NPO法人ZUTTO HPより）

ぐーてん

子ども食堂

• 火〜金

居場所くらし応援室
…就労支援の対象者

• 月10:00〜16:00

若者居場所ぐーてん
…39歳くらいまでの生きづらさを抱えた若者

国際公共政策研究科 M1
塩井杏奈

• 月17:00〜20:00

ぐーてん 子ども食堂
…主に18歳未満の子ども

①居場所くらし応援室

①居場所くらし応援室
写真：発表者撮影

◉豊中市地域就労支援センターからの委託事業

• 就労を目指しているものの、就労に遠い
人や、孤立しがちな人が集まる居場所。

• 多くは生活保護受給者、軽労働可の人、病気がちの人、

• 長期間、定期的に参加

鬱や知的障害のグレーゾーン、発達障害

→生活リズムを整え、人と関わる場を作り
、自立や働くことが目的（ぐーてん リ
ーフレットより）

• 福祉事業所（生活保護の担当、ケースワーカーの派遣）
→地域就労センター
→ぐーてん に依頼

• 活動内容：アート、工作、手作業、PC

• 市からの委託事業としては65歳未満の就労支援対象者

作業、など（曜日によって）

→「卒業生」でも誰でも来れる居場所：(金)フリーデイ

②若者居場所ぐーてん

③ぐーてん 子ども食堂
写真：ぐーてん HPより

写真：ぐーてん HPより

• 18歳未満は無料、18歳以上は200円

◉ぐーてんの自主活動

15:30〜

調理開始

•

毎週月曜日10:00〜16:00

17:00前後 子どもが来始めて
〜
宿題、遊び

•

生きづらさを抱えた若者が自由
に参加できる居場所

18:00

いただきます

18:40頃

食べ終わった子から遊ぶ

調理実習、遠足、カードゲーム
等

20:00

家に送り届ける

•

20:15〜30 スタッフ＆ボランティアで
振り返りミーティング

活動日
(月) 若者居場所＋子ども食堂

ぐーてん 子ども食堂

(水) 居場所くらし応援室

2015

豊中市初の
子ども食堂

2017

2018

とよなか夢基金

2019

2020

オリックス宮内財団
子ども食堂応援
プロジェクト助成

•

現在は、基本的には個人企業からの寄付（食材、寄付金）と
ボランティアスタッフ

•

庄内小学校、第六中学校、豊中市社会福祉協議会との連携

子ども食堂の問題

ぐーてん の評価点
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2016

•

子ども食堂内での暴言、いじめ

•

ボランティアへのお願い「しつけはしない」
→ある程度必要では？

•

子どもにとって 食堂 より「居場所」

•

運営力（資金の調達）

•

•

家庭(親)に問題がある子、発達障害のある子が集まる
→トラブル

地域の他団体とのネットワーク、人脈
（例：食堂「おかえり」、ボランティア）
→地域を見守る目

•

スペース不足？、人員不足？

•

学校と家庭との板挟み
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見えてきた課題

学び・気付き

「居場所」

居場所以上の役割
担えるか？必要か？

人権教育が必要？

参考：
釜ヶ崎こどもの
里

•

寄り添うこと、小さな行動の積み重ねの大切さ

•

子どもが「しんどい」原因は、大人にある

•

地域に根差した活動の価値

例：親教育は
必要か？

参考文献・Webサイト
ご清聴ありがとうございました
•

ぐーてん リーフレット

•

ぐーてん HP https://guten.npo-zutto.com

•

NPO法人ZUTTO「ZUTTOの活動」
https://www.npo-zutto.com/results/activities/#guten

•

こどもの里HP https://www.eonet.ne.jp/~kodomonosato/sato.html

•

公益財団法人オリックス宮内財団「活動内容」
https://www.orix.co.jp/grp/company/miyauchi̲zaidan/activities.html

•

京都市市民活動情報共有ポータルサイト「オリックス宮内財団『”子ども食堂”応
援プロジェクト』-2019年度」https://shimisen-kyoto.org/subsidy/9453
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外国にルーツのある子どもたちを支える

概要

地域・学校・行政の連携
¡ 受け入れ団体の概要

－西淀川区役所での活動を通して－
人間科学研究科共生社会論 博士前期課程1年
瀧尻和子

¡ 活動内容
¡ 共生の諸課題
¡ 自身の成長

公共サービスラーニング最終報告会
2020/01/31

受け入れ団体

活動内容❶

西淀川区役所
西淀川区は、工業地帯として発展してきた歴史があり、現在で
も区内の西部を中心に多くの工場を有している。近年では、外
国人労働者が急増しており、それに伴い区内の学校の外国籍の
子どもたちの在籍が増えている。

外国にルーツのある子ども
たちの教育問題に対して
行政ができることは何か？

地域

学校

行政

西淀川インターナショナル
コミュニティ

大阪市立淀中学校

西淀川区役所

（出典）西淀川区HPより

活動内容❷

活動内容❸

たぶんかじゅくアニモでの指導

西淀川インターナショナルコミュニティ

• 子どもたちの実態や地域の取り組みを知る

p たぶんかじゅくアニモ

毎週月曜日※月曜日が祝日の場合は水曜日に振替

日本語教室での指導

17:30~19:00

学校の宿題などを先生に教えてもらいながら進める。

• 子どもたちの実態や学校の取り組みを知る

大阪市立淀中学校

情報共有

p 日本語教室

• 子どもたちの実態や地域学校の取り組みを共有する

日本語教室の様子

理科・社会・国語の授業時間に取り出して行う。

行政ができること
¡ 地域・学校・行政の連携を促進する
¡ 活動を資金面で援助する

現在取り出しの対象は4名。
日本語検定3級を取得した
ら通常教室に戻る。

手作りの日本語教材

板書の様子
テスト前にはテスト対策
の授業もする。

¡ 活動を支える人材を確保する

行政ができること

に～よん☆みらいラボ

¡ 地域・学校・行政の連携を促進する

外国にルーツのある子どもたちを対象にした教育
イベント。今後、様々なテーマで、継続して開催
いく予定。第1回は、外国にルーツのある方で、
大学進学を果たした先輩に話を聞く。

¡ 活動を資金面で援助する
¡ 活動を支える人材を確保する
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など…

共生の諸課題
広げていく
• 問題が顕在化して
いない地域でも、
実践を広げていく
必要がある

自分自身の成長
深化させる
• 資金を確保
• 区民への説明
• 制度の構築
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❶現場が抱える困難を体感することができた
❷様々な団体と連携しながら仕事をするという経験
p 責任の所在を明確にする
p それぞれの団体の文化を理解する
p 対立する意見をまとめる
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団体の概要

公共サービスラーニング
I-HOUSE
人間科学研究科 教育環境学講座

i-house

大阪を中心とした関西一円において、異なる文化や価値観を有する
人々が安心して暮らし活躍できる社会の実現に貢献し、我が国及び国
際社会の発展に寄与することを目的としている。

主要な事業
①国際交流・協力の促進

中井 隆斗

②外国人が暮らしやすい地域づくり
③国際化の担い手の育成
④国際化に資する情報提供

団体の概要

i-house

• 事業の種類（主に３種類）

①交付金事業…センターで行われている３分の２は、大阪府からの交付金事業。
Etc… 多言語に対応した市民の受付窓口業務、市民へのイベント等
②受託事業…市、各区、別の公益財団法人と協働する場合も
Etc…事業のコンペに応募して選抜されている。
③自主事業…市、区、関係なし、市民の外国人や日本人を対象とした事業。
Etc…寿司握り講習会、パキスタンカレーの作り方。ハラル料理の勉強
•

活動内容
関わらせていただいた事業

• 基本財産…２億円

職員構成…日本8、韓国４、フィリピン１、中国２、ベトナム１

活動内容

計１６人

天王寺区「多文化・国際理解教室」

•

天王寺区「多文化・国際理解教室」

•

外国人の為の企業支援セミナー

•

外国人留学生による大阪市の中央区の魅力発信プロジェクト

•

外国にルーツを持つこどものためのプレスクール

•

留学生情報サイト

•

翻訳業務

メルマガ会員大募集のチラシ作成

大阪市営住宅供給公社からの依頼「住まいのしおり」

主な作業
・メルマガ、FB、HPへの情報発信。
・準備・後片付け、受付、事前準備、アンケート集計、等々

活動内容

天王寺区「多文化・国際理解教室」

• 目的
英語でのコミュニケーション能力や国際理解・多文
化共生意識を養うこと。
• 対象（各クラス５０名）
低学年（小１～３年）…３５人前後
高学年（小４～中３年）…１０～２０人
• 授業内容
レベル毎に英語のレッスン→多文化理解
レッスン…自己紹介、気持ちの表現、食べ物
多文化理解…世界の挨拶・食卓、世界の子どもの一日

見出した共生の諸課題
３F…Food(食料）Fashion（民族衣装） Festival（祭り）

見出した共生の諸課題
「気づき」を目的としているため、参加者は広く浅くを
意識して対象にしている。

単発的な取り組み

• 多様性を認めること。
• 違う価値観を認め合うこと。

３Fに変わる、違う何か！

• 子ども達自身の考えを重視。

広報…参加者が少ない、（他の事業においても）

自身の成長
• 国際交流や国際理解への促進における多様なアプローチを

学ぶことができた。

• 実際に、事業を運営していく流れを、実践経験を通して勉

強させていただけた。

• 日本在住の外国人に対して多くの支援が取り組まれている

一方で、現状としてまだまだ不十分であることが分かった。
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団体概要

公共サービス・ランニング
特定演習
最終発表

共生行動論M1
未来共生プログラム7期生
閔

雅利

日本災害救援ボランティアネットワーク
（NVNAD）
・阪神・淡路大震災の被災者を救援するために全国から集まったボラ
ンティアによって発足した【西宮ボランティア】（1995年2月）がそ
の前身です。1996年1月から【日本災害救援ボランティアネットワー
ク】と改めました。
・活動の概要
◎非常時の活動
救援活動等（熊本地震、大阪北部地震、西日本豪雨災害、台風19号
など）
◎平常時の活動
ネットワーク構築、地域防災活動（「防災とはいわない防災」、防災
ふれあいウオークなど）、講座・講演・研修

西日本豪雨災害救援活動のまとめ作業

主な活動内容

u

u西日本豪雨災害の救援活動のまとめ作業
u防災ふれあいウオーク（第７回）
uカレンダー市（第２４回）

内容

NVNADのブログと「響」という雑誌に載っている西日本豪雨
災害に関する記事をまとめること。
u

気付き：
・言葉の変化→他人から見る被災者の変化

時系列で記事の内容を見ると、被災者に関する表現も段々明るくなっ
てきている。最初の「悲しい」などの描写から、その後の「明るい笑顔」
などに変化してきたことが見られる。

・長時間の支援活動が続く意味

防災ふれあいウオーク

気付き：

・武庫川女子大学と連携して
やっている活動であり、今年は
第7回目である。
・テーマ：津波避難から自分自
身や地域を守るための知識や意
識を高める
・活動内容：総合スタジアムか
ら出発、好きなチェックポイン
ト3箇所を回って90分以内にゴー
ルにたどり着く
・参加者：17人（小学生1人、16
人60代以上）

・看板の設置
場所が見つかりづらい、書き方があい
まい
・若者と高齢者の間のギャップ
クイズ：災害に備えたら安心だと思う
もの
高齢者：手回し充電ラジオ（全員一
致）
若者：モバイルバッテリー、電池など
・防災について高齢者の本当の声

やってきたこと

カレンダー市

１ポスターを作りました

u

個人や企業などから寄附さ
れたカレンダーをまとめ、
カレンダー市で一般市民に
販売し、売上金を救援活動
に使う活動です。今年で第
24回です。

u

1月10日ー12日の3日間

u

西宮市市役所東館８階

２ボランティアとして参加しました

３ボランティア達にインタビューをしました

共⽣の諸課題
u 他人と対話する能力
u 高齢者の声を聞けて良かった

ご清聴ありがとう
ございました。

⾃分の成⻑
u 若者と高齢者のギャップ
u 高齢者社会になりつつ、高齢者が社会での

役割の変化
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団体概要

公共サービス・ラーニング
最終報告
ー国際協力事業を次の世代へー
羅 方舟（ラ ホウシュウ）
受け入れ団体：（特活）関西NGO協議会
2020/1/31

• （特活）関西NGO協議会
主として関西に活動拠点を置く国際協力･援助団体が相
互に協議を深め、連帯を強めることにより、 各団体の運動
や活動がより充実･発展することを目的としたネットワーク
型NGOである。
• 成立時間：1985年
• 主な事業：
1.ネットワｰク
2.開発教育、啓発
3.政策提言
4.NGO支援事業
5.担い手育成
1

活動内容（イベントを中心に）
• イベント：ワン・ワールド・フェスティバル for Youth（第6回）
テーマ：～私たちが描く持続可能な社会の未来図～
• 参加対象：関西を中心に国際交流・協力の分野に関心を持
つ高校生
• 開催日： 2019年12月15日 日曜日（10：00～16：00）
• 開催場所： 大阪YMCA
• 主催：・ワン・ワールド・フェスティバル for Youth運営委員会
（特活） 関西NGO協議会
• 協力：大阪大学CO デザインセンター
（公財）大阪YMCA
（一社）ソーシャルギルド（当日ボランティアコーディネー
ト）
ワン・ワールド・フェスティバル for Youth高校生実行委
員会
• 運営事務局：（特活）関西NGO協議会
2

事業の背景
•国連で採択された「持続可 能な開発のための 2030 ア
ジェンダ」には、若者に関連するターゲットは、持続可能
な開発目標（SDGs）のいくつかに盛り込まれており、相互
に関連づけられている。
•ユースがSDGsの実現、平和の前進に重要かつプラスの
役割を演じることを認めた安全保障理事会決議 2250
（2015）および 2419（2018）の意義。
•ユースをめぐるグローバルな動きの中で、日本のユー
スが、SDGs達成に向けてその潜在能力を十分に発揮で
きるようエンパワーメントを確保し、変化をもたらす主体
として認識されることの必要性。

3

イベントの準備
毎週金曜日、10時から18時まで事務作業を中心に。
• 連絡作業：高校生ボランティアに対する送付メール文
の作り、参加者の交通費の計算、保険料を支払うた
めのやり取りなど。
• Excel作業：応募した高校生のチーム名リストの作り、
パーネルの作り、ポスター人気投票ファイル、ブース
展示ファイル、イベント用の配置図の作りなど。
• プログラム作業：プログラムのテーマの提案、高校生
の助成プログラムに対する最初審査など。

4

5

当日運営
• ポスターセッションを担当：
23高校生チーム（関西地域以外に、福岡や名古屋の
高校生チームも参加した）は、 フィナリスト、セミフィナ
リスト、応援枠という三つのグループに分け、SDGs目
標を目指し、貧困、環境、平和やジェンダーなど様々
な国際的な課題のテーマに対し、事前に作ったポス
ターを貼りて来場されたお客様に対して自由に発表す
る。同時に、三人の審査員がチームの順番に応じて
単独な審査を行う一方、お客様が主体としての人気
投票を行う。審査で一番高い評価を得た3チームと人
気投票で一番多い投票を得た２チームは優勝賞を受
給する。
• 運営内容：発表時間の管理、一般者への案内、ポス
ターの配置と入れ替わり、審査員と連絡、結果の発表
など。
6

イベント後の作業
• 当日ボランティアを対象としたアンケート集計。

考察
• 高校生は自分の視点から、貧困、ジェンダー、環境や平
和など様々な課題に向き合い、真剣に考えつつあり、国
際課題の深刻な現状と高校生として何ができるかという
実践活動と組み合わせる工夫は、私に影響を与えた。
また、イベントの参加者の前に、真面目に発表した姿は
すごく印象に残した。

• 今後のイベントのため、関西NGO協議会の事
務員とともに検討会。

• 本イベントは一日限定の活動ではなく、高校生がみんな
から貴重なコメントと意見を受け、計画を修正しながら、
実践活動に取り組んでいく。 イベントを通じて若い世代
の高校生が成長できる。つまり、国際課題を解決するた
めに、人材育成の面で機能を発揮している。

• イベント写真の整理。

• イベントを通じて成長できるのは高校生だけではなく、
新たな連携の媒介として、JICA（政府）、NGO/NPO団体、
大学、高校や企業などさまざまなアクターが協力し合い、
お互いにより結びつけることができるし、より有効的な協
力のあり方を検討するチャンスを与えている。

7
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共生的な課題
• 現段階、イベントは関西地域を中心としているが、国際協力事業を
より多くの若者に伝えるため、日本における他の地域、またはグ
ローバルまでより広い範囲で発信する方法を検討し続く必要があ
る。
• 同じくイベントに参加した高校生の中でも、モチベーションと参加度
の差を感じていた。自ら国際課題に関心を持って参加した高校生
はいるが、教員に言われるとか、発表優秀書やボランティア証明
書を受給したいとか、英語知識を勉強したいとか様々なモチベー
ションを持つ高校生もいる。イベントを通じ、国際課題に関する知
識や経験をどれだけ得たか。また、課題を解決するために、得た
ことと自分の行動とどう繋がるか」は今後の課題であると考えられ
る。
• 高校生は積極的に取り組んで自分が目の前に何かができること
から出発するのは大いに評価されるが、イベントのための一時的
な活動だけではなく、高校生たち自分の進路選択を含め、より多く
の人が協力できる長期間の活動計画を検討すべきである。

9

• ポスターセッションで、高校生チームはそれぞれの関心を持ち、来
場した人々に対して真剣に発表していたが、チームの間に意見交
換をあまり意識していなかった。今後、この場を利用して知識共有
の面で交流を深化する。
• 全体的に高校生実行委員は充実していたが、アンケート集計をし
た結果、120人ぐらいの当日ボランティアの中で、仕事内容や期待
に応えることに対し、満足より、やや満足の方が多く、やや不満の
意見もある。「特にやることがない、暇だった、もっと本質的な仕事
がしたい」、「担当プログラム以外に、他のプログラムに行けなかっ
た」、「国際協力をテーマしたが、英語を使うチャンスがなく、英語
知識はあまり得られなかった」など、いくつの理由が挙げられる。
また、「来年度も参加したいですか」の質問で、36%の回答者は
「わからない\希望しない」と回答した。

• 今後のイベントで、実行委員や一般参加者だけではなく、ボラン
ティアのモチベーションと満足度を上げるため、ボランティアの性
格や期待に応じ、イベントの内容面と運営面で改善し続く必要が
ある。

10

• 一般参加者のアンケート集計の結果を分析してから、
高校生同士の交流、国際課題の学び、主体的な参
加に対する満足度が高いが、NGOや他セクターとの
繋がりに対する満足度が相対的に低い。

• イベントは交流と勉強の場だけではなく、様々なセク
ターはお互いに友好な関係を結びつけ、今後の実
践活動に繋がることが現在の課題であると考えられ
る。
• 一方で、NGO関係者がイベントを通じて何を得た
のかは十分に配慮されいていない。今後NGO関係
者のモチベーションと満足度も検討すべきであろう。
11

自身の成長
• SDGｓを実現するために、大人たちの努力だけでは足
りなく、未来を向かい、次の世代に積極的に受け続か
れる必要性を深く感じた。
• 様々な作業をしており、excelなどの事務作業の能力を
向上した。
• 当日運営を通じ、高校生、教員、NGO関係者と協力で
き、現場での調整力とコミュニケーション力を向上した。
• 高校生と直接に関わり、国際理解や国際協力に対し
て若い世代の考え方や提案から勉強になり、自分の
視野も広がった。
12
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3.4. プロジェクト・ラーニング（2 年次）
3.4.1. プロジェクト・ラーニングの目的
「プロジェクト・ラーニング」は、1 年次の「公共サービス・ラーニング」のフィー
ルドで培った信頼関係を土台に、企業、自治体、NGO、NPO、学校、病院、地域等で
グループワークを行い、現場のスタッフとの協働による未来共生に関するプロジェクト
の計画立案・実施・評価を実践することによって多文化コンピテンシー、特にそのなか
のフィールドリテラシー、コミュニケーションリテラシー、政策リテラシーを具現化を
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

2019 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

2019 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
より多くの人が朝鮮学校を身近に感じる

1

イオ！リピング・ライブラリー

北大阪朝鮮初中級学校

ようになることと、北大阪の生徒に学びの
場を提供すること

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
2019 年 4 月 12 日

行事
オリエンテーション

（メール上での連絡）

個々の場でプロジェクト・ラーニングに従事。
2019 年 4 月〜7 月
週報の提出。班別のモニターと相談活動。
プロジェクトの実施

リビング・ライブラリー

2019 年７月 20 日
於：北大阪朝鮮初中級学校
プロジェクト・ラーニング成果発表会
2019 年 7 月 27 日
於：大阪大学人間科学研究棟東館 1 階

2019 年 4 月 12 日にメール上での連絡の形式をとって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.

プロジェクトの実施

北大阪朝鮮初中級学校とのプロジェクトを実施するにあたって、5 月 26 日（日）に
豊能朝鮮会館を訪問し、朝鮮総聯の金容俊さんを訪問し、朝鮮半島と日本の関係につい
て、日本における朝鮮学校の歴史についてお話を伺った。6 月 4 日（水）に大阪大学朝
鮮文化研究会主催の映画上映会『アイたちの学校』に参加し、その後半部でプロジェク
トにつながるリビング・ライブラリーのリハーサルにあたるワークショップを実施した。
「イオ！リビング・ライブラリー」のイベントは 7 月 20 日（土）に北大阪朝鮮初中級
学校の講堂を使用して行われ、第一部リビング・ライブラリーと、第二部ふり返り交流
会が行われた。本役には北大阪朝鮮初中級学校の教員、保護者、大阪大学朝鮮文化研究
会のメンバーなど 5 人が当たり、聞き手として北大阪朝鮮初中級学校の生徒と教員 16
人、学外参加者 14 人の計 30 人、全体としては 40 人が参加した。

3.4.5.

プロジェクト・ラーニング成果発表会

2019 年 7 月 27 日、大阪大学人間科学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。受け
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入れ団体である北大阪朝鮮初中級学校関係者は行事の関係で出席ができなかったが、プ
ロジェクトの過程において深く関わった大阪大学朝鮮文化研究会のメンバーに出席し
てしていただいた。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、大阪大学朝鮮文化研究会の方や、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。

36

第3章

実践からの学び：プラクティカルワーク

第3章

実践からの学び：プラクティカルワーク

37

38

第3章

実践からの学び：プラクティカルワーク

第3章

実践からの学び：プラクティカルワーク

39

団体概要
一般社団法人
タウンスペースWAKWAK
2012年 一般社団法人として成立

ひとりぼっちのいない町づくり

WAKWAKさんの目指す社会
すべての人に居場所と出番がある社会。
すべての人がSOSを発信でき、互いに支え・支えられる社会、
新しい公共としての住民主体による「自立」「参加」「協働」による
地域の再生と互いに絆を結びあえるつながりのある社会

未来共生プログラム
大川ヘナン

活動内容

地域再生事業

メイン
地域再生事業のアンケートサポート

昨年の大阪北部地震を受けて、
富田地区にある公営住宅が倒壊の危機と判断されたことにより、
今よりインクルーシブな街づくりを目指すにあたって、
様々な人の意見を集約して街づくりに生かしていきたい。

及び
インベントの設営・運営
雑務の手伝い

国連のSDGsの11番目のゴール
“住み続けたいまちづくりを”をもとに
今後の富田地区の地域再生を目指していく

在⽇外国⼈へのアンケート

地域再生事業
アンケート実施
質問①：あなたがその町に住みたくなる理由としてどんなことがありますか？
質問②：あなたが住まいを選ぶ際に重要視するものは何ですか？
質問③ : ハード面：施設や建物・ソフト面：事業やイベント

対象者

子ども

ハンディキャップを抱える方々

若者

高齢者

在日外国人

子育て世代

回答者数 ：５０名
・国籍
：１４国籍
・期間
：2019年10月〜11月
・調査方法：インターネットアンケート
・協力団体：大阪大学留学生
心斎橋ブラジル料理店
堺市ブラジル人NPO
茨木市イスラム教モスク
川崎市アメリカ人キリスト教会
厚木市在日外国人 など

アンケート言語
日本語
英語
ポルトガル語

アンケート結果

アンケート結果
国籍

年齢層
未回答

60代

・日本語教室や初めて日本へ来た人への講座が欲しい

10代

50代
中国

・地域のお祭りに参加したい、説明会が欲しい

40代

ペルー
フランス

・災害が起きた時に助けてくれる町に住みたい

30代
20代
ブラジル

在⽇期間

中国

ブラジル

フランス

ペルー

台湾

マレーシア

フィリピン

ベトナム

韓国

イギリス

ドイツ

アメリカ

アルゼンチン

香港

未回答

10代

20代

30代

40代

50代

60代

未回答

1年未満
未回答

＊地域住民ともっと関わりたい
2年〜4年

10年以上

＊近年の災害の多さに不安を感じる人が多い
5年〜9年

1年未満

2年〜4年

5年〜9年

10年以上

未回答

わくわく食堂

地域再生事業
今後の展開
各層から集めた声を集約して冊子を作成

〇テーマ：「未来にわたり住み続けたい町」
〇日時：2020年2月22日（土）午前１１時〜午後3時
※一部10時からスタート
〇場所：高槻市立富田ふれあい文化センターおよび社会福祉法人つながり

2月22日（土）に行われる“わくわく食堂”にて
行政関係者へ地域の子どもたちより提出
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〇対象：興味のある方ならどなたでも
〇参加費：無料

※食事代

実践からの学び：プラクティカルワーク

おとな300円・子ども100円

自身の成長

共生の課題

“社会的困難を抱える人を支える”ことの
重要さと大変さを直に感じた

社会的にしんどい層を支えるため活動

優れた活動をしていても資金の面において
多大な時間と労力を割かれる現場をみることができた

1, 法人を継続させるための資金
2, 活動を持続させるための人材
3, 新たな知見を入れるための外部との連携

研究においてより一層現場に目を向けた
立ち位置とインプリケーションの提示

ご静聴ありがとうございました。
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2020 ・1・ 31

共生の課題
• 国際化の進展は、人と人との相互理解・相互交流が基本となるも
のであり、その意味で、教育の果たす役割は、ますます重要なも
のとなると言わなければならない 。（グローバル人材育成）

，

• 情報の多言語化には、「翻訳効果：情報を翻訳して伝える」、
「承認効果：自分の言語があることによる安心感（社会から存在
を承認されている）」及び「アナウンス効果：日本語以外の言語
を話す人が存在していることを地域や組織全体で認識する」とい
う三つの効果がある。いわゆる、災害時に想定される事態から必
要な情報をあらかじめ翻訳しておき、発災と同時に速やかに掲出
することで、外国人に対して「情報」と「安心感」を届けること
ができるとともに、日本人にも外国人の存在を認識してもらう必
要があるとのことである。多言語化はあくまで手段であり、目的
は「全体的な安心感の醸成」であることがポイントと考える。
（災害時支援体制）
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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
「海外インターンシップ」は、プログラム 3 年次の必修科目である（単位認定は翌年
度の春～夏学期）。本科目の目的は、自らの学術的専門性を基盤に持ちながら、プログ
ラム履修を通して得た知見を手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、調査リテラシー、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で
ある。
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、当該履修生の出身国での研修も認められている2。なお、複数の研
修先（国／地域）を組み合わせた活動も可能である。研修期間は 30 日から 6 ヶ月、研
修先での 90 時間の活動が義務づけられている。
研修先は、自身で開拓することが推奨されている。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。近年、
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。特に
履修生が大学等の研究機関におけるインターンシップを希望する場合、学術的専門性の
観点から、プログラムの担当教員は在籍研究科の指導教員と協働で履修生の指導を行う。
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。
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)
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 3。
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。なお、各語学試験における英語スコアは、TOEFL iBT 90 点、TOEIC 800
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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。翌年度の春～夏学期期間中に開催される「海
外インターンシップ報告会」での発表を経て、最終的に必修科目としての単位が認定さ
れることになる。

3.5.2.

海外インターンシップの研修先の一覧

2019 年度は、7 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

2019 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
黒江 裕貴

櫻木 晴日

人間科

オースト

Arts@Collins

展示会の準備、運営補助。

2019 年 10 月

学研究

ラリア

7 日から

科

（メルボ

2019 年 12 月

ルン）

17 日

人間科

ブラジル

サンパウロ人

収集資料・寄贈資料のアーカイブ

2020 年 2 月

学研究

（サンパ

文科学研究所

作業。

17 日 から

科

ウロ）

2020 年 3 月
20 日

瀬戸

麗

人間科

ニュージ

学研究
科

コリナ小学校

学習サポート（算数）、および授

2019 年 10 月

ーランド

業時間内・外での日本文化紹介活

10 日から

（ポリル

動。

2019 年 12 月

ア）
聶 蕙菁

13 日

人間科

日本

関西インター

教員の業務補助（模擬国連の指導、 2020 年 2 月

学研究

（大阪）

ナショナルハ

生徒会活動など）、新入生受け入

25 日から

イスクール

れのための事務作業。

2020 年 3 月

科

31 日
坂場 大道

言語文

オースト

オーストラリ

日本語科目の授業補助、日本文化

2019 年 7 月

化研究

ラリア

ア国立大学

クラブ（歌舞伎）への黒衣参加、

22 日から

科

（キャン

シンポジウムやイベントのボラン

2019 年 11 月

ベラ）

ティア業務など。

15 日

点、IELTS 6.5 点が目安として定められている。
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中川 佳保

島本 奈央

言語文

インドネ

スクマバンサ

日本語授業の開講（対象：児童生

2020 年 1 月

化研究

シア

学校ピディ校

徒、教職員）。

20 日から

科

（アチ

2020 年 2 月

ェ）

28 日

国際公

イスラエ

Al-Quds

パレスチナにおける集団懲罰制度

2019 年 10 月

共政策

ル（エル

Community

に関する資料作成、「移動の自由」 7 日から

研究科

サレム）

Action Center

に関する論文プロジェクトへの参

11 月 12 日、

加。

2019 年 12 月
4 日から
2020 年 1 月
15 日

3.5.3. 「海外インターンシップ報告会」の開催
2020 年 6 月 5 日、
「海外インターンシップ報告会」を、オンライン会議システム Zoom
を通じて開催した。当初は、人間科学研究科北館 2 階ラーニング・コモンズでの開催を
予定していたが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け、大学内において対面で
の開催が困難となったため、オンライン（リアルタイム）での開催となった。6 名の発
表者がそれぞれの活動について報告した後、オンライン上で活発な質疑応答が展開した。
例年であれば、報告会会場で配布する「海外インターンシップ報告書」は、プログラム
関係者に対し事前にメール添付で送付された。以下に「海外インターンシップ報告会」
の発表資料を示す。

第3章

実践からの学び：プラクティカルワーク

45

46

第3章

実践からの学び：プラクティカルワーク

問題意識
・ブラジルに居住する日系人総数･･･約200万人

インターンシップ報告
サンパウロ人文科学研究所2020年2月17日～3月20日
大阪大学人間科学研究科共生社会論
未来共生イノベーター博士課程プログラム
博士後期課程2年

⇒異国の地でコミュニティを築き上げた力強さと困難
日系のひとびとが国内外で抱える課題とは？

櫻木晴日

インターンシップの目的

業務内容①

〈目的〉
・移民研究についての見聞を広げる。
・日系社会と日本社会の双方が抱える課題を探る。

資料整理

-古文書の整理
-目録づくり

〈サンパウロ人文科学研究所〉
・日本人移民知識人たちの研究活動から発展（長尾2019）
・日系社会の人口調査等、ブラジルの日系社会研究
・研究会の開催、移民や日系社会に関する書籍や資料の管理
・各地の日系コミュニティとのつながり

業務内容②

渡航時の困難（山田1998）
→奴隷制の残る労働（移民移民八十年史編纂委員会1991）
→第二次世界大戦中の排日機運
→日本へのデカセギブーム

-勉強会への参加
-書籍整理

学校・会館訪問

得られた成果① 資料整理から

○後世に歴史的資料を残す使命
・多様な解釈の可能性
2校の私立学校
-校内・授業見学
・先生と子どもの関係

5校の日本語学校
-校内・授業見学
-インタビュー
・学校間の差異

7箇所の日本人会館
-会館見学
-インタビュー
-カラオケ練習への参加
・会館間の差異

得られた成果② 文化やアイデンティティについて

〈ブラジル社会との間〉
○非日系の人々が日本語学校へ
→日系へと拡大
（次世代につながる）
⇒相互の変容

「●●人」とは何か？
③自認の多様性
（制度に限定されない。
アイデンティティ・マネジメント（宋2012））

得られた成果④ 日本社会の相対化

社会的承認

日系社
会内で
再認識

非日系
の参与

参考文献

格差への怒り

●言葉が通じない恐怖
買い物にすら行けない

●ブラジルで現前する格差

→言葉とコミュニティの重要さ
日本では言語の支援、コミュニテ
ィの提供等の体制は整っているの
か。

→日本にある格差に、同じくらい
怒れているか？

第3章

得られた成果③ 日系コミュニティに見られる共生
〈コミュニティ内〉
○言語の影響力

なぜ、「日本らしさ」を伝承するのか？
①自らの本質的な見方への気づき
②アイデンティティにおける国家・言語の大きさ

⾔語の壁

○恣意的な資料の恣意的な解釈？！
・二重の恣意性

• 移民八十年史編纂委員会,1991,『ブラジル日本移民八十年史』移民80年
祭典委員会,ブラジル日本文化協会。
• 長尾直洋,2019a,「第1章 サンパウロ人文科学研究所前史（抄）」『人
文研』第8集,pp.9-21.
• 宋基燦,2012,『「語られないもの」としての挑戦学校』岩波書店。
• 内山勝男,2001,『蒼茫の92年―ブラジル移民の記録』東京新聞出版局。
• 山田廸生,1998,『船にみる日本人移民史－笠戸丸からクルーズ客船へ』
中公新書。
• 吉見俊哉,2000,『カルチュラル・スタディーズ』岩波書店。 OBRIGADA
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問題意識
未来共生プログラム
海外インターンシップ報告会
受入先：Al-Quds Community Action Center
派遣期間：2019年10月～2020年2月

• 地域に密着したローカルNGOと国際機関が
如何に連携して国際紛争、人権問題を解決し
ていくのか
• 現場感覚を持ち得る研究者へ

OSIPP D2 島本奈央

イスラエル、パレスチナについて

エルサレム

滞在先ーヘブライ大学学生寮

インターンシップ先での業務
前期（2019年10月～12月）

後期（2020年1月～2月）

• 国連特別報告者S. Mychal
Lynk氏にCommunity Action
Centerとして提出する
Collective Punishment事例を
様々なイスラエル・パレスチ
ナNGOの資料を基に調査を
行い、エクセル表を作成

• アル・クドゥス大学学生の
Freedom of Movementに関
する論文プロジェクトに参加
【上司】Osama Risheq氏

得られた成果
【Community Action Center】
• Collective Punishmentについての国連特別報
告者S. Michael Lynk氏に向けての公聴会
• アムネスティ・インターナショナルなどの国際
NGOやイスラエル・パレスチナのローカル人
権NGOが参加

【上司】Munir Nuseiba氏,
Ruba Imam氏

得られた成果【ヘブライ大学生活】
• The 15th International Graduate Conference
in Memory of the late Yitzhak Rabinに参加
• ヘブライ大学学生寮でのルームメートとの出
会い
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活動先の紹介
インターンシップ報告
場所：

＠関西インタナショナル・ハイスクール

大阪の天王寺の近く

法的位置付け： 専修学校の高等課程（第124条）
生徒：

全校生徒 160名
外国にルーツ 12%~15%
（ルーツのばらつきがある）

生徒特徴：

英語が好き or
不登校経験を持つ

人間科学研究科 聶蕙菁

（左側の白い建物の奥にある）

インターンの目的

業務内容

– インタナショナルスクールと公立学校との違いをみること

・

模擬国連や生徒会への参加を通して、

業務補助、イベントの開催や生徒との交流
– 今後海外で活動するためのスキルを獲得すること
Covid 19による休校

（コミュニケーションリテラシー、フィールドリテラシーなど）
・

– 研究のヒントになるものを見つけること

教員や教務スタッフの業務補助
eg. 新入生のオリエンテーションの案内書の作成・発送業務
生徒と保護者が提出したアンケートの集計結果のチェック
ホームステイの申請書資料の作成
オリエンテーション会場の設置

得られた成果①

得られた成果②

– インターン目的1 :

– インターン目的2：

関西インタナショナルハイスクールと公立学校の違いをみる
カリキュラム

今後海外で活動するためのスキルを獲得すること

・週3 英語 週2 日本語
・英語に専念させるために、理科と数学がない ▶ AO入試

授業方式と試験制度

外部者というスタンスをたまに忘れたほうがいいかも

・追試制度（成績）と補講制度（出席率）
教師と生徒の関係

フィールドリテラシー

・参加型学習 ディスカッションやグループ学習

コミュニケーションリテラシー （多言語リテラシー）

・教職員全員が生徒とかかわる

外国語能力も大事だが、コミュニケーションの積極性が大切

・構築された信頼関係

得られた成果③

来年度インターンシップをする人へ

– インターン目的3：

事前準備

できれば、研究のヒントを見つけること

・ビザ申請が必要な場合、MOUの締結と同時進行する

活動中
ヒントとは言えないが、

・言語の完璧さを求めない

これまではずっと家庭教育に目を向けていたが、
生徒を「生き生き」とする学校教育とは何かを見れたらいいかもと思った

・伝えようとする努力

ご清聴ありがとうございました
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問題意識

海外インターンシップ報告会

Corinna School

u

ニュージーランド・ポリルア

ニュージーランドでは、1980年代に教育におけるマオリ語
やマオリ⽂化の復興が⾒られた。
1986年に移⺠の国籍を問わない移⺠法が初めて施⾏され、
実質的に多⽂化主義国家へとなっていった（松本2011）。
現在のカリキュラムは、マオリ⽂化とイギリス⽂化を基盤
に、多様性を重視するものとなっている（Oba2018）。

(2019.10.10〜2019.12.13)

u

⼈間科学研究科 瀬⼾麗

⽇本の教育は、未だ外国ルーツの⼦どもを周辺化するもの
となっている（宮島2014）。

Corinna Schoolとは？

⽬的
（１）ニュージーランドの学校でのフィールドワークを通し
て、外国ルーツの⼦どもに対する⽇本の教育を相対化する視
点を得る。
（２）⻑期間のフィールドワークを⾏う中で、特にフィール
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
国内外で研究活動を⾏うためのスキルを獲得する。

Corinna Schoolの1⽇

u

全校児童約250名の⼩規模校（1クラス約25名）

u

学校のホームページによると、⼦どもたちのルーツは、マ
オリが約3割、太平洋諸島が約6割、東南アジア、ヨーロッ
パ、中東が合わせて約1割いると書かれている。

u

Corinna Schoolの周辺には政府の貸家が建っており、社会
経済的に厳しい家庭が多い。

u

ニュージーランドの中でもマオリ・移⺠教育において先進
事例の⼀つとして注⽬されており、国内外（カナダ等）か
ら視察が来ることもある。

インターンシップの概要

u

授業は毎⽇90分、3回

①学習サポート

u

時間割は、同じ学年を担当する教員同時で毎週計画され、
⼦どもに伝わるのは当⽇の朝

②⽇本遊びの紹介

u

軽⾷は学校から配られるフルーツや野菜、昼⾷はお弁当持
参・購⼊・無料昼⾷のどれか

学び：マオリ・移⺠の⼦どもに対する教育

u

③フィールドワーク

学び：マオリ・移⺠の⼦どもに対する教育

先⽣⽅はそれぞれの⼦どものルーツを可視化し、尊重しよ
うと努めていた

u

背景には、マオリの⽂化や歴史が学校で教えられなかった
時代の反省（⼦どもの所在なさ、ドロップアウト）がある。

（ex. 朝の挨拶、ルーツを表明する歌、算数の⽂章問題、
学習サポーターによる⺟語学習や⺟語を⽤いた英語学習、
学習サポーター企画の⽂化体験と全校⽣徒への披露の場）

u

歴史やそれぞれのエスニシティの価値観、⼦ども⼀⼈⼀⼈
の育ってきた環境を重視することによって、それぞれの
ルーツを可視化し、尊重しようとする実践が意味あるもの
になる。

u

⽇本の教育では、⽂化がステレオタイプ的に捉えられたり、
ルートへの⽬配りが不⼗分との指摘もある（⾼橋2013）。
歴史や社会の現状は異なるが、多⽂化教育の⼀つの理想の
形を学んだ。

成果：多⽂化リテラシー
u

ご清聴ありがとうございました。
Thank you for your listening!

コミュニケーションリテラシー

初めて出会った⼈との関係をつくるにあたって⼤切なのは、
⾃分⾃⾝の興味や純粋な共感だと強く感じた。
u

フィールドリテラシー

⾔語を介さなくても⽬で⾒ることを⼤切にしたことで、特
に、授業中の発⾔が少ない⼦どもたちの表情や態度に気を配
れるようになった。
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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 年次履修生を対象とする必修科目であ
る。本科目の目的は、ひとりひとりが「未来共生イノベーター」としてのキャリア・パ
スについて考え、学内外のフィールドで活動する人びとから具体的な学びを得ることで
ある。
本科目は通年科目として開講されており、春～夏学期を「キャリア・パスに関する知
識・スキルの獲得」、秋～冬学期を「実践と共有」とその位置づけを変えている。2019
年度の春～夏学期は、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、
キャリアの問題を直近の「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、また、同時並行的・段階的なものとし
て複数の職業キャリアを考えることを目指した。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。
秋～冬学期は、受講者の個人による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、受講者それぞれが、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訪問・インタビュー
したり、博士人材を積極的に採用している企業から講師を迎えるセミナーを企画・運営
を行った（詳細については、本報告書 第 7 章「未来共生セミナー『多文化メンバーで
のチーム活動になったら？』を参照）。

3.6.2.

未来共生特別演習／フィールド・ラーニング総合発表会

例年 3 月下旬に、「未来共生特別演習／フィールド・ラーニング総合発表会」を開催
している。これは、両科目を履修するプログラム 4 年次生が、自身のキャリア・パスの
流れの中に博士論文を位置づけた上で、その進捗状況と自身のキャリアインタビューの
内容などを発表することを主眼とするものである。2019 年度は、3 月 20 日（祝・金）
に「総合発表会」の開催を予定していた。しかし、新型コロナウィルス感染症の感染拡
大を受け、感染予防の観点から、大学内で大人数が集まる催しの開催が原則禁止された
ため、同日程での開催を見送ることとなった。
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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、選択科目の3区分から構
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、多
文化共生的な視点を組み込んだ研究プロジェクトのことを指す。一方、コースワークは、
現場実践型のプロジェクト実施を成功に導くための学び全般を指す。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」
に分類される。アカデミックワークは、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からなる。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、学外研修（トロント大学との合同研修）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に分類されてい
る科目群を履修する。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。
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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である。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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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研究活動と並行
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 に令和元年度に入学者（令和元年より「人間科学未来
共生博士課程プログラム」に再編）のコースワークの流れを示す。授業は、(1) 必修科
目、(2) 選択必修科目、(3) 選択科目に区分され、リサーチワークおよび学外研修は単
位外となる。
プログラム 2 年終了時に実施される QE(Qualifying Examination)は、プログラム 3 年次
への進級についての資格判定審査である。ここでは、履修生の在籍研究科における前期
課程の修了と後期課程進級状況、本プログラムでの単位取得状況などが総合的に審査さ
れる。審査を通過した履修生は、進級後、プログラム 3 年終了時にリサーチプロポーザ
ルを提出する。プログラム 4 年、5 年次のプログラム履修は、リサーチプロポーザルに
もとづいた教育指導が中心となる。プログラム 5 年終了時には、プログラム修了最終試
験が課せられており、これに合格するとプログラムのコースワーク修了が認められる。
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表 4.1.

履修スケジュール（5 年制コース：平成 30 年度入学者まで）
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。

56

第4章

教育研究からの学び：アカデミックワーク

２
学
期

表 4.2

履修スケジュール (令和元年度入学者〔人間科学未来共生博士課程プログラム履修生〕）
１年次
１
学
期

未来共生
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ワ
ク

コア科目

共生社会論特講 I

必修

2

マイノリティと共生

必修

2

フィールド調査法特講

必修

2

未来共生ワークショップ

必修

２
学
期

２年次
１
学
期

２
学
期

３年次
１
学
期

２
学
期

４年次
１
学
期

５年次

２
学
期

１
学
期

２
学
期

0

0

0

2
特別演習
未来共生リーディング

必修
2

特別演習
未来共生

未来共生英語特定演習Ⅰ

必修

言語プログ

未来共生英語特定演習Ⅱ

必修

ラム

未来共生多言語特定演習

必修

未来共生専門科目

選択

未来共生基礎領域科目

選択

公共サービス・ラーニング

必修

1
1
1
4

プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
ワ
ク

2

選択
コミュニティ・ラーニング

必修*

2

選択
プロジェクト・ラーニング

2

必修*

学外研修

必須

リサーチワーク

必修

各期の必修単位数

8

2

1

0

2

0

2

* 選択必修科目は、博士前期課程修了（QE）までに 2 単位以上を修得しなければならない。

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アの創出、課題解決のためにさまざまな
ワークショップの技法が用いられており、本授業は、未来共生の諸課題に対して実践的
にとりくむために必要な知識・スキル・態度を学び、イノベーターに求められる行動力
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を養うことをめざす。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。
2019 年度の授業は、「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。「共
生」のとらえ方や「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、アイスブレ
イクとなるアクティビティもいくつか習得
した。
写真 未来共生ワークショップの様子

この授業の中心となる「ワークショップ実

習」では、履修生が研究のフィールド等としてかかわる現場を実施場所として 2 つのワ
ークショップを実施した。一つは北大阪朝鮮初中等学校に行き、中等部の生徒さん 6 人
と阪大大学院生 4 人が対等な立場でそれぞれの「もちあじ」を交流し、おたがいを知り
それぞれの「もちあじ」を尊重し「自分を生きる」ことの大切さを感じとることを目的
としたワークショップである。事前にリハーサルを行い、その中で改善点を見出し、当
日には参加者の思いを大切にして「安心」を心がけた丁寧な進行を行うことができた。
学校の先生からのリクエストであった「差別体験や自身のもちあじをしっかりと自覚し
自己肯定感を高める」ということについては、時間と打ち合せが十分でなかったことも
あり到達できなかったという反省もあったが、「対話」とは何かを問いながら、参加者
の意識とファシリテーターの思いを比較して単純にワークショップを評価するもので
はないことに気づけたことは大きな成果であったと感じる。もう一つは西成隣保館「ゆ
～とあい」で行ったワークショップである。参加者は阪大所属の学生及び教職員である。
地域で活動しておられる西田吉志さんからお話を伺った後フィールドワークを行い、西
成を知ることを目的の一つとした。さらに、その中で感じたことをベースに、現在の課
題を明確にしてそれを解決していくための方法を出し合い未来に向けての展望をみん
なで共有することをめざした。当日は、盛りだくさんの内容でそれぞれのパートが時間
不足で十分に対話できないことが準備段階からの心配事ではあったが、それでもどれも
大事なことなので進行に気を配りながら参加者の発言の機会を意識して進めていった。
どんな学びが得られたかをじっくりと考え交流する時間がとれなかったことは残念だ
ったが、お世話になった西田さんから「今後の参考になる意見を出してもらえた」とい
う言葉をもらい、自分事として考え行動につなげていく意識を参加者に持ってもらう機
会になったことは確かだろう。
どちらのワークショップも、計画から実施までの活動をとおして、「チーム」として
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の協働の大切さや「共生」の意味を、自分に問い直す時間になったと感じる。

4.5. トロント大学多文化研修（Kyōsei Summer School）（2 年次）
2019 年 4 月 29 日（月）～5 月 6 日（月）にトロント大学多文化研修を実施した。未
来共生イノベーター博士課程プログラムのカリキュラムの一つ、学外研修における海外
多文化研修は、同プログラムの目的である多文化コンピテンシーの育成として位置づけ
られている。本研修は、「英語演習ⅠとⅡ」の科目及び一年目の海外語学研修英語実習
の学外活動に基づき、英語そのものを身につけることを目的とするのではなく、英語を
実践的に使って、多文化共生について学ぶことである。多文化研究について英語で学ぶ
と共に、3 年目の海外インターンシップに向けて、多文化社会の現実を様々な教室外活
動を通して体験することを試みた。
多文化社会であるカナダからの大学院生（11 名）と未来共生イノベーター博士課程
プログラムの履修生（5 名）との交流を踏まえて実施される本授業（タイトル：Landscapes
of Cohabitation: Diversity and Divergence in More-than-human Entanglements in the
Anthropocene）は、大阪大学の英語専門講師による講義および言語支援をもとに、大阪
大学での教室内での活動とキャンパス外現場訪問・活動を組み合わせて企画された。本
研修の準備として、大阪大学で 3 回の予備授業を行い、そして研修中は大阪大学で 10
回の授業と、3 回のキャンパス外フィールドトリップを行った。成果は①グループごと
で英語による 30 分の成果発表、②英語によるホームページの報告、③日本語によるニ
ューズレターでの報告を行った。

4.5.1.

カリキュラム

本研修プログラムは、
（ア）授業（classwork）、
（イ）実習（現場訪問、fieldtrip）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）
Session 1: Overview of kyōsei (A. Morita, S. Satsuka, G. Mohacsi)
Session 2: Critical perspectives on comparison as a method (G. Mohacsi and A. Morita)
Session 3: Preparatory seminar for Fieldtrip 1 (Guest lecture by Shirahase Tatsuya)
Session 4: Movie viewing for Day 3: Minamata: The Victims and Their World
Session 5: Wrap-up discussion of Fieldtrip 1
Session 6: Minamata protest as a more-than social movement (A. Morita)
Session 7: Ishimure Michiko and the Minamata Environmental Crisis (Guest lecture by
Masami Yūki)
Session 8: Primatology in Japan (Guest lecture by Masayuki Nakamichi)
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Session 9: Infrastructure and multispecies cohabitation (G. Mohacsi and A. Morita)
Session 10: Joint graduate student presentation on the seminar and fieldtrips
（イ）実習（3 回以上；1 回＝半日以上；合計：13.5 時間未満）
FIELDTRIP 1: Labor movements and redevelopment in Kamagasaki/Airin, Osaka
FIELDTRIP 2: Rivers and infrastructure in Ibaraki City, Osaka
FIELDTRIP 3: Kyōsei among humans and monkeys in Arashiyama, Kyoto

4.5.2.

参加した履修生と成果

履修生の一部（平均 9 名）は、1 月〜4 月の
間に 3 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（人間科学研究科）とモハー
チ・ゲルゲイ准教授（人間科学研究科）のも
とで、事前に配布された英語の論文（合計 250
ページ）の一部を読み、議論してきた。5 月
のプログラムでは、全ての履修生は、10 回の
授業及び 3 回の実習を受けた。実習において、

写真 元茨木川緑地（FIELDTRIP 2）

英語能力などをもとに、履修生を 3 つのグル
ープにわけ、トロント大学の大学院生と共に、
各訪問先の参与観察やインタビュー、取材な
どの作業がグループ毎に担当され、実施され
た。そして、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、
プログラムの後には、英語と日本語による 2
種類のレポートとアンケートが提出された。
写真 京都府嵐山(FIELDTRIP 3)

60

第4章

教育研究からの学び：アカデミックワーク

第5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 年次の終わりに実施され
る。第三段階となるのは、プログラム 3 年次の終わり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方だといえよう。そして
最終の第四段階には、プログラム修了最終試験が行われる（5 年制コースは 5 年次の終
わり、4 年制コースは 4 年次の終わりに実施）。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）について未来共生学の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。
2019 年度は、通算 6 回目となる QE、そして 3 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、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たため、2019 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、この名称のもとで、7 回目となるプ
ログラム選抜試験が実施された。また、2020 年度よりプログラムは大阪大学「学修証
明プログラム」人間科学研究科未来共生イノベータープログラムの名称となり、プログ
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ラム修了要件単位も変更され、プログラム履修を希望する者が、願書に必要書類を添え
願い出したものの可否を決定し通知する形に変更されたため選抜試験はなくなった。

5.1. 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
のリテラシーの最終的な獲得状況が測られることとなる。

5.2. 選抜審査の体制
令和 2 年度より新たに参加する履修生は大阪大学学修証明プログラム「未来イノベー
タープログラム」への申請を通して認められるもので、選抜試験は行われていない。し
かし、QE 対象者ならびにプログラム修了最終試験対象者は大阪大学「未来共生イノベ
ーター博士課程プログラム」に所属するため、例年通りの審査をおこなった。
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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。

5.3. 審査の実施：令和元年度（令和２年度入学者）
大阪大学「学修証明プログラム」人間科学研究科未来共生イノベータープログラムの
募集人数は 10 名程度、出願資格者は、令和 2 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。
令和 2 年度プログラム審査のプロセスは、次の通りである。
プログラム申請期間：令和 2 年 4 月 8 日（水）9:00～16 日（木）13:00

・

申請書類は、未来共生イノベーター博士課程プログラム事務室へ送付されたものを受
理したが、8 名であった。書類の不備がなかったため、履修が全員に認められ、プログ
ラム・コーディネーターより、人間科学未来共生博士課程プログラム・未来共生イノベ
ーター博士課程プログラム令和 2 年度第 1 回運営統括会議において副専攻履修申請者と
ともに報告された。
令和 2 年度学修証明プログラム「未来共生イノベータープログラム」履修申請者およ
び令和 2 年度副専攻「未来共生プログラム」履修申請者については、表 5.1 の通りであ
る。
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表 5.1

申請者の内訳

所属研究科

履修申請者

履修生数

8(2)

8(2)

大阪大学学修証明プログラム
「未来共生イノベータープロ

人間科学専攻

グラム」
法学研究科

１

副専攻「未来共生プログラム」

2
人間科学専攻

１

(注) カッコ内は留学生の人数である。

5.4. QE の実施：平成 30 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。令和元年度 QE の審査プロセスは以下の通りである。
修士論文概要提出:令和 2 年 1 月 31 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

・

プレゼンテーション審査資料提出: 2 月 6 日（木）

・

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: 2 月 7 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: 2 月 13 日（木）

・

QE 最終合格判定: 3 月 19 日（木）

・

QE 最終合格発表: 3 月 24 日（火）

書類提出: 1 月 31 日（金）

QE 受験資格者は、計 2 名であった。
プレゼンテーション審査は、2 月 7 日に本学人間科学研究棟本館 316 にて実施された。
プレゼンテーション審査委員（7 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 7 日、本学人間
科学研究棟本館 316 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 2 名をそれぞれ
合格とした。上記審査結果について 2 月 13 日に KOAN 上で合格発表を行った。
QE 総合審査は、3 月 19 日に本学人間科学研究科本館 2 階会議室 B にて実施された。
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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、
2 名を合格とし、3 月 24 日に KOAN にて最終合格発表をおこなった。

5.4.1.

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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児童養護施設において性（生）はどのように語られているのか
――直接処遇職員と子どもの関わりに着目して――
人間科学研究科人間科学専攻

木原琴

本研究は、児童養護施設における生活の中での子どもの性（生）の育みに着目する。
「性」
は人間の関係性の原点であり、自己や他者の独自性や多様性を表し、
「生きる」ことそのも
のと密接に関係する。しかし、児童養護施設において、人間関係を暴力的に築く手段とし
て「性」が乱用されている（大塚・田付 2018）
。2017 年度に全国の児童福祉施設にて 1371
人の子どもが関わった 732 件の性的問題行動があったことからもその深刻さが示唆される
（厚生労働省 2018）
。児童養護施設では 59.5％の子どもが被虐待経験を持つ（厚生労働省
2015)。そのため、従来の衣食住を保証する機能に加え、専門的なケアが求められる(大原
2011)が、治療的機能は充実していない（米澤・窪田 2016）。実際、子どものケアは、日々
の生活支援を担う直接処遇職員（保育士、児童指導員）に負うところが大きい。しかし、
直接処遇職員の心理学、
ソーシャルワークの専門性の不十分さ（大迫 2017;三後ほか 2015）
や、性（生）に関する課題に必要な意識不足が指摘されている（坪井ほか 2012）。
先行研究において、児童養護施設における性（生）は、子どもの性的問題行動に着目され
ているが、問題行動にまで発展していない性（生）全般にまつわる事柄への着目は不十分
である。また、性的問題行動への対応について検討した研究は、効果を測るにあたり子ど
もに焦点を当てるため、直接処遇職員に着目した先行研究は十分とは言えない。いわば、
生活の中での性（生）の育みが等閑視されている。
本研究では、生活の中での性（生）の育みに着目するにあたり、直接処遇職員と子ども
の関わりに焦点を当てた。スキンシップ等の子どもが希求する「親密さ」に対する直接処
遇職員の思いや対応、子どものジェンダーやセクシュアリティに対する直接処遇職員の捉
え方など、性（生）のあり方の規範として存在する「隠れたカリキュラム」
（白井 2019,47）
に着目した。調査手法は、参与観察と半構造化面接を用いた。
本調査から、児童養護施設における子どもの性（生）は、児童養護施設の a.子ども特有の
背景への直接処遇職員の意識、b.子ども特有の立場、c.直接処遇職員特有の立場、d.集団養
育・施設生活の 4 つの要素を背景に、「フィルター」がかけられていることが示唆された。
ここでいうフィルターとは、性（生）が典型的な枠にはまるべき事柄、避けるべき事柄、
躊躇や葛藤が伴う事柄、抑圧される事柄といった認識を子どもに与える可能性のある一種
の装置のようなものである。これらは、子ども自身に弱くされた立場を意識させ、潜在的
な力への着目を促さない。本論文は、児童養護施設における性（生）に対するフィルター
が、子どもが豊かに性（生）を育むことを困難にしてしまう可能性があること、また、弱
くされた立場に重きをおいた言説が、性（生）の独自性や多様性を表すことを難しくする
保護や管理といった視点の強化へと繋がる可能性を懸念しなければならないと結論づけた。
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1.背景
児童養護施設において性(生)はどのように語られているのか
−直接処遇職員と子どもの関わりに着目して−

2020/2/7
⼈間科学研究科 共⽣学系
⽊原琴

2.背景：児童養護施設における「性」と「⽣」

児童養護施設：全国615施設,2歳〜18歳,26,449⼈（厚⽣労働省2017)
直接処遇職員：⼦どもの⽣活⽀援を担う保育⼠（国家資格）と児童指導員（任⽤資格）

・被虐待経験59.5%（厚⽣労働省2015)
・⾐⾷住の機能に加え、専⾨的なケアが求められる（⼤原2011)
・治療的機能の不⼗分（渡邊2016；⽶澤2016）
・⼦どものケア→⽣活⽀援を担う直接処遇職員に負うところが⼤きい
・直接処遇職員‒⼼理学、ソーシャルワークの専⾨性の不⼗分さ（⼤迫2017;坪井2012)
‒性（⽣）に関する課題に必要な意識不⾜（坪井ほか2012）

3.課題
先⾏研究：児童養護施設における性（⽣）
・⼦どもの性的問題⾏動に着⽬
→問題⾏動にまで発展していない性（⽣）全般にまつわる事柄への着⽬は不⼗分
・⼦どもに焦点を当てる
→直接処遇職員に着⽬は不⼗分

「性」は⼈間の関係性の原点であり、⾃⼰や他者の独⾃性や多様性を表し、
「⽣きる」ことそのものと密接に関係する。

・児童養護施設「性(⽣)教育」
⼼を育てる教育であり、「⽣きる」上で必要なスキルを教える実践（藤原・榊原2011）
・⼈間関係を暴⼒的に築く⼿段として「性」の乱⽤（⽯澤ら2011;⼤塚・⽥付2018）
・全国の児童福祉施設における⼦どもの間で起こる性的問題⾏動の初の実態調査
2017年度に732件の性的問題⾏動ー1371⼈が関わっていた（厚⽣労働省2018）

5.調査⽅法

⽇々、⼦どもと関わる直接処遇職員にとって、当たり前となっている性(⽣)に
まつわる事柄である⽣活の中での性（⽣）の育みが等閑視されている

4.研究⽬的
児童養護施設の⼦どもが求めるスキンシップ等に⾒られる「親密さ」に対する
直接処遇職員の思いや対応、⼦どものジェンダーやセクシュアリティに対する
直接処遇職員の捉え⽅など、性（⽣）のあり⽅の規範として存在する「隠れた
カリキュラム」（⽩井2019,47）について実態を把握することである。

6.結果・考察
a.
児童養護施設の

⽂献研究・質的調査
・参与観察
場所：児童養護施設A
期間：2018/9-2020/1 週1回
対象：⼦どもと直接処遇職員
・半構造化面接（表１参照）
対象：計8施設の直接処遇職員10名
期間：2019/4-5
時間：最短48分最⻑91分
場所：施設の⾯談室や⼤学研究室等

子ども特有の背景へ
の直接処遇職員

児童養護施設における⼦どもの性（⽣）は
4つの要素を背景に「フィルター」がかけられている

の意識

b.

d.

児童養護施
設の子ども
特有の立場

集団養育
施設生活

フィルターとは、性（⽣）が、典型的な
枠にはまるべき事柄、避けるべき事柄、
躊躇や葛藤が伴う事柄、抑圧される事柄
といった認識を⼦どもに与える可能性の
ある⼀種の装置のようなもの

c.
児童養護施設の
直接処遇職員特有の
立場

図：児童養護施設における性（⽣）にかけられているフィルターを構成する要素

a.児童養護施設の子ども特有の背景への職員の意識
被虐待経験等との因果関係を意識した対応
Ex.スキンシップにおいて、⼦どもが他者との適切な距離を築けないことを⼦どもの複雑な家庭背景
や 被虐待経験との関連で捉えている。
Ex.⼦どもが性的マイノリティであることを被虐待経験や性的被害との関係から捉えている。
懸念：個別化の視点の弱まり

b.児童養護施設の子ども特有の立場
⼦どもが措置され保護されている⽴場であること
Ex.施設内恋愛を禁⽌している施設
保護する対象であるという認識が強く現れており、パターナリスティックな援助になりかねない。
Ex.保守的な性（⽣）教育をせざるを得ない
懸念：⼦どもの主体性への視点が弱まり

7.結論・共⽣の視点

c.児童養護施設の職員特有の立場
親ではなく職員であるという意識と⽴場
Ex.スキンシップに対して、躊躇や葛藤を感じる。
懸念：躊躇や葛藤が⼦どもに伝わり、⼦どもが他者との⾝体接触に対して歪んだ認識を持つ

男性職員の性加害者として訴えられる危険性があるという意識
Ex.⼦どもとのスキンシップを控え、性的な加害⾏為として疑われる可能性のある洗濯物の取り扱
い等の家事を意識的に控える。
懸念：職員の男⼥による役割の固定化の促進・⼦どもへの典型的なジェンダーの価値観の投映

d.集団養育・施設生活
Ex.⼤勢の⼦どもの前では、1⼈の⼦どもの性的な⾔動に⾯と向き合うことが難しい。⾔動の背後に
ある思いや訴えをその場では聞くことはできず、頭ごなしに注意する。
懸念：⼦どもが性（⽣）に対して抑圧的な印象を持つ
Ex.⼦どもの⼊浴について「みんな裸⾒せるのが全然普通になっているから」という職員の語り
懸念：性（⽣）に対する独⾃性の意識が⽋ける

参考⽂献
浅野恭⼦（2013）「⼦どもの性問題⾏動の理解と対応」『現代性教育研究ジェーナル』30,1-6.
Bancroft,

フィルター➡弱くされた⽴場を意識させる
喪失や絶望感を持つ⼦どもー⽣きる⼒を⾒出すために潜在⼒や回復⼒の着⽬が⽋かせない（中村2015)
弱くされた⽴場に着⽬する援助のあり⽅ー独⾃性や多様性などの育みの排除（スミスほか2018）

J（2003）Sexual Development in Childhood, Bloomington: Indiana University Press.
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外国にルーツを持つ子どもの日本語による学習への習熟過程
―外国にルーツを持つ大学進学者の事例からの一考察―
言語文化研究科

言語文化専攻

玉田なつみ

近年、在日外国人の増加に伴い、両親または一方の親が外国出身である「外国にルーツを
持つ子ども」が増加している。こうした子どもは、家庭や母国で使用する言語とは異なる日
本語で学校教育を受ける中で、日本語による学習に困難が生じる傾向にある。文部科学省
（2019）によると、学習活動への参加に支障が生じている「日本語指導が必要な児童生徒」
は増加傾向にあり、彼らの学習参加を保障することは喫緊の課題であるといえる。こうした
背景から、本研究は外国にルーツを持つ子どもが日本語による学習に習熟する過程を明ら
かにし、彼らの学習参加に向けた取り組みに関して示唆を得ることを目的とした。
外国にルーツを持つ子どもの学習上の課題は、学習参加に必要な「学習言語」の習得の問
題とされる傾向にあるが、Cummins（1979, 1981）やヴィゴツキー（2001）の論考から、重
要なのは一定水準の言語能力の習得ではなく、日本語を媒介とした学習自体への習熟であ
るといえる。先行研究では、外国にルーツを持つ子どもの複数言語能力の関係（櫻井, 2018
など）や支援（齋藤, 1998 など）に関する研究は比較的多く、言語実践の広がりと言語発達
の関係（穆, 2015 など）や子ども自身の言語との向き合い方の重要性（川上, 2013 など）も
指摘されている。しかし、子どもの言語実践を包括的・長期的に子どもの視点から追った研
究は十分になされていない。よって、本研究では子どもの日本語での学習への習熟過程を言
語実践の変遷とその社会的・心理的背景から明らかにした。方法としては、両親ともに外国
出身である大学進学者に半構造化インタビューを実施した。言語実践と社会的背景につい
ては、学習を実践の共同体への参加過程と捉える「正統的周辺参加理論」（レイヴ&ウェン
ガー, 1993）をもとに、心理的背景については学習者の言語との向き合い方を社会的、歴史
的に構築されるものとして捉える「投資」（Norton, 2000）の概念をもとに分析を行った。
本研究で分析した事例では、学習に課題を抱えていた時期に、子どもは日本語で学習する
という実践が限定的な状態に置かれていた。ここから、外国にルーツを持つ子どもの学習に
おける課題が、日本語での学習という実践へのアクセスが限定的だという環境的な要因か
ら生じている可能性が指摘できる。そして、困難を抱えていた状態から日本語での学習に習
熟する過程では、学習場面で使用される日本語を取り立てて教えられたのではなく、日本語
での学習という実践自体が拡大していた。その実践の拡大には、母語での学習経験や進学に
対する意識も影響していた。しかし、特に重要だと考えられるのは、外国にルーツを持つ子
どもが周囲から学習の場に引き入れられて実践へのアクセスを与えられ、さらに子ども自
身も学習に積極的になることで日本語での学習という実践が広がっていたことである。こ
こから、外国にルーツを持つ子どもを学習の場に包摂する働きかけが重要であるといえる。
本研究では、外国にルーツを持つ子どもの学習上の困難が子どもの置かれる環境から生
じる可能性、学習の場への包摂の重要性を指摘した。ここから、学習参加に向けた取り組み
として、「学習言語」の習得を目指した支援のみでは不十分だという示唆が得られる。日本
語を教えるよりも日本語で学習する実践が必要であると同時に、子どもの置かれた状況か
ら課題が生じる可能性を踏まえると、学校の授業や教育環境自体を日本人生徒のみならず
外国にルーツを持つ子どもを射程に入れたものに変えていく必要があるといえる。
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１．はじめに
l外国にルーツを持つ子ども
＝両親または一方の親が外国出身の子ども
→外国人の受け入れとともに増加

外国にルーツを持つ子どもの
日本語による学習への習熟過程
―外国にルーツを持つ大学進学者の事例からの一考察―

l日本語での学習における課題
→ 「日本語指導が必要な児童生徒」の増加
高校中退率、高校卒業後の進学率の格差

言語文化研究科博士前期課程2年 玉田なつみ

２．先行研究

２．先行研究

－学習と言語－

l 「学習言語」をいかに習得させるかとう議論

－複数言語環境で育つ子ども－

l 複数言語能力（Cummins, 1981; 櫻井, 2018など）や支援のあり方（齋藤, 1998など）
→▲長期的なプロセスや支援の場以外の言語実践の関係は不明
l 言語実践と学習参加
l 言語に対する意味づけ

l BICS（Basic Interpersonal Communicative Skills）と
CALP（Cognitive Academic Language Proficiency）の区別

（穆, 2015; 太田, 2011）

（川上, 2013など）

→言語実践全体が影響
→▲子どもの視点はない

（Cummins, 1979, 1981）

＝「日常会話に流暢≠教科学習ができる」という指摘

l ヴィゴツキー（2001）

研
究
課
題

学校での学習＝言語を介して抽象的・体系的な概念を扱う

⇒日本語での学習そのものへの習熟が問題

２．先行研究

（文部科学省, 2019）

→子どもによる意味づけの重要性
→▲学習への習熟との関連づけはない

外国にルーツを持つ子どもはどのような過程を経て
日本語による学習に習熟するのか
① 言語実践はどのように変遷しているか
② ①の背景にはどのような社会的・心理的要因があるのか

３．研究方法

ー理論的基盤ー

l外国にルーツを持つ大学進学者に対する半構造化インタビュー
正統的周辺参加理論

日本語での学習への
参加度合とアクセスに
着目

（レイヴ&ウェンガー, 1993）

・学習＝実践のコミュニティへの参加の増大過程
・実践へのアクセスの重要性

投資（investment）

日本語での学習との向き合い方
＝「投資」

（Norton, 2000）

学習者の目標言語との関わり方
歴史的、社会的に構築されるもの
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備考

Aさん
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Cさん
中国
中国
中国
日本生まれ 日本生まれ 日本生まれ
大学院生
大卒
大卒
留学
筆者の
知人

留学

留学

関西の大学Xで
中国語を専攻
同大学の知人の紹介

Dさん
ペルー
3歳
大卒
就労
（日系）

Eさん
ペルー
3歳
大卒
就労
（日系）

関西の府県Y育ち
同地域の知人の紹介

Fさん
ペルー
10歳
大学生
就労
（日系）

Gさん
ペルー
12歳
大学生
就労
（日系）

関西の府県Z育ち
同地域の知人の紹介

大学進学までの経緯はＴＥＭ図（サトウ, 2009）により可視化（→次スライド）

４．Ｆさんのケース
周囲との意思疎通が難しい

ルーツ
来日年齢
現在
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国
語
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き
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５．考察・結論
l 日本語での学習という実践から暗黙裡に排除→学習における課題
＝周囲の環境の問題
l 「日本語の学習」ではなく「日本語での学習」の広がり→習熟
l 「日本語での学習」という実践自体への包摂が重要
⇒ 「学習言語」を習得させるという支援＝不十分なのでは？

Ø 日本語で学習するという実践へのアクセスが重要
Ø 学校の授業や教育環境を変える必要性

家族の影響

学校の雰囲気

６．共生によせて

参考文献

l 学習における課題→日本語指導、母語＋日本語指導
＝Ａ＋Ｂ→Ａ、 Ａ＋Ｂ→Ａ＋Ｂ´

という形になりやすい

ヴィゴツキー, L, S. （2001）『思考と言語』（柴田義松訳） 新読書社.
太田裕子 （2011）「家族が語る「移動する子ども」のことばの発達過程 幼少期より日本で成長した生徒のライフストーリー」『「移動する子どもたち」－ことばの教育を創発する
－』 2, 1–25.
川上郁雄（2013）『「移動する子ども」という記憶と力―ことばとアイデンティティ』くろしお出版.
斎藤ひろみ （1998）「内容重視の日本語教育の試み－小学校中高学年の子どもクラスにおける実践報告－」『中国帰国者定着促進センター紀要』6, 106-130.

外国にルーツを持つ子どもを取り巻く
マジョリティの課題として捉える

サトウタツヤ（2009）『TEMで始める質的研究 時間とプロセスを扱う研究をめざして』 誠信書房.
櫻井千穂 （2018）『外国にルーツをもつ子どものバイリンガル読書力』大阪大学出版会.
穆紅 （2015）「言語少数派の子どもの言語活動の展開様相 : 言語・言語活動・人間活動の一体化の視点から」『母語・継承語・バイリンガル教育（MHB）研究』11, 26-48.
文部科学省（2019）「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成30 年度）」の結果について」文部科学省ホームページ.
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/09/1421569.htm（最終アクセス: 2020年1月1日）

l Ａ＋Ｂ→Ａ´＋Ｂ´＋α

という考え方が必要

どちらにとってもプラス

レイヴ, J. & ウェンガー, E.（1993）『状況に埋め込まれた学習―正統的周辺参加』（佐伯胖 訳）産業図書.
Cummins, J. (1979) Cognitive/Academic Language Proficiency, Linguistic Interdependence, the Optimum Age Question and Some Other Matters. Working Papers on Bilingualism.
19, 198-205.
Cummins, J. (1981). The Role of Primary Language Development in Promoting Educational Success for Language Minority Students. In California State Department of Education
(Eds.), Schooling and language minority students: A theoretical framework. Los Angeles: Evaluation, Dissemination, and Assessment Center, California State University, 3-49.
Norton, B. (2000). Identity and Language Learning: Gender, Ethnicity and Educational Change. Harlow: Pearson Education.
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5.5. リサーチプロポーザル
本プログラムの 3 年次の終わりに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、プログラム履修によって獲得した
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の配布を令和 2 年 1 月 10 日
にメールで行った。提出期限は 3 月 20 日とし 6 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。
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リサーチ・プロポーザル

令和 2 年

研究科・専攻
氏

名

研究テーマ

3月

7日

言語文化研究科・言語文化専攻
坂場

大道

肯定的感情の認知意味論〜日本語と英語における感情の捉え方の違い〜

【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

言語が違えば感情も違うのか、という問題は盛んに議論されてきた。主に感情の生理的な側面
を強調する心理学者は、その文化的普遍性を強調してきた(Ekman 1992)。Lazarus (1995) は、
言語によって感情のラベル（英語 happy 日本語「嬉しい」）は違っても、感情そのものは本質的
に同じであるとする。このように感情の普遍主義をを支持するのは、心理学者だけでなく、より
一般的なレベルでも存在している。Layard (2005)によると、国ごとの幸福度を比べる幸福度ラ
ンキングなどにおいて用いられる、個人の主観的幸福度を測る一般的な方法の一つが“Taking all
things together, would you say you are very happy, quite happy, or not very happy?”という
質問である。いうまでもなく、英語圏以外でこの質問を用いる際には他の言語に翻訳される必要
がある。国ごとの比較が成立するには、翻訳後の概念が happy と意味が同一である必要がある
が、そのような言語による違いは考慮されていない。
他方、人類学者 Lutz (1988)によると、感情経験は生理学的反応だけでなく、感情主体の思考
とも関係があり、感情の記述や表現に用いる言語にも依存する。言語学者 Wierzbicka (1999)は、
ドイツ語、フランス語の happy に相当する概念を英語 happy の意味と比較し、同じヨーロッパ
言語内でもそれらの意味が違うことを明らかにした。同様な研究は中国語（Ye 2014）、デンマー
ク語（Levisen 2014)によっても行われている。感情を表す語彙が感情経験に影響を与えるなら
ば、これらの意味の違いは感情経験自体の言語・文化ごとの違いを示唆する。
本研究は、日本語における happy に相当する複数の語の意味を記述し、そこから得られる感
情経験の違いに関する示唆を調査する？。先行研究の事例とは異なり、日本語では happy に相
当する語の選択から議論の余地がある。英語の場合とは異なり、高頻度で用いられる日本語の肯
定的感情を表す形容詞は、
「嬉しい」
「楽しい」の２語存在する。さらに、happy は「幸せ」や品
詞も異なる「喜ぶ」に翻訳される場合もある。これらの語は「肯定的感情」というレベルで同じ
対象に対して、使用可能な複数の表現であり、それぞれが異なる捉え方を示す。これは、認知言
語学における、言葉の意味は客観的に存在するものを指示するのではなく、言語主体の捉えを表
すとする考え方に基づいている。本研究は、これらの高頻度で用いられる肯定的感情を表す日本
語の言語表現を取り上げ、その語の意味を分析することで、その捉え方の違いを明らかにする。
◾

研究方法

コーパス・ウェブ・辞書を参照し、実例に基づく一般化を重視する。具体的には、生起環境の
違い（「嬉しい」もしくは「楽しい」の片方のみ許容される場合など）、他の語との共起可能性（ど
のような名詞を修飾しやすいかなど）を明らかにする。加えて、インフォーマント調査を用いて
母語話者の言語直感との整合性も図る。
「嬉しい」
「楽しい」などの感情を表す語彙の抽象度の高さから、先行研究では「快と認知」(山
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田 1982)「心が踊るように明るくなった状態」（西尾 1993）など定義される語よりも難解な語が
定義に用いられており、その妥当性に疑問があった。こうした問題を乗り越えるため、本研究で
は分析手法に Wierzbicka (1972)が提唱する Natural Semantic Metalanguage (NSM)を援用すること
で、全言語に存在すると考えられる意味元素 (例: I,THINK, GOOD)に意味を還元する。それによ
って、先行研究で提示される他言語の相当する概念との比較も可能になる。
最終的に、意味論や認知言語学の知見を生かして感情語彙の定義を確立したのち、感情に心理
的側面からアプローチする心理学、言語と文化の相互作用を論じる言語人類学的知見も参照す
ることで、語の意味の違いから得られる含意を、より広い視野で捉え直す。
◾

研究計画

分析対象とする肯定的感情を表す表現「嬉しい」「楽しい」「幸せだ」「喜ぶ」を順に検討して
いく。１年目は、日本語学でも意味の違いが議論される「嬉しい」と「楽しい」の違いに注目し
た。両語の意味を定義し、それらの違いを大きく 3 点に集約した上で、意味の違いがどのような
生起環境の違いに繋がっているかを議論した。
博士後期課程 2 年目以降は、
「嬉しい」
「楽しい」に用いた分析手法を「幸せだ」や「喜ぶ」に
応用する。一般に、日本語の感情形容詞には人称制限があり、その主語には 1 人称以外を取るこ
とができないことが指摘されてきた。
(1) {I am / John} is happy.
(2) {私は/ *太郎は}嬉しい。 (*は文が容認されないことを示す)
このような現象は、
「感情は主観的なものである」
「日本語は主観的な言語である」ことがその理
由とされてきた。他方、この仮説は同じ感情形容詞に分類される「幸せだ」が人称制限を受けな
い理由を説明できない。
(3) {私は/ 太郎は}幸せだ。
対象的に「喜ぶ」は逆の人称制限、すなわち、１人称を主語に取れない。
(4) {私は/ *太郎は}喜んだ。
また、「喜ぶ」は形容詞で表される他の 3 語と異なり、動詞により表される。このような人称制
限の違いや品詞の違いに関して、それぞれの語の意味の違いから動機づけを図る。定義には NSM
理論を援用し、認知言語学における「主観性」などの概念も分析に用いる。
最終的に、
「嬉しい」
「楽しい」
「幸せだ」
「喜ぶ」の４語の定義を比較することで、それらの共
通点および相違点を明らかにする。それらの意味の違いから、日本語内において肯定的感情の捉
え方の違いを考察する。また、先行研究の他の言語における肯定的感情を表す語の定義とも比較
し、それぞれの言語における「肯定的感情」の捉え方の違いを体系化する。肯定的感情を表す言
語表現の意味の通言語的分析に基づいて、言語人類学の知見を踏まえながら感情の普遍性につい
て再考する。
◼

参考文献

Ekman, P. 1992. Are there basic emotions? Psychological Review. 99 (3): 550-553. /Layard, R.
2005. Happiness: Lessons from a new science. New York: The Penguin Press. /Lazarus, R. 1995, Vexing
research problems inherent in cognitive-mediational theories of emotion and some solutions,
Psychological Inquiry 6(3): 183-96./Levisen, C. 2014. The story of “Danish Happiness”: Global
discourse and local semantics. International Journal of Language and Culture, 1(2), 174-193./Lutz, C.
1988. Unnatural Emotions: Everyday sentiments on a Micronesian atoll and their challenge to Western
theory. Chicago: University of Chicago Press./Wierzbicka, A. 1972. Semantic Primitives, Linguistische
Forschungen. No. 22. Frankfurt: Athenaum./Wierzbicka, A. 1999. Emotions across languages and
cultures. Cambridge, UK: Cambridge University Press. /Ye, Z. 2014. The meaning of “happiness”(xìngfú)
and “emotional pain”(tòngkŭ) in Chinese. International Journal of Language and Culture, 1(2), 194-215./
西尾寅弥. 1993.「喜び・楽しみのことば」『日本語学』12:14-22./山田 進. 1982.「ウレシイ・タノ
シイ」國廣哲弥(編)『ことばの意味 3-辞書にかいてないこと』112-120. 東京: 平凡社.
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リサーチ・プロポーザル

令和 2 年 3 月 20 日

研究科・専攻
氏

名

研究テーマ

人間科学研究科人間科学専攻
櫻木晴日

フリースクールから進学した生徒の進学先での適応過程

【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。〕

「すべての子どもの学ぶ権利を保障すること」は公教育の最も重要な使命の一つだが、近年、
学校に行けない不登校の児童生徒の出現率は増加している。学校に行けない状態は、公教育制度
からの実質的な排除であると同時に、不安定な職業生活、つまり労働社会からの排除に帰結する
危険性を高めており（酒井 2015）、学びの保障と進路保障は早急に対応すべき課題である。現在、
公的機関に代わり学びの場と進路を保障する場所として、フリースクールのなかでも学校復帰を
目指すタイプの「補完型フリースクール」が注目されている。補完型フリースクールは、子ども
の自主的・主体的な活動に重点を置きながらも子どもが進路を選択し、高校や大学などの公教育
機関へ復帰することを目標としている。これまでの研究では、フリースクールを通して子どもが
不登校を肯定的に捉えなおすことで自己を再定義し学校信仰を打破する場であることや、対人関
係づくりを練習する場であることが明らかにされてきた。しかし、フリースクールの学校教育と
のオルタナティブ性や対抗性が強調されるあまり、補完型フリースクールを経由して学校復帰に
至る子どもたちの実態は明らかにされてこなかった。
修士論文ではフリースクールでの調査を通して、①フリースクールへの通学継続と進路形成の
背景にある社会的絆の形成、②個々のニーズに応じたスタッフの戦略の変化、③フリースクール
と外部社会との間のギャップ、の 3 点を見出した。スタッフの戦略の変化によって、子どもはフ
リースクールとの社会的絆を形成するものの、進学後の支援体制におけるフリースクールとのギ
ャップによって、進学後の十全な参加が困難となる場合がある。しかし、a.進学後の困難につい
ての検討と、b.そもそもフリースクールに通学を開始するのはどのような子どもなのかについて
の検討が不足していた。以上の課題が修士論文での検討から抽出されたものである。
これらかの課題を踏まえてプログラム 4～5 年時の研究は、①進学後の公教育体系への適応に
おける困難と、②フリースクール経験が学校適応に及ぼす影響、③そもそもフリースクールに通
学する子どもはどのような子どもなのかについて、フリースクールと進学先における参与観察と
インタビュー調査から明らかにする。本研究の目的は、補完型フリースクールの卒業生が移行先
の高校でどのような学校経験を得て、自身のフリースクール経験をどのように意味づけているの
かを調査することである。そのうえで、社会と学校の間にある中間施設としての補完型フリース
クールの意義を明らかにし、学校に通えない子どもたちへの支援策に対する政策的・実践的示唆
を提示することを目指す。
参与観察とインタビューを主な研究方法として用いる。研究対象は 2016 年から調査を行って
きた近畿地方にあるフリースクール A と、その補完型フリースクールに分類されるフリースク
ール B、フリースクールの卒業生が通学している公立高校 D、定時制高校 E である。調査対象
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のフリースクール A、B の卒業生が通学する高校で調査を行うのは、対象者の要望で困難だと想
像される。そこで D や E へ行き、元不登校生の子どものなかでもフリースクール通学者、教育
支援センター通学者、どこにも所属せず高校へ進学してきた生徒を抽出する。また、フリースク
ール A、B では、どのように子どもが学校復帰へ至るのかについての調査を継続しながら、どの
ような子どもがフリースクールに通学するようになっているのかについてインタビューを行う。
本研究で明らかにする内容は以下の 4 点である。①補完型フリースクールから高校への移行時
に抱える課題、②学校生活で生じた課題に対しどのような適応戦略を見出しているのか、③学校
生活の中でのフリースクール経験の意味づけ、④どのような子どもがフリースクールに通学を開
始するのか。1 点目について、補完型フリースクール卒業生の課題の一つである、高校進学後の
学校適応における困難に着目する。とりわけ、フリースクールと高校との構造的差異の表出場面
として①友人、教師との相互作用、②学習場面に焦点を当てる。不登校という同じ課題を抱えた
少数の他者と自主的な活動を行うことを中心に据えるフリースクール経験と、多様な他者との協
同学習などあらかじめ規定された活動に取り組む学校教育との相違が困難を引き起こしている
と仮定し、具体的な課題の析出を目指す。2 点目について、不登校現象は、子どもが学校教育制
度内になんらかの「適応しがたさ」をかかえ、生起する。自らが以前も経験しただろう学校的価
値に対するコンフリクトに対し、補完型フリースクール卒業生がどのように対処するのかについ
て、困難の多様性を比較しながら適応戦略を描き出す。その際、補完型フリースクール以外に、
適応指導教室やどこにも所属せずに高校へ進学した生徒との比較も行う。この分析を通して、補
完型フリースクール卒業生独自の適応戦略を解明することができる。3 点目について、学校教育
制度から「離脱」せざるをえなかった元不登校の生徒にとって、補完型フリースクールでの経験
の有無は、以前の学校経験時との大きな差異である。学校生活での出来事を自身のフリースクー
ル経験と関連させて捉え、課題を抱えた際にはフリースクール経験を参照しているのか、もしく
はフリースクール経験を消極的に意味づけているのかについて、インタビュー調査により明らか
にする。補完型フリースクール卒業生が、学校経験のなかでどのようにフリースクール経験を参
照し意味づけているのかに着目することで、不登校の子どもたちにとっての中間施設の有する意
義が抽出する。最後に 4 点目について、フリースクールへの通学生徒は、すでに対人関係を築く
力を得た子どもや、月謝を支払える家庭の子どものみなのではないかという課題がある。すべて
の子どもの教育を受ける権利の保障のために、どのような子どもがフリースクールに通学できる
ようになっているのかについて明らかにすることが求められている。
今後の計画は以下の日程を想定している。まず 4 年時にはフリースクール A、公立高校 D、定
時制高校 E への参与観察の継続と、新たにフリースクール B での調査を開始する。A、D、E で
は、スタッフや教員と生徒の相互作用を観察する。また、特に D,E 高校に通学するフリースク
ール経験を有する生徒が学校生活に適応していくプロセスを観察する。その際、他の生徒との間
や教師との間のダイナミクスに着目し、卒業生がどのような場面で困難を抱え、どのように対処
するのかを描く。5 年時は、特に D,E 高校での調査を行う。前年の調査に引き続き D,E 高校で
の参与観察を実施することで、前年に観察された生徒の困難の諸相とそれへの対処戦略が変化し
ているのかについて継続的に描く。また、困難の諸相の変化とともに自身のフリースクール経験
に対する意味づけも変化したのかについてインタビューを行う。その後、調査から得たデータを
分析し、博士論文としてまとめる。
（参考文献）
酒井朗 2015「教育における排除と包摂」『教育社会学研究』96:5-24。
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国際公共政策研究科比較公共政策専攻
島本奈央
マイノリティの集団的権利

研究テーマ
【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。〕

2020 年度 研究計画年表（博士後期課程 2 年目）
前期
前期講義「特定研究（フランス語文献購読１）」
（4~7 月） International conference “Minorities and Self-determination – 100th
Anniversary of the Post-World War I Plebiscites”国際学会参加予定（6 月下旬）
研究内容：博士論文理論部固めていく。
夏休み
9 月末『未来共生学』投稿予定。
（8~9 月） オーランド諸島（フィンランド）、OSCE 少数民族高等弁務官事務所（ハーグ）
FW 訪問予定。
後期
10 月 5 日『国際公共政策』投稿予定。
（10~1 月） 後期講義「特殊研究（ヨーロッパ人権保障体制）」「特殊研究（国際判例研究）」
研究内容：博士論文実証部（コソボ、オーランド諸島、ケベック等）

12 月初旬 OSIPP 博士論文口頭試問会
春休み
（2~3 月）
前期
（4~7 月）
夏休み
（8~9 月）
後期
（10~1 月）
春休み
（2~3 月）

2021 年度 研究計画年表（博士後期課程 3 年目）
The International Journal on Minority and Group Rights 投稿予定。
博士論文執筆開始
博士論文執筆

2022 年 1 月博士論文提出
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本研究の目的はマイノリティがどの範囲で集団的権利の全部もしくは一部を有するのかを実証
研究を踏まえて理論的に導き出し、マイノリティの集団的権利に関する一般理論の基礎を構築す
ることである。研究は理論研究と実証研究の部分から構成され、理論研究は文献研究から法理論
の探求を進め、実証研究は集団的権利が行使された個々の事例について文献調査及び現地調査を
もとに行う。文献は公刊された書籍・論文の他、判例、公文書等にあたり、現地調査は集団的権
利の保障が紛争解決に組み入れられた事例について実際に訪問し、資料を収集し、交渉や和平プ
ロセスに関する聞き取りを行う等して理解を深める。
プログラム 4 年次においては、前期に博士論文の主に理論文分を固める作業を、後期に博士論
文実証部の作業を行っていくことを予定している。特に 4 年次は論文を投稿し業績を着実に挙げ
ていく年にしたいと考えている。現在のネックは自身の研究の論文業績が一本も存在しない事で
ある。まずは着実に大阪大学紀要「国際公共政策」に投稿し、修士論文を論文に昇華させること、
加えて 3 年次における海外インターンシップでの成果を論文を「未来共生学」に投稿し形に残す
ことを目標とする。4 年次は学会発表を控え、論文そして次の論文の構想を練る作業に集中した
いと考えている。その成果を 5 年次に様々な国内学会・国際学会にて発表を行ってきたい。
まず 4 年次の前期に行う博論理論部は、国際法におけるマイノリティの権利、そして自決権、
特に救済的分離論についての歴史的背景から D1 の間に収集した文献を講読することを行い、人
民とマイノリティの概念上の比較を通じて、マイノリティの集団的権利が国際法上、どのマイノ
リティ主体に、どの程度の範囲で認められるのかを明らかにしていく。検討内容としては 1）内
的自決権の権利内容の精査と 2）マイノリティの範囲の検討を考えている。前者において、内的
自決権とは、人民の体制選択権を指す。内的自決権を分析すると、効果的参加権や住民投票権、
自治権等のマイノリティの集団的権利とほぼ重なる権利が含まれる。これら権利の中でも自決権
や自治権は土地と結びついた権利である点は着目したいと考えている。内的自決権を分析するこ
とによってどこまでが接近し重なっているのか精緻化を行う。後者において、人の移動が活発に
なった今日において、その定義の幅が拡大し、保障される権利が異なる可能性があることからマ
イノリティの定義を基にした分類を行い、どのマイノリティにはどこまでの集団的権利が認めら
れるかを検討する。更にヘブライ大学で収集し得た The International Journal on Minority and
Group Rights を 1990 年～今年の分までを毎日 1~2 本読んで分析を行うことを日々の目標とす
る。この作業と並行して修士論文の投稿論文に仕上げていく。4 年次夏休み期間は 8~9 月頃にオ
ーランド諸島（フィンランド）、OSCE 少数民族高等弁務官事務所（HCNM）への訪問を予定し
ている。こちらもコロナウイルスの影響に左右される可能性はあるものの、すでに東北公益大学
の玉井雅隆先生に連絡を取り、玉井先生のご紹介でプラハ事務所職員の方とのインタビューを予
定している。
4 年次後期には「特殊研究（ヨーロッパ人権保障体制）」
「特殊研究（国際判例研究）」を受講し、
マイノリティの権利に関する欧州判例や、コソボ独立宣言の ICJ 判例やケベック最高裁判所判例
について精読を予定している。夏休みに訪問予定の上記機関で入手した資料を分析した者をまと
めて博士論文実証部を完成させていこうと考えている。そして 12 月上旬に行われる OSIPP 博士
論文口頭試問会において理論部・実証部合わせたその時点の段階での現状報告を行う。
2021 年度としては The International Journal on Minority and Group Rights へ英語論文を投
稿することを目標として 4 年次後期・春休みを活用して準備したい。そして集大成として博士論
文を、2022 年 1 月の提出に向けた執筆を行う。
＜参考文献＞
The International Journal on Minority and Group Rights, Musgrave, Thomas D., Self-Determination and National

Minorities, Oxford University Press, 2000, Barten, U., Minorities, Minority Rights and Internal Self-Determination,
Springer, 2016, 櫻井利江「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』、
2018 年。
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人間科学研究科
聶蕙菁

日本在住の中国人家庭の教育戦略における階層差

【プログラム 4~5 年次における研究活動計画・目的・方法】
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研究目的：
博論では、日本に在住している中国人家庭（国際結婚家庭を含む）にどのような教育戦略が行わ
れているかを明らかにし、さらに、その教育戦略が階層によっていかに異なるのかを検討する。
これまでニューカマー家庭における教育戦略が検討されてきた。志水・清水（2001）は国際結
婚家庭を含んだインドシナ難民，日系南米人，韓国系ニューカマーを対象にし，母語伝達・学校
観および学校との関わり・将来展望及びそれへの対応の三つの視点からそれぞれのエスニックグ
ループが用いる教育戦略を比較・検討した。また日系ブラジル人の教育戦略を記述したのは，児
島（2006）、山本（2013）の研究もある。中国人家庭については、趙（2011）は,技能実習生に着
目して,中華料理人の来日ならびに滞日過程，雇用現状に関する問題を明示した上で，彼らの選
び取った教育戦略の実態を明らかにした。中華料理人の両親は学歴が低く,儒教の影響による男
尊女卑意識を持っており,日本社会でマイノリティ女性が周辺化されやすいため,息子と娘の進
路に異なる戦略を採り,大学に行かせないなど娘の進路に干渉していることを明らかにした。
しかし、渡日ルートが多様化している中で、階層の多様性にも注目しないといけない。ブルデ
ュー(1991)は，各家庭が持つ資本を経済資本，文化資本，社会関係資本の 3 種類にわけ、その三
つの資本が階層の指標とみなされている。家庭の持つ資本差が教育戦略に影響を与えることがこ
れまでの先行研究で十分に検討されている。たとえば、子どもの教育についての嗜好性や子育て
実践が、家庭の経済的な資本差によって異なるということは多くの研究によって実証されてい
る。そうした傾向は、中国においても同様に指摘されており、馬（2013）は、家族の経済資本と
文化資本の構成構造が教育戦略（中学校選択）に影響を及ぼしていると述べる。吉川（2009）は，
母親の学歴が子育てや学校教育戦略の決定要因であると指摘した。学歴によって子育てのあり方
が違ってくることは検証されつつある。ラリュー（2003）はミドルクラスとワーキングクラスの
母親にアプローチし,それぞれの子育てのありかたにおける違いを明らかにし,さらにその背景
にある文化資本の及ぼす影響を検討した。具体的に，ミドルクラスの母親は，懸命な子育て・あ
るいは全面発達にむけて力を注ぐ全方位的子育て（片岡訳 2018）(concerted cultivation) を
行っている一方で，ワーキングクラスの母親が自然な成長,放任型（片岡訳 2018）(accomplishment
of natural growth)という子育て方をしていることが明らかにされた。本田（2008）は,母親
へのインタビューを通して,家庭における子育ての格差を研究した。結果として,通塾や習い事の
頻度,子どもの家庭学習時間家庭の読書習慣,ゲームやテレビなどに関するルールの厳しさなど
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において,母親の学歴が影響を与えているということを提示した。これまで蓄積されてきた日本在
住の移民研究では、エスニシティの違いが焦点化されているが、渡日してきた移民の背景が多様
化しているなかで、階層に着目しないといけない。以上を踏まえて、本研究の目的は、日本に在
住している中国人家庭の教育戦略を、母親の学歴・家庭の世帯所得に着目しながら描きだすこと
を通じて、国際結婚家庭に固有の教育課題や特性を分析し、国際結婚家庭の教育的支援に向けた
学術的・政策的・実践的示唆を導き出すことである。
本研究はこれまでの研究と同様に、インタビュー調査を主たる研究方法として用いる。本研究
は、移民家庭家庭の教育戦略を規定する資本構造を、母親の学歴と年間世帯所得（相対）の二つ
の軸からなるものとして捉える。
母親の学歴と年間世帯所得（相対）という二つの軸を設定すると、国際結婚家庭は図①のよう
に、A 層【世帯所得が高く、母親が大卒である】、B 層【世帯所得が高く、母親が非大卒である】、
C【世帯所得が低く、母親が非大卒である】、D【世帯所得が低く、母親が大卒である】という 4
つの資本構造タイプに分けることができる。これまでの調査内容を発展させ、対象者数を拡大さ
せながら、それぞれのタイプを 6 ずつ集めインタビューを行い、経済資本と文化資本が教育戦略
をどのように規定しているのかについて分析を進める。世帯所得のカテゴリー化には、日本の世
帯所得の中央値である 427 万円（厚生労働省 2018）を調査遂行時の参照軸として用いる。主な質
問事項は、家族背景、母語教育、学校関与、教育期待、学校選択の希望、学校外教育利用などを
想定している。そうした聞き取り内容を元に、教育戦略に関する ABCD カテゴリーの差異と共通項
を導き出し、類型化する。さらに、ソーシャルネットワークの差が教育戦略に与える影響を検討
する。

参考文献：Lareau, A., 2003, Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life, second edition,
University of California Press.（＝1991，宮島喬訳『再生産─教育・文化・社会』藤原書店）。趙
衛国，2011，
「中国系ニューカマーの教育戦略と社会的ネットワーク」，移民政策研究第 3 号，pp.37-53。
本田由紀，2008，『「家庭教育」の隘路─子育てに脅迫される母親たち』，勁草書房。 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。吉川徹，2009，『学歴分断社会』ちく
ま新書。 Lareau, A., 2003, Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life, second edition,
University of California Press. 山本晃輔,2013,「ブラジルに帰国した人々の教育戦略とその帰結
に関する研究 : トランスナショナルな社会空間を生きる親と子どもの生活史から」大阪大
学,pp.27-30。
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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

令和 2 年 3 月 20 日

研究科・専攻
氏

名

研究テーマ

人間科学研究科

人間科学専攻

瀬戸麗

外国ルーツの子どもの進路・自立支援
―地域学校協働によるセーフティーネット構築から―

【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。〕

研究の背景
現代日本では、様々な困難を抱える子どもの教育保障が重要な社会課題となっている。教育保
障は生活保障・生存保障との関係の元で論じられており、例えば「子どもの貧困」や「学校福祉」
といった観点から、学校に加えて、社会福祉法人や NPO 法人などの民間教育機関、地域社会が
個々に、あるいは相互に連携して子どもを支えるセーフティーネットを構築する必要性が、学術・
実践・政策の領域を横断する形で議論されている。このような中、これまで政策のみならず学術
領域でも別々に議論されることの多かった、教育と福祉の結びつきが注目されている。
教育と福祉の関係性に着目した先行研究としては、政策研究の他には学校教育を担う教員に焦
点を当てたものが多い。福祉専門家の学校への参入や、教育のほか福祉的役割を担う際の葛藤等
が明らかにされており、ある局面においては教育と生活・生存保障の論理が乖離することも指摘
されている。一方、地域の教育については、歴史的に困難を抱える子どもの教育・福祉保障を担
ってきた存在であり、政策の重要な柱の一つでもあるにもかかわらず、研究の蓄積は十分でない。
プログラム１～３年次の研究内容
そこで、まずは、社会経済的に厳しい家庭に育つ外国ルーツの子どもに対して地域の学習支援
が有する、教育・福祉的役割の実態について解明した。対象地の選定基準は、①教育の中枢を担
う学校に対する位置取りが見えやすい、学校と連携する地域の学習支援、②教育・福祉的（複合
的）な困難を抱える、社会経済的に厳しい家庭に育つ外国ルーツの子どもが学習支援がの対象、
の 2 点である。研究の結果、以下のことが明らかになった。
（１）学校・家庭教育に対する学習支援の位置取り：学習支援の支援者は、学校「教育」におけ
る子どもたちの周辺化を意識し、「教育」に向かう姿勢を子どもに付けさせることを X 教室の第
一目的としていた。一方、生活・生存保障については、「家庭にできないことを支援する」とい
う意識があった。
（２）
「教育」と「福祉」の結びつき：学習支援における「教育」と「福祉」の両立は、学習時間
における「無為」
（仁平 2015）の姿勢が支援者と子どもの間の信頼関係を醸成し、その信頼関係
を元に生活支援等を行うことで成し遂げられていた。
プログラム１～３年次の課題
これまでの研究における課題は、以下の点である。
（１）本研究の母体となる教育福祉論（教育と福祉の関係性に関する研究）は将来の生活・生存
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保障を目指す議論であるにもかかわらず、対象が小学生に留まっている。複合的な困難を抱える
子どもの高校中退率の高さ等が指摘されている中で、高校生対象の支援体制については、義務教
育段階以上に明らかになっていない。本対象地における、中高生および高校卒業者に対する支援
実践のあり様を描き出す必要がある。
（２）地域の学習支援と学校・家庭との関係について、学習支援側からの視点に留まる。学校や
家庭といった別のアクターからの視点を加えることで、重層的に教育と福祉の関係性について検
討する必要がある。また、セーフティーネット構築という実践的な課題のためには、地域の学習
支援と学校・家庭の連携構築およびその変容の実態を明らかにする必要がある。
研究目的
本研究の目的は、学校（小・中・高）と地域学習支援の相互連携による、社会経済的に厳しい
家庭に育つ外国ルーツの子どもの進路・自立支援実践に着目し、地域学校協働の構造の構築・変
容過程および機能を紐解くとともに、セーフティーネット構築における持続可能な支援モデルを
抽出することにある。
研究方法
関西圏の X（学習支援）教室を中心とする地域学校協働に着目し、フィールドワーク調査を行
う。具体的には、X 教室で参与観察を継続しながら、X 小学校と連携する A 小学校や、X 教室の
多くの子どもが通う B 中学校・C 高校の教員、親、子どもに対する聞き取りを行う。
なお、X 教室の他、A 小学校においては、既に参与観察・教員へのインタビューを始めている。
研究内容
Ⅰ. 地域学校協働体制の構築・変容過程
地域学校協働を可能にする条件（各学校段階の学校文化、地域学習支援の特性、地域性等）は
何か、また、時間経過や状況変化と共にどのような地域学校協働体制の変容が見られるのか明ら
かにする。具体的には、A 小学校、B 中学校、C 高校の教員各 5～10 名に対して半構造化インタ
ビューを行い、外部専門家・組織とどのような関係を構築しているのか、その理由と葛藤の有無
についても尋ねる。各学校の行政関係資料や X 教室の取り組みを合わせて分析する。
Ⅱ.進路・自立において地域学校協働の持つ「教育」
「福祉」機能
子どもの進路形成や自立において、地域学校協働を担う各アクターはどのような教育・福祉機
能を果たすかについて、各アクターにおける認識のズレにも着目しながら、明らかにする。具体
的には、研究パートⅠと同じ教員に対して、社会経済的に厳しい家庭に育つ外国ルーツの子ども
の進路・自立支援実践に際して、家庭や、X 教室を含む外部専門家・組織、他の学校に対して期
待する役割およびそれに対する評価を尋ねる。これまでの研究で明らかにした X 小学校の視点を
含めて分析・統合する。
Ⅲ. 当事者の視点から捉える地域学校協働の働き
社会経済的に厳しい家庭に育つ外国ルーツの子どもやその親は、地域学校協働による進路・自
立支援を、なぜ、どのように利用するのか明らかにする。中高生 10～15 名とその親 10～15 名に
対して半構造化インタビューを行い、子どもの進路や自立に対してどのような環境・他者による
影響が強く、そのうち X 教室や学校はどのような位置づけにあったのか考察する。
プログラム４～５年次の研究活動計画
〈４年次〉
・3 年次までの研究を元に、7 月の教育学研究、11 月の社会教育学研究または教育経営学会紀要
に投稿する。学会発表は、6 月の異文化間教育学会、8 月の日本教育学会を予定している。
・研究パートⅠ、Ⅱのインタビューを 8 月（夏休み）、10～11 月に行う。研究パートⅢの対象者選
定を行う。
〈５年次〉
・研究パートⅡを 5 月の教育社会学研究、研究パートⅠを 9 月の教育学研究に投稿する。学会発
表は 8 月の日本教育学会、9 月の日本教育社会学会を予定している。
・研究パートⅢのインタビューを 6～７月、10～11 月、2～3 月に行う。
【参考文献】仁平典宏『〈教育〉化する社会保障と社会的排除』教育社会学研究第 96 集, pp175-196
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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

令和

研究科・専攻
氏

名

研究テーマ

２年

３月

２０日

言語文化研究科言語文化専攻
中川佳保

「ことばは人を傷つけうるものである」という言語イデオロギーに関する分析

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

背景と目的
ことばによって人が傷つくという現象は、ヘイトスピーチ（e.g. 梁 2016）、いじめ（e.g. 森
田 2010）、マイクロアグレッション（e.g. 金 2016）などの概念化された現象から、日常生活に
おけるやりとり（e.g. 信田 2013）まで、さまざまなところで起きている（ただし、ヘイトスピ
ーチやいじめにおける暴力はことばによるものだけとは限らない）。このような、ことばによっ
て人が傷つくという現象が成り立つ背景には、「ことばは人を傷つけうるものである」という言
語イデオロギーがあると考えられる。言語イデオロギーとは、「ことばについて我々が意識化し
ていること、つまり、ことばについて我々が考えていること」である（小山 2011: 4）。ヘイト
スピーチやいじめは、この言語イデオロギーをある意味「悪用」した現象ともいえるだろう。
そこで、本研究では「ことばは人を傷つけうるものである」という言語イデオロギー（I1）に
ついて分析し、ことばによって人が傷つくという現象の一側面を明らかにすることを目的とす
る。具体的には、(a)I1 が形成された過程、(b)どのようなコミュニケーションにおいて人が傷つ
くと考えられているのか、(c)I1 が維持・強化される過程、この三点を明らかにする。
研究方法
(a)「ことばは人を傷つけうるものである」という言語イデオロギーの形成過程
「ことばは人を傷つけうるものである」という言語イデオロギー（I1）の前提には、「人は精
神的に傷つきうるものである」という人についてのイデオロギー（I2）が、さらにその前提とし
て、
「人は傷つきうるものである」というイデオロギー（I3）があると予想される。I3 と I2 の間
には、傷つきうる対象の物理的領域（例えば「指」）から精神的領域（例えば「心」）への拡張、
I2 と I1 の間には、人を傷つけうるものにことばが包含されるようになるという拡張がある。
以上の想定を踏まえ、本研究では、
「～が/に傷つく」という言語表現の「～」に入る名詞の変
遷とその社会的背景を明らかにする。「～が傷つく」という言語表現に注目することで、傷つき
うる（と考えられている）対象がいかに変化してきたのかを、また、「～に傷つく」という言語
表現に注目することで、人を傷つけうる（と考えられている）対象がいかに変化してきたのかを
明らかにする。これらの名詞の変遷は、現代日本語書き言葉均衡コーパス中納言版（BCCWJ）
から用例を収集して分析する。さらに、それぞれの変遷の社会的背景を明らかにすることで、
「こ
とばは人を傷つけうるものである」という言語イデオロギーがいかなる過程において形成された
のかを明らかにする。
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(b)どのようなコミュニケーションにおいて人が傷つくと考えられているのか
「ことばは人を傷つけうるものである」という言語イデオロギーの形成過程を明らかにしたう
えで、さらに、どのようなコミュニケーションにおいて人が傷つくと考えられているのかについ
ての言語イデオロギーを明らかにする。
そのために、映画やドラマといったフィクション談話から事例を収集して分析する。というの
は、フィクション談話は、①それを観るあるいは読むことによって言語イデオロギーが維持・強
化される、②その制作者の言語イデオロギーが反映される、という二つの性質をもっているとい
う点で、分析の役に立つと考えられるためである。
事例の同定では、登場人物が「傷つく」あるいは「傷ついた」と言う、ということを基準にす
る。ある登場人物が、自分あるいは第三者のことを「傷つく」あるいは「傷ついた」と言うこと
によって、その人物が「傷ついた人」として立ち上げられることになり、また、その人物が傷つ
くという出来事が立ち上げられることになるからである。
事例の分析においては、まず、登場人物が「傷ついた」と言ったコミュニケーションで何が起
きているのか、
「傷ついた」と言うことで何が起きているのかを、社会記号論系言語人類学（小山
2008）の枠組みを用いて明らかにする。これによって、どのようなコミュニケーションにおいて
人が傷つくと考えられているのかを明らかにする。
(c)「ことばは人を傷つけうるものである」という言語イデオロギーの維持・強化過程
また、事例分析を敷衍してフィクション談話とその受け手の間のコミュニケーションに着目し、
そのようなコミュニケーションを「観る」という形で参与することが「ことばは人を傷つけうる
ものである」という言語イデオロギーとどのような関係にあるのかを分析する。
全体計画
４年次
・「～が/に傷つく」の用法の変遷を論文にまとめて投稿する（夏まで）
・変遷と社会的背景を論文にまとめて投稿する（年度内）
・日々事例収集につとめる

５年次
・事例分析、論文にまとめる（夏まで）→社会言語科学会
・秋以降、分析と考察の深化、全体の統合を図る
参考文献
小山亘 (2008).『記号の系譜―社会記号論系言語人類学の射程』三元社.
小山亘 (2011).『近代言語イデオロギー論―記号の地政とメタ・コミュニケーションの社会史』
三元社.
金友子 (2016).「マイクロアグレッション概念の射程」、堀江有里・山口真紀・大谷通高（編）
『〈抵
抗〉としてのフェミニズム』、105-123、生存学研究センター報告書(24).
信田さよ子 (2013).『傷つく人、傷つける人』集英社.
森田洋司 (2010).『いじめとは何か―教室の問題、社会の問題』中公新書.
梁英聖 (2016).『日本型ヘイトスピーチとは何か―社会を破壊するレイシズムの登場』影書房.
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5.6. 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。令和元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：令和 2 年 2 月 3 日（月）

・

プレゼンテーション審査資料提出：2 月 17 日（月）

・

プレゼンテーション審査：2 月 18 日（火）

・

コースワーク等修了認定審査

・

修了式：3 月 20 日（祝・金）

合格発表：2 月 26 日（水）

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 3 日、プレゼンテーション用資料（パワーポイント）を 2 月 17
日にそれぞれ受理した。最終試験受験資格者は、1 期生（平成 25 年度入学者、5 年制コ
ース）2 名と、2 期生（平成 26 年度入学者、5 年制コース）3 名と、3 期生（平成 27 年
度入学者、5 年制コース）6 名の計 11 名であった。
プレゼンテーション審査は、2 月 18 日に本学人間科学研究棟本館 5 階キャノピーホ
ールにて、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、
本プログラムの教員が 11 名の「プログラム修了最終報告書」について所見を提出した。
また、COVID-19（新型コロナウィルス感染症）の影響で当日の審査に出席できなかっ
た学生 1 名に対して、別途 2 月 15 日に遠隔でプレゼンテーション審査を実施して代替
とした。
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、11 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 20 日に予定された修了式は、COVID-19
の影響により中止となり、「コースワーク等修了証」は後日ひとり一人の学生に事務室
にて渡すこととなった。
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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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
令和 2 年 2 月 1 日

研究科・専攻
氏

名

伊藤

博士論文題目

1.

人間科学研究科・人間科学専攻
駿

インクルーシブ教育の比較社会学―日本とスコットランドに着目して―

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）〕

博士論文の目的は、日本におけるインクルーシブ教育実践の内部で創発する排除と包
摂の諸相を明らかにするとともに、その排除の超克可能性を提示することにある。本目
的を達成するために、日本のインクルーシブ教育実践に加えて、日本とは対照的に特別
学校への在籍者割合を減少させているスコットランドの事例に着目する。日本の事例で
は、長年障害児をはじめとする特別な教育的ニーズを有する子どもを含む全ての子ども
たちが通常学級で学ぶことを推進している公立 A 小学校を対象とした。スコットランド
の事例ではインクルーシブ教育を全市的に推進している X 市の Y 初等学校と Z 初等学校
において調査を行った。以下では章立てに従い、博士論文の内容を述べていく。
序章「インクルーシブ教育研究における問題の所在と調査」
本章ではインクルーシブ教育に関連する国内外の研究を渉猟し、その課題と本研究の
位置付けを述べた。先行研究に追いては通常学級における障害児教育やインクルーシブ
教育についてはほとんど注目されてこなかった。しかし、1990 年代以降急激に研究の蓄
積が図られるようになり、特に障害児を排除／包摂する学校文化や教員による実践が注
目されてきた一方で、排除／包摂という枠組みがア・プリオリに与えられてきた。本研
究ではこうした前提から距離をおき、学校現場において創発する排除／包摂のリアリテ
ィに迫ることを試みることを提示した。
１章「日本における教育的ニーズの判定プロセス」
本章では、日本の学校現場において、いかに「教育的ニーズがある」と判定されてい
くのか、またどのような児童にニーズ判定をしようとするのか、そしてそうしたニーズ
は固定的なものであるのかということを検討した。
２章「共に学ぶ教育における排除の超克―支援級籍児童の学校経験」
本章ではインクルーシブ教育実践において創発する包摂と排除の諸相を特別支援学級
に在籍している児童に着目し、明らかにした。特に支援級と通常学級両方での学校経験
を丹念に描き出すことを通して、教育実践の中における排除と包摂の現象を整理した。
その上で，排除の現象を乗り越え包摂的な実践へと組み替えることの可能性を指摘した。
３章「共に学ぶ〈支える子〉らの学校経験」
本章では、共に学ぶ実践の中での〈支える子〉らの学校経験を明らかにした。特に 4
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名（男 3、女 1）の児童に焦点を当て、彼ら／彼女らによる支援級籍の子どもたちとの相
互作用や葛藤を精緻に描き出した。そのうえで、
〈支える子〉らの支援はインクルーシブ
教育におけるゲートキーパーの役割を有していることを指摘した。
４章「スコットランドにおけるインクルーシブ教育の法制度展開」
本章では、スコットランドにおけるインクルーシブ教育の法制度展開を明らかにした。
スコットランドは議会発足以降、全ての子どもが通常学校で学ぶメインストリーミング
をインクルーシブ教育として一貫して推進してきた。しかし、世界的な経済恐慌の影響
などから、現在の支援体制を継続していくことへの困難に直面していることを指摘した。
５章「スコットランドにおける付加的な支援のニーズの実態」
本章ではスコットランドにおいてインクルーシブ教育の重要概念として認識されてい
る「付加的な支援のニーズ（Additional Support Needs）」についてその現状と教師によ
る同概念への認識を明らかにした。
６章「メインストリーミングにおける差異化の実践」
本章では、スコットランドにおいて子どもたちの多様な教育的ニーズに、いかに応答
しているのか「差異化の実践」という観点から明らかにした。調査の結果、2 校において
はそれぞれの状況に応じた差異化（Differentiation）が図られていた。最後に、両校の
実践から差異のジレンマを克服する可能性を検討した。
７章「メインストリーミングにおける課題―ACEs を有する子らの学校経験」
本章では、これまでインクルーシブ教育の先進事例ないし先行事例として位置づけら
れてきたスコットランドにおいて、通常学校への全員就学を推進する故に直面している
課題を明らかにした。調査の結果を踏まえ、通常学校への全員就学を志向することで、
特に他者とのコミュニケーションに課題を有している児童にとっての包摂が困難になっ
ていることを指摘し、通常学校への全員就学を目的とするのではなく、通常学校での全
員のニーズに応答し教育権を保障することが必要であると指摘した。
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」
終章では、本稿で得られた知見をまとめるとともに、日本においてインクルーシブ教
育を推進していくための政策的・実践的・学術的インプリケーションを提出した。
これまでに得られた結果を総括すれば、通常学級内において確かに障害をはじめとす
るニーズを有する児童たちは、他の児童たちと比較して排除のリスクを有していた。し
かしながら、そうしたリスクは教師や他の児童の働きかけによって超克可能なものであ
り、包摂的側面をいかにして学校現場で強調していくことができるのかを検討する必要
がある。
同時に共に学ぶ実践を制度的に推進しているスコットランドの事例から、流動的なニ
ーズ判定を行うことによって、児童同士の間に固定的な権力関係が築かれにくくなって
いることを指摘した。一方で、メインストリーミングを制度的に推進することで、特に
対人関係に困難を有する児童たちにとっては、無理な統合の現実が見られた。
これらのことから現在の日本のインクルーシブ教育に関わる議論はいかにして子ども
のニーズに応答するのか、またその応答のために個に合わせた指導を通常とは「異なる」
場で実現することが目指されているが、それ以上に児童同士の関係性の保障という観点
に基づいた施策が必要であることを指摘した。
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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。〕

筆者の博士論文執筆は、未来共生プログラムで身につけたコンピテンシーなくして、
到底なし得なかったと実感している。もちろん 6 つのリテラシーを独立して身につけて
いったということはないが、それぞれに整理して修得プロセスと博士論文に対する寄与
を述べていきたい。
多言語リテラシー
未来共生プログラムの履修を通して身についたリテラシーの中でも、筆者が最も大き
な影響を受けたのがこの多言語リテラシーである。筆者の外国語運用能力は大学院入学
当初、悲惨なものであった。そもそも外国語を学ぶ意義をそれほど感じておらず（学部
時代は教員養成に所属し、その上国語科の教員志望であった）、学ぶ機会を確保しようと
さえしなかった。しかし、プログラム１年次の多言語演習、４年に渡る英語演習の授業
を通して、外国語の「学び方」を学んだように思う。そのうえで、独創的研究経費を用
いたスコットランドでの調査や海外研修において外国語の運用機会を得て定着させてい
った。こうした経験なくして、現在の博士論文でスコットランドを取り上げることはな
かったと確信している。日本の事例だけでなく国外事例を検討するという広がりは多言
語リテラシー修得を通して得たのである。
フィールドリテラシー
フィールドワークを主たる調査方法として採用している筆者にとって、フィールドリ
テラシーも博士論文執筆にあたって不可欠な要素であった。このリテラシーの素地は１
年次の東北フィールドワークを通して身についたと実感している。現在に至るまで１年
次に訪問した南三陸町に足繁く通っており、フィールドに入るということ、信頼関係の
重要さなどを身に沁みて感じている。さらには独創的研究経費や学内の競争的資金の存
在が、筆者のフットワークの軽さを財政的に支えてくれたことは言うまでもない。そう
した中で得た縁がまた新たな縁を生み、現在に至るまで多くのフィールドに参与する機
会を得ることができたと考えている。
グローバルリテラシー
海外研究をしているということはもちろん、インクルーシブ教育は世界的な潮流であ
り国際学会への積極的な参加が求められるという点でグローバルリテラシーも重要な要
素であった。調査対象地域であるスコットランドはもちろん、様々な機会をいただき多
くの国や地域を訪問する機会を得て、そこで目の当たりにした現実（良い意味でも、悪
い意味でも）は現在の研究を遂行していくことの活力となっている。特に海外インター
ンシップに派遣される際の手続きは、日本の大学が有する文化や制度と大きく異なるも
のであり、様々なショックと実務的な煩雑さを体感したが、グローバルに活動していく
上でのノウハウを身につけることにつながったと考えている。
調査リテラシー
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質・量を問わない調査リテラシーを身につけることは実際に博士論文においてその調
査方法を使用しないとしても、先行研究の批判的検討や共同研究への参画という点で大
きなアドバンテージとなった。量的な調査リテラシーを有することで、筆者の活動範囲
は大きく広がり、様々なデータを慎重にかつ分析的に読み込むことの素地を形成してく
れたと感じている。こうした調査リテラシーは、２年次のトロント研修や１年次の調査
法の授業などを通してその基礎固めをし、３年次からは選択科目として開講されている
授業で磨かれていったと考えている。結果として筆者は専門社会調査士の資格も取得し、
自身が行っている非営利活動でも大きなアドバンテージとなった。
政策リテラシー
正直にいって、今後最も高めていかなければならないのがこの政策リテラシーだと考
えている。博士論文はじめ、投稿論文を執筆する際に頭を抱えるのが「どこに返すのか」
という点である。筆者の研究テーマであるインクルーシブ教育は、日本のみならず世界
的にそのシステム構築がトレンドとなっている。こうしたことを踏まえれば、学校現場
レベルの次元における示唆のみならず、政策レベルの次元においても示唆を提示するこ
とが求められている。しかし、いかに政策が決定されていくのか、またどういった政策
提言をすることが実現可能性を高められるのかということを捉えることができていない
ことは上記の状況において大きな課題となっている。裏を返せば、現在筆者に政策リテ
ラシーが身についているのかという点では大きな課題があると考えている。今後は公的
機関の議事録や実際に政策提言をしている方々への聞き取りなどを通して、養っていき
たいと考えている。
コミュニケーションリテラシー
最後にコミュニケーションリテラシーであるが、博士論文執筆のみならず５年間の大
学院生活を過ごす上でも非常に重要なリテラシーであったと感じている。既述のフィー
ルドリテラシーとも重複するが、筆者の主たる調査方法は参与観察法であり、研究対象
者といかにコミュニケーションを取ることができるのかということは、研究遂行の生命
線である。また多くの共同研究にも参加したり主宰したりしてきたが、他者との協働を
進めていく上でもこのリテラシーは欠かすことができない。さらには、筆者が大学院入
学後も継続して行ってきた社会貢献活動においても当然のことながら他者との協働は欠
かせなかった。これらの点を踏まえて筆者にとって最も重要なリテラシーがこのコミュ
ニケーションリテラシーであったと考えている。
こうしたコミュニケーションリテラシーは、はじめて未来共生の同期と共同作業をす
ることになった東北フィールドワークや２年次のプロジェクト・ラーニングなどにおい
て培われたものだと感じている。さらには海外研修を通して筆者の拙い英語でいかに協
働を進めていくのかと考え続けたことの成果でもあると考えている。そして何より、そ
うした拙い英語ながらもいかにして伝えることができるのか、ということを教えてくれ
たのが同期の存在だったと思う。自分がどれほど未来共生のメンバーに敬意を払えてい
たのかということは定かではないが、少なくとも筆者が活動を共にしたメンバーとのコ
ミュニケーションで不愉快な思いをすることは（０ではないが）多くはなかった。そう
した安心して活動できる環境を通して、コミュニケーションリテラシーはじめ、上述の
リテラシーが育まれていったと自信を持って言える。
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3.

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

プログラム修了後、筆者は国内の私立大学に専任講師として着任する予定である。こ
れまで多くの経験をさせていただいたが、着任先での担当は自身の専門と完全に一致し
た特別支援教育であり、かつてからの目標であった教員養成への寄与をしていく見込み
である。
まず何よりも優先して解決しなければならない課題が、博士論文の執筆である。今年
度（修了年度）中に草稿は完成する予定であるが、着任先での用務（研究業務と教育業
務）と博士論文の完成という両立を来年は実現させなければならない。特に初年度から
研究室を持ち、学生の卒論・進路指導をしながらの執筆には正直なところ大きな不安が
ある。とはいえクリアするほか道はないため、精進を続けていきたい。
続いて着任先での展望を述べていきたい。正直なところ不安も大きいが、それ以上に
自身の専門を教えられること、そして教員養成課程に着任できることの楽しみのほうが
大きいと感じている。まず何よりもの課題は（採用面接でも何度も言われたが）研究と
教育の両立である。着任先では１年目から研究室、即ちゼミを持つことになり卒論指導
がはじまる。これまで先生方から教えていただいたことを、いかに着任先の学校文化に
ローカライズし、伝えていくことができるのかということが大きな課題になると見込ん
でいる。未来共生プログラムの履修を通して、国内外の大学において学ぶ機会を得たこ
とは、それぞれの大学の文化によって授業の構成や雰囲気も大きく異なることを実感し
ている。そうした経験をもとに、着任先の文化への適応を図りつつ、教育業務を行って
いきたいと思う。
研究業務についても大きな課題がある。これまで長期的な参与観察を前提とした研究
デザインを策定し、遂行してきたが、就職する以上これまでと同じような研究デザイン
では立ち行かなくなることは間違いない。自らの研究デザインを実現可能なものへと変
容させていくことが求められている。また、これまで通り国内外の事例を現地に赴き調
査をする以上、外部資金を獲得することも不可欠になる。こうした課題をクリアするこ
とが必要になってくるだろう。しかし、未来共生で学ぶ中で現地に行くことは研究にお
いて非常に重要であること、また独創的研究経費の採択や日本学術振興会特別研究員へ
の採用は外部資金を獲得することに向けての大きなトレーニングになった。こうした経
験を積極的に活用することによって、これまでの研究を深化させていく試みを当面は続
けていきたいと考えている。
他方でこれまで続けてきた様々な実践についても継続して行っていきたいと考えてい
る。特に東日本大震災発災の年に学部に入学したという偶然もあり、多くの縁を頂いて
きた。特にここ数年は現地の行政と共に地域課題の解決事業を提案したり、実際に学校
現場へ多くのボランティアを派遣したりしてきた。こうした試みを通じて筆者が得た経
験は、直接的でないにせよ大学院での研究活動にも活かされたと実感している。また東
日本大震災、特に筆者が関わりを持っている福島県浜通りの地域が直面している課題は、
「現地だけ」の課題ではなく、むしろ被災地外の問題であるということを主張してきた。
学校現場での原発いじめ現象をはじめ、教員養成に携わる筆者だからこそ、今後も被災
地との協働実践を続けていくことの意味があると確信している。こうした粘り強く関わ
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っていくことの大切さも未来共生プログラムで学んだことの一つだが、今後はそうした
姿勢を自分が受け持つ学生たちにも伝えていきたいと思う。そうした意味では研究者で
あり教育者であり、そして実践家としての道を今後は歩んでいくことをめざしたい。
最後に（正確には覚えていないだが）未来共生プログラムの選抜試験のときのことを
振り返りながら今後の展望の総括を図りたい。選抜試験の書類や面接のなかで、筆者は
インクルーシブ教育システムに適した教員養成課程のあり方を検討したい、という旨の
発言をした。結局のところ、実際に学校現場に入っていく中で立ち上がってきた問い、
即ち子どもたちにとっての排除と包摂とはいかなるものなのか、ということに研究内容
はシフトしていった。ただ、当時の筆者はインクルーシブ教育という理想に対して、教
員の専門性が著しく低いという、現場を批判することを研究のモチベーションとしてい
たように思う。もちろんそうした批判に至るまでのそれなりのストーリーもあったわけ
だが、大学院に入学してからいくつかの学校現場に入らせていただき見ていく中で、多
くの頑張っている、高い志をもった先生方と出会うことができた。そうした経験をする
ことなく、もし当初のまま教員養成の研究を志していたとしたら、と思うとゾッとする。
今世の中に蔓延っている学校批判の片棒をかついでいたかもしれないのだ。もちろん学
校現場にも多くの課題があり、解決をしていかなければならない。ただその根底にある
のは「学校を変えたい」という気持ちではなく「学校を支えたい」という気持ちで今は
望むことができるように思う。そして教員養成に携わるなかで、一人でも多くの学生に
学校現場の大変さと面白さを伝え、主体的に学校現場にある課題を解決できる教員を養
成してくことが筆者の当面の目標になっている。そうした姿勢を作ることができたのは
多くの機会を与えてくれた未来共生プログラムの経験が大きいことは言うまでもない。
単純にみれば、未来共生はじめ博士課程リーディングプログラムは「選択と集中」的
政策の典型例である。こうしたプログラムを履修した一員として私がなすべきことは、
この「選択と集中をされるほどの優れた院生・研究者だったのだ」と自惚れるのではな
く、偶然にも与えてもらった多くの機会と経験をいかに次の院生たちに伝えていくのか、
還元していくのかということであるように思う。ある先輩と大学院に進学したいという
相談を受けたときの話になった。その時、
「おすすめはできないよねぇ」という話になり
つつも、
「でも研究は楽しいし、僕たちは行ってよかったと思っている」ということを伝
えていきたいという話になった。これから先、アカデミアの未来が明るいようには（筆
者ほどの狭い視野からしても）思えない。ただ、その中で少しでも、いや、できれば、
後輩たちに「大学院行ってよかったよ」と胸を張って言えるくらいの良い方向に進むよ
うに抵抗していくくらいのことはしようと思う。
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発表の流れ
1. 博士論文の概要
序章：インクルーシブ教育における問題の所在と調査の概要
１章：日本における教育的ニーズの判定プロセス
２章：共に学ぶ教育における排除の超克―支援級籍児童の学校経験
３章：共に学ぶ教育における〈支える子〉らの学校経験
４章：スコットランドにおけるインクルーシブ教育の法制度展開
５章：スコットランドにおける付加的な支援のニーズの実態
６章：メインストリーミングにおける差異化の実践
７章：メインストリーミングにおける課題―ACEsを有する子らの学校経験
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

インクルーシブ教育の比較社会学
- 日本とスコットランドに着目して-

2. 未来共生と博士論文の関わり
2020年2⽉18⽇

未来共⽣最終試験

⼈間科学研究科

伊藤

駿

3. 今後の展望と課題

1

1. 博士論文の概要（序章）

2

1. 博士論文の概要（序章）

インクルーシブ教育研究における問題の所在と調査の概要

インクルーシブ教育研究における問題の所在と調査の概要

先行研究とその課題

本研究の問い（リサーチクエスチョン）
①⽇本におけるインクルーシブ教育実践の排除と包摂の諸相はいかなるものか。
②そしてその排除はいかに超克しうるのか。

①障害児を排除／包摂する教師の実践への着⽬（堀家 2002など）
⇔通常学校への就学＝包摂というア・プリオリな包摂／排除の枠組み
排除を指摘するのみで、その超克可能性を検討しない
②インクルーシブ教育＝障害児の問題という置き換え（佐藤 2019な
ど）
⇔インクルーシブ教育を提唱したサラマンカ宣⾔においては、インク
ルーシブ教育は「全ての⼦ども」の学習権を検討するもの
≒「誰を包摂するのか」（Armstrong et al. 2010）という問いへの無関⼼
③インクルーシブ教育の成果＝学⼒向上（Farell et al. 2007など）
⇔学⼒が向上するからインクルーシブ教育を推進するというプラグマ
ティックな正当化
3

1. 博士論文の概要（１章）

①への応答

②への応答

インクルーシブ教育実践に取り組む
公⽴A⼩学校での調査

先進事例としてのスコットランド
・特別学校への在籍者割合減少

・社会経済的な困難を抱えた家庭
・外国籍児童
・過去には脳性⿇痺の児童も通う

公⽴X初等学校・Y初等学校
X初等学校：余裕のある家庭が多い
Y初等学校：社会経済的な困難

調査期間：2015年4⽉〜2018年5⽉
調査⽅法：参与観察・インタビュー
調査対象：開始時4年⽣の集団
・⽀援学級所属の児童が在籍
・社会経済的な厳しさが⼤きい

調査期間：2017年10⽉〜2019年7⽉
（インテンシブな調査）
調査⽅法：⽂献調査・参与観察・イ
ンタビュー
調査対象：10歳児が在籍する学年4

1. 博士論文の概要（２章）

日本における教育的ニーズの判定プロセス

共に学ぶ教育における排除の超克―支援級籍児童の学校経験

◎「誰を包摂するのか」（Armstrong et al. 2010）という問いへの応答

◎最も⽀援を要する⼦（＝⽀援級籍の⼦ども）たちの学校経験はいかな
るものか
→排除／包摂という枠組みから整理し、排除の超克可能性を探究する

◎使⽤するデータ：毎週開催される「児童⽀援会議」の録⾳の分析
→教員がどのようにニーズを判定し、⽀援⽅策を策定しているのか

◎使⽤するデータ：参与観察とインタビューから得られたデータ
◎分析の結果
・ニーズの判定は、包摂に向けた教師のストラテジー（Woods 1979）
・障害や外国籍という背景よりも実際の家庭⽣活への注⽬（虐待）

◎分析の結果
・通常学級の成員として他の児童と活動する⼀⽅で、彼らの教育的ニー
ズと学級の状況が不⼀致になったとき、彼らは退出を余儀なくされる。

・特に⽀援を要する⼦どもについては、⽀援級籍を推奨（2章）
→⽀援級への教員が通常学級に⼊り込み（久保⽥ 2018）、⽀援を⾏う

・学習内容が抽象化する中で、通常学級にいたいという⼦どもの気持ち
と⽀援級で丁寧な⽀援を受けたほう良いという教師の考えのせめぎあい。

・⽀援を要する⼦どもたちと他の⼦どもたちをつなげるという実践
→⽀援級籍の⼦どもたちを〈⽀える⼦〉たち（3章）

・⾃らが⽀援級籍であることを積極的に打ち出すことで、他の⼦どもと
の差異を承認させる実践。
5

1. 博士論文の概要（３章）

6

1. 博士論文の概要（４章）

共に学ぶ教育における〈支える子〉らの学校経験

スコットランドにおけるインクルーシブ教育の法制度展開

◎共に学ぶ実践において、⽀援の役割を担う〈⽀える⼦〉らの学校経験
はいかなるものか

◎スコットランドではインクルーシブ教育がいかに推進されてきたのか

◎使⽤するデータ：参与観察とインタビューから得られたデータ
特に４⼈の⼦どもに着⽬
◎分析の結果
・４⼈とも、⽀援を要する⼦どもを⽀えてほしいという教師の期待に応
答しようとしていた。

◎使⽤するデータ：スコットランド教育省が発⾏している報告書および
関連法制度
◎分析の結果
・1999年の議会発⾜意向、⼀貫して全ての⼦どもが通常学校で学ぶメイ
ンストリーミングをインクルーシブ教育として推進（⇔イングランド）。

・⽀援を通じて、⽀援級籍の⼦どもとの関係が深まったり、⾃⾝の⾏動
が変容したりする様⼦も⾒られた。

・学習場⾯をはじめ、困難を抱えている⼦どものニーズを「付加的な⽀
援のニーズ」として捉え、⽀援を⾏っていた（5章）。

・保護者の意向や学級の雰囲気から〈⽀える⼦〉らが我慢をせざるを得
ない状況も発⽣していた。

・世界的な経済恐慌から教育予算の削減が⾒られ、現⾏の⽀援体制を継
続していくことの困難に直⾯していた。

7

1. 博士論文の概要（５章）

8

1. 博士論文の概要（６章）

スコットランドにおける付加的な支援のニーズの実態

メインストリーミングにおける差異化の実践

◎スコットランドのインクルーシブ教育において重要概念として捉えら
れている「付加的な⽀援のニーズ」はいかなるものか

◎通常学校において、⼦どもたちのニーズにいかに応答しているのか
◎使⽤するデータ：参与観察とインタビュー調査、政府発⾏⽂書

◎使⽤するデータ：政府発⾏⽂書と2校におけるインタビュー調査
◎分析の結果
・⽇本を含む多くの国で導⼊されている「特別な教育的ニーズ」と⽐較
して広範囲の背景や困難がニーズ判定されていた。
・ただしニーズの有無に関わらず通常学校での教育が前提とされ、その
ニーズに向けた⽀援施策実施のエビデンスとしての同概念。
・多くの教師が同概念を認識し、⽀援の充実に向けて積極的なニーズ判
定が⾏われていた。
9
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◎分析の結果
・2校が有する背景に基づいた⽀援⽅策として「差異化」を⾏っていた。
・1校では多くの児童に短時間での教室外指導を実施。
・もう1校では特定の児童に対してほぼ全ての時間を個別指導で⽀援。
・いずれの学校でも「差異」を前提にした⽀援を⾏っており、「差異の
ジレンマ」を引き受ける指導⽂化を有していた。

10

1. 博士論文の概要（７章）

1. 博士論文の概要（終章）

メインストリーミングにおける課題―ACEsを有する子らの学校経験

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

◎インクルーシブ教育の先進事例であるスコットランドはいかなる課題
に直⾯しているのか

◎本稿が得たデータから、⽇本におけるインクルーシブ教育はいかに実
現されるのか

◎使⽤するデータ：インタビュー調査と政府発⾏⽂書

◎総括
・「分離肯定派」と「共⽣共学派」の対⽴⇨通常学校を前提としつつ、分
離を前提とした研究で蓄積された教育技術論的知⾒を活⽤する。

◎分析の結果
・逆境的体験（ACEs）を有する⼦どもたちの抱えている問題が教員たち
から挙げられた。
・政府発⾏⽂書ではACEsへの注⽬が近年⾼まっており、そうした経験を
有さないための早期介⼊と事後的な⽀援策の両⾯が策定されていた。
・インタビュー調査ではメインストリーミングを推進する故に対⼈関係
に困難を抱えやすいACEsを有する⼦どもたちにとっての包摂性が保障さ
れていないことが指摘された。
11

・障害判定を伴う⽀援⇨流動的なニーズ判定≒ニーズがなくなる、という
ことも視野にいれたニーズ判定と⽀援の実現。
・教育の場や学⼒向上というプラグマティックな議論⇨児童同⼠の関係性
と経験の平等性を視野に⼊れた議論。
・教育の場という⼆元的議論⇨それぞれの経験の多元性からインクルーシ
ブ教育の形式も模索する≒学校ごとの背景に基づく⽀援⽅策を可能にす
12
る政策的⽀援。

2. 未来共生と博士論文の関わり

2. 未来共生と博士論文の関わり

博論に関わる調査などで活かされたリテラシー
◎多⾔語リテラシー
・未来共⽣多⾔語演習＋英語演習＋個別レッスン
ü 外国語に興味のなかった筆者が⽐較教育学という領域で挑戦できた
ü 語学の学び⽅を学べた→他地域を調査するときに活⽤できる

院生生活全体として活用されたリテラシー
◎フィールドリテラシー
・東北フィールドワーク＋公共SL
ü （良くも悪くも）現場に⾜を運ぶ回数は増えた
ü 現場の問題を解決していこうとするときの⾃分の⽴ち位置を考え、⾏
動につなげられた

◎調査リテラシー
・未来共⽣調査法＋東北フィールドワーク＋海外インターンシップ
ü 質・量を問わない調査⽅法、研究の進め⽅を学べた
ü フィールド先の⼈たちとの信頼関係をいかに築くか

◎グローバルリテラシー
・海外インターンシップ＋国際学会＋独創的研究
ü ⾃⾝が取り組む研究や様々な活動の国際的位置づけを学べた
ü そもそもどうやって国際学会に参加するのかなども意外と重要だった

◎コミュニケーションリテラシー
・海外インターンシップ＋控室での⽇常
ü 異なる背景をいかに理解しようとするのか
ü 協働の⽅法

◎政策リテラシー
・独創的研究
ü ⾃⾝の研究や活動内容と政策の関わりについて学べた
13

14

3. 今後の展望と課題

参考文献・謝辞

⼀応就職も決まり、引っ越しなどを進めてはいるものの…

◎参考⽂献（抜粋）
Farell,P., Dyson,A., Polat,F., Hutcheson,G. and Gallannaugh,F., 2007,“Inclusion and
achievement in mainstream schools” European Journal of Special Needs Education,
Vol.22(2), pp.131-145.
久保⽥裕⽃ 2019「⼩学校における『合理的配慮』の構成過程：障害児による
『再参⼊の⼿続き』を中⼼に」『教育社会学研究』105, pp.71-92.
佐藤貴宣 2019「インクルージョン実践における[排除]の可能性―全盲児の学級参
加をめぐる教師の経験とその論理―」『教育学研究』86(2), pp.287-299.
堀家由妃代 2002「⼩学校における統合教育実践のエスノグラフィー」『東京⼤
学⼤学院教育学研究科紀要』42, pp.337-348.

◎⽬下の課題：博⼠論⽂の完成→提出（2020/3/31までに初稿を予定）
◎当⾯の課題：教育と研究の両⽴（来年からの着任先にて）
広島の学校現場の当たり前を探る
◎⻑期的な課題：研究・実践の発展の⽅向性
・インクルーシブ教育を軸に、⽐較対象国や地域を広げるのか？それと
もアクションリサーチ的に現場に還元するのか？
・これまでにやってきた震災⽀援活動などをどのように続けていくの
か？

◎謝辞
本研究の実施にあたって、University of DundeeのDivya Jindal-Snape教授に多くのご
協⼒をいただきました。また、調査経費について独創的教育研究経費（未来共
⽣）、⼤学院⽣等による国際研究交流プロジェクト （⼈科）、科研費（JSPS）の
⽀援をいただきました。
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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
令和

研究科・専攻
氏

名

1.

2月

3日

人間科学研究科・人間科学専攻
伊藤

博士論文題目

2年

莉央

マイノリティ生徒を「特別扱い」する学校文化形成に関する教育社会学的研
究―ニューカマー生徒支援をめぐる教員の公正観に着目して―

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）〕

「マイノリティと教育」（志水他 2014）と表するレビュー論文が、『教育社会学研究』
において発表されたことが象徴するように、日本の教育社会学研究においてマイノリティ
と学校教育に関する研究の蓄積が見られるようになってきた。日本におけるマイノリティ
と教育研究としては例えば、障がい者、在日外国人、部落問題、貧困など多様なマイノリ
ティ集団がその研究対象となってきた。こうしたマイノリティと教育研究が明らかにして
きた主要な知見として、特別なニーズを有するマイノリティの子どもに対して、学校や教
員が「特別扱い」しない姿勢をとることである（志水・清水 2001、盛満 2011）。
教育システムのパフォーマンスを評価する際に、「卓越性」（excellence）と「公正」
（equity）という 2 つの視点があり（志水他 2014）、特に「特別扱い」しないとする教員
の姿勢については、「公正」の視点が問われるものとなる。特別な教育的ニーズが求めら
れるマイノリティの子どもと学校教育において、なぜ教員はマイノリティの子どもを特別
に配慮し、支援することが困難となるのか、言わば「特別扱い」できないのか、その原因
が検討されてきたといえる。
マイノリティの子どもを「特別扱い」しない要因については検討されてきているものの、
そもそも教員がマイノリティの子どもを「特別扱い」するとは、どういった状況をさすの
か、「特別扱い」する学校文化、教員文化はいかにして形成可能なのか、実証的に考察さ
れてはいない。そこで本稿では、マイノリティ支援に関わる教員の公正観に着目し、マイ
ノリティの子どもを「特別扱い」する、つまり積極的に支援しようとする学校文化、教員
文化がいかに形成されるのか明らかにすることを目的とする。先行研究より、特別支援教
育などに比べて政策的な位置づけが不安定であること、そして比較的教員にとって新たな
課題となっていることから、教員のなかでも公正観が問われる場面が多くあると考え、マ
イノリティの子どものなかでも、ニューカマーの子どもをめぐる支援に焦点をあてる。ま
た先行研究より、ニューカマーの子どもへの支援に関わっては、教科学習や言語支援とい
った側面と、アイデンティティや文化的背景を考慮した自己実現に関わる側面の 2 つの側
面について教員の公正観にゆらぎがもたらされることが指摘されている。前者に関しては
臼井（2015）をはじめ、研究の蓄積がもたらされてきたものの、後者の側面に関して、教
員がいかに認識し、学校の実践として取り組んでいけるのかについては検討されていな
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い。そこで本稿では、教員の公正観のなかでも特に、ニューカマーの子どもへのアイデン
ティティといった自己実現に関わる側面への支援について、何を行うことが教員にとって
公正とみなされるのか、そしていかに支援に関する合意形成がはかられるのかに焦点をあ
てる。
論文全体の構成については、教員文化の枠組みを援用する。教員文化は大きく①当該校
内の管理職や同僚教員との関わりのなかで形成される側面と②学校をとりまく地域的、制
度的の影響を受けて形成される側面がある（久冨 1994、木村 2009）。制度的な影響を考
慮した分析を行うため、小中高それぞれの学校段階の学校を、また地域的な影響を考慮し
た分析を行うために中学校 2 校を調査対象校として選定した。具体的には、多文化共生教
育を学校運営の柱とし、日本語指導加配を受けている同一自治体の小学校 1 校（X 小）、
中学校 2 校（Y 中、Z 中）、高校 1 校（F 高）を選定した。
第一部では Y 中を対象として、第 3 章では管理職に焦点をあて、第 4 章では教員間の
関係性に焦点をあてた分析を行った。第 3 章では、ニューカマー生徒の文化的背景の承認
に向けた支援体制を整備していく際、教員養成カリキュラムのために教員のニューカマー
生徒支援に対する共通理解をはかることが困難となり、生徒を無意識のうちに傷つけない
ようにするため、校長が積極的に担当教師に責任を委譲させていくことが重要となりうる
ことが明らかとなった（第 3 章）。第 4 章では、マイノリティ生徒を支援することを専門
的に担う校務分掌（専門分化）の設置が、マイノリティ生徒を特別扱いしない学校文化変
容にいかに寄与するのか、学校組織体制の視点から検討した。日本語指導担当（支援を担
う教員）のようなニューカマー生徒への支援を個人レベル担う専門分化や、人権教育部会
のような集団レベルの専門分化は、教員が文脈的に獲得可能な資源を創出し、ニューカマ
ー生徒支援に関わる専門的知識や考え方（エージェンシー）を高めていた（第 4 章）。
第二部では、ニューカマー支援について、地域的、制度的な要因がいかに影響を与えて
いるのか分析を行った。第 5 章では、Y 中、Z 中の多文化共生教育の実践のあり方や、教
員と生徒との関わりの差異が生じている要因について、学校のおかれている社会的文脈か
ら解釈することを試みた（第 5 章）。第 6 章では、X 小 Y 中におけるニューカマー児童生
支援に着目することで、中学校教員がニューカマー生徒支援を行うことに関して制度面に
おける課題にはどのようなものがあるのか検討した。中学校において生徒の自己実現に関
わる側面への取り組みが相対的に困難となる背景には、小学校から中学校にかけて、生徒
同士、生徒-教員間の関係性や信頼関係を再構築していくことが求められるという、移行
の課題が存在していた（第 6 章）。第 7 章では、
「特別扱い」する学校文化がいかにして形
成されるのか、大阪府における特別入試枠校の当該生徒の支援を担当する教員の語りから
明らかにすることを試みた。「特別扱いする学校文化」の形成においては、システムを運
用し、実践する担当教員が非常に大きなファクターとなり得ることを指摘した。
論文全体を通じて、ニューカマー生徒を支援することが困難となる背景には、支援を行
うことで生徒を制度面において、周りの生徒との関係性において、そして学習面において
不利益を被らせるのではないか、という教員の公正観のゆらぎが存在していることが明ら
かになった。「特別扱い」するような合意形成をはかるためには、以上の側面について共
通理解していくこと、そのためにはニューカマー支援の担当教員の存在とそれをサポート
する組織体制の構築が重要であることを指摘した。
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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。〕

私の博士論文の調査対象は小学校、中学校、高等学校と、すべて学校現場となっている。
そして、フィールドワークにおける参与観察調査と、教員へのインタビュー調査を主な調
査方法としているため、多文化コンピテンシーのなかでも、フィールドリテラシー、コミ
ュニケーションリテラシー、調査リテラシーについては直接的に博士論文作成に寄与して
きた。また、研究関心がニューカマー児童生徒への支援に焦点をあてていることもあり、
グローバルリテラシー、多言語リテラシー、政策リテラシーの修得が間接的に博士論文の
作成に寄与していたといえる。
プログラム 1 年次では、コミュニティ・ラーニングや公共サービス・ラーニングを通じ
て、実践現場に関わり続けることの重要性について改めて認識した。特に、コミュニティ・
ラーニングでは、東北の被災地を定期的に訪れ、村の一員として認識されている担当教員
の姿を目の当たりにし、フィールドに入り込むことでみえること、きけることがあるのだ
ということを実感することができた。しかもそれは、ただ単に現場に入り込むというだけ
ではなく、現場の人々に対して敬意をもち、上から目線ではない関わり方が、現場に関わ
ることである、という認識にもつながった。「現場で何かする」だけではなく、こちら側
の考えていること、なぜ現場にいるのかということを積極的に語り、相互理解をはかって
いくことで、よりよいものを協働してつくりあげていくことが、現場に入ることにおいて
重要であった。こうした学びは、フィールドリテラシー、コミュニケーションリテラシー
の修得につながるものとなり、研究対象である学校現場との関わり方に影響を与えるもの
となった。具体的には、教員へのインタビューを行い、データが得られたからということ
で、学校現場に関わることをやめるのではなく、定期的に学校現場に訪れる姿勢が基本と
なった。子どもたちが育っていく姿を通時的に教員と共有しているために、自然と教員か
ら子どもたちの様子について語られることが年を追うごとに多くなり、学校現場の理解が
深まるきっかけとなっていた。
2 年次に履修した、プロジェクト・ラーニングでは、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もそうであるが、特に調査リテラシーについて考えをめぐらせる機
会を多く持った。ここでの調査とは、研究における調査というよりも、現場に入り、自分
がそこで何をすることができるか、自らの関心を明確にする力を指している。具体的に、
私はこれまで関わりをもってこなかった、地域住民主導のデイサービスの現場に入り、プ
ロジェクトを行うことになった。学校現場であれば、どのようなことをして、何を行えば
先生方にとってプラスとなるのか、だいたいの検討をたてて調査や実践を行うことができ
るだろうと考えていた。そうしたなか、初めての関わりとなったデイサービスの場におい
て、利用者の方やコーディネーターの方にとってどのようなニーズがあり、何をすること
ができるのか、改めて自分の調査をするスキルについて考えさせられることとなった。当
初、プロジェクト・ラーニングのメンバーのなかでは、単発のイベントをデイサービスの
場で行う、ということを企画していたのだが、現場に入り、デイサービスをめぐる方々の
思いを聞いているうちに、そうしたイベントを行うことは調査者側の都合であり、デイサ
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ービスの場の目的と合致していないことが明らかになった。最終的には、デイサービスの
場を利用する方やコーディネーターの方、ご家族の方への思いをまとめた冊子を作成し、
配布するということになった。このように、現場のニーズがどこにあり、そのニーズに合
うことに何ができるのか、という調査の目的を明確化するリテラシーは、やはり現場に入
り、積極的に場の人々とコミュニケーションをすることでしかみえてこないということが
わかった。こうしたリテラシーは、自分が行おうとしていることは、現場の先生方が考え
られていることと合致しているか、調査者の都合のよい解釈で議論をしていないか、常に
考えていかなければならないと考えるにいたった。そのため、自分が書こうとしているこ
と、調査しようと考えていることに関しては、機会をもてるごとに現場のキーインフォー
マントの先生と共有させていただくことを念頭におくようになった。
多言語リテラシーとグローバルリテラシーについては、1 年次と 2 年次そして 3 年次に
行われた海外研修（インドネシア研修、カナダ研修、海外インターンシップ）において修
得する機会に恵まれたといえる。具体的には、インドネシアとカナダでの研修では、多文
化共生についての議論が日本でもなされているが、それは他国の状況においてはどのよう
にして位置づけられるのか、敷衍して捉える機会となった。同じ多文化共生という視点に
たっていたとしても、海外では人種や宗教的な多様性が日本以上に複雑、多様であり、そ
こには根深い差別の実態が関わっていること、だからこそ政策的に、実践的に多文化共生
を目指していこうとする意識が共有されやすくなっていると考えられた。日本において
は、正確にいえば単一民族国家ではないにせよ、やはり日本人、外国人という二項対立的
に文化を捉え、どうしてもマジョリティ側である日本人が優先される制度や政策とならざ
るを得なくなっていること、だからこそ多文化共生の理念を共有していくことが難しくな
っているのではないか、ということを考えるにいたった。私の博士論文についても、ニュ
ーカマー児童生徒に対する支援に焦点をあてているが、諸外国ではエスニックマイノリテ
ィの子どもたちに対する支援として、どのようなことが議論されているのか、日本特有の
課題として考えられることがあるのではないか、日本の教育を敷衍して検討できるように
なった。
フィリピンの小学校におけるインターンシップでは、スタッフと業務中になるべくタガ
ログ語を使用するように努めた。タガログ語で会話をするまではできなかったが、タガロ
グ語を話すとスタッフは嬉しそうな表情をし、業務内容やフィリピンの学校について詳し
く話をしてくれることもあった。ここから、会話ができなくても、こちらから現地語を話
して歩み寄る姿勢を示すことは、特に海外での調査をする際重要なことであると実感し
た。私の調査対象校においても、フィリピンや中国、ネパールなど多様な国にルーツをも
つ児童生徒が在籍している。普段子どもたちと日本語や英語以外で会話することはない
が、上記の経験から子どもたちにとっての母語の重要性についての視点を有するようにな
った。
最後に、4 年次でのフィールド・ラーニングは、政策リテラシーについて修得する機会
となった。具体的には、三重県の教育委員会事務局の方から話をうかがうことで、教育が
学校現場だけでなく、行政の主導する制度設計や政策などに影響を受けていることを理解
した。こうした点から、博士論文についても、学校現場への示唆に留まらず、広く政策や
制度面への示唆も提示していくことが重要となることを考えるにいたった。
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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。〕

私は博士前期課程の在籍時から、一貫して学校現場、なかでも教員の営みに関心を抱き
学校現場において調査を行ってきた。小中高と幅広く現場に関わることで、ニューカマー
児童生徒支援に対する教員の解釈をより深く検討することができた半面で、未来共生のプ
ログラムを通じて学校現場にだけ関わるのでは見えてこない課題もあるのではないかと
考えるにいたった。2 年次のデイサービスの現場におけるプロジェクト・ラーニングを通
して特にそれを実感した。というのも、学校現場では基本的に児童生徒への指導という教
育的な側面からのみ、教員の思いや実践を解釈していた。しかし、デイサービスの現場で
は、利用者の方のニーズを感じ取り、それに応じた関わりを行っているコーディネーター
の方々の姿を目の当たりにし、その時教育と福祉の考え方の違いとは何か、教育の現場に
おいても福祉的な視点をもちこむことによって見えてくるものがあるのではないか、と考
えるようになった。マイノリティへの支援を考えるうえでは、こうした子どもたちのニー
ズを汲み取り、支援することについて教員がどのように考え、実践に移しているのか検討
することが、指導の文化にとらわれない支援の取り組みについて解釈をしていけるのでは
ないかと考えた。
未来共生プログラムの選抜試験の集団面接時に、将来的には教員養成段階の学生と関わ
り、マイノリティへの教育について考えを共有していきたい、という展望を話したことを
記憶している。この思いは今も大きく変わるものではないが、1 つ将来的に学生に限らず
教職に関わる方と接する時に大切にしたいと思うことがある。それが先述してきたような
教育と福祉のような、学校現場以外の場においても学ぶべきことが多く存在していること
である。学校現場という世界だけにいると、見えてくるものもあれば、社会一般として相
対化したときに見えないこともでてくることも想定される。そのため私は、学校現場以外
の実践現場においても、学校教育を考えていくうえで重要なヒントがあるということを促
していけるような研究者、実践者となっていきたいと思っている。
また政策リテラシーについて私は十分に修得できたとはいえないと考えている。実際に
政策立案をするような立場にある人や、そういった場と関わる機会が少なかったために、
このような実感をもっていると考える。研究者、実践家となれば、大学院生よりも社会的
な影響力のある立場となることが想定されるので、現場にのみ提言をするだけではなく、
広く政策立案などにも示唆を与えられるようになることが求められると考えている。その
際、研究者、実践者として独りよがりな示唆を提示するのではなく、現場での取り組みや
現場の人々の思いを丁寧に把握し、そうした現場の実践を後押しできるような示唆を提示
していかなければいけないと、今回未来共生のプログラムを通じて実感することができ
た。現場の声を学術的に、政策的に翻訳できるような立場になっていくことができればと
考えている。
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問題意識
マイノリティ生徒を「特別扱い」する学校文
化形成に関する教育社会学的研究
―ニューカマー生徒支援をめぐる教員の
公正観に着目して―

• ⽇本において障がい者、在⽇外国⼈、部落問題、貧困など対象
とするマイノリティに関する教育研究の蓄積がみられるように
なってきた。
→特別なニーズを有するマイノリティの⼦どもに対して学校や教
員が「特別扱い」しない姿勢が明らかにされてきた。
（志⽔・清⽔2001、盛満2011）
・⽇本⼈を中⼼とした教育を前提とする学校⽂化を維持するため
に、外国⼈⽣徒を特別視しない教員（児島2006）。
・社会経済的に厳しい状況にある児童の存在を顕在化させないた
めに、公に⽀援する姿勢をみせない教員（盛満2011）。

人間科学研究科 人間科学専攻
伊藤 莉央

1

問題意識

2

問題意識

・教育システムのパフォーマンスを評価する際に、「卓越性」
（excellence）と「公正」（equity）という2つの視点があり
（志⽔他2014）、特に「特別扱い」しないとする教員の姿勢に
ついては、「公正」の視点が問われるものとなる。
・特に、マイノリティと教育研究においては、誰に対して、どの
ような資源をどのように配分するかという視点（佐藤2011）が
教員の公正解釈として捉えられる。

• そもそも教員がマイノリティの⼦どもを「特別扱い」するとは、
どういった状況をさすのか、「特別扱い」する学校⽂化、教員
⽂化はいかにして形成可能なのか、実証的に考察されてはいな
い。
• マイノリティの⼦どもを「特別扱い」する、つまり積極的に資
源を配分していこうとする公正解釈は、教員間でいかに合意形
成され学校⽂化、教員⽂化となっていくのか、以上の点につい
て明らかにすることを⽬的とする。

3

4

調査対象と調査方法

調査対象と調査方法

• 特別⽀援教育などに⽐べて政策的な位置づけが不安定であり、
⽐較的教員にとって新たな課題となっていることから（例えば、
児島2006、⾅井2011、2012）、教員のなかでも公正解釈が
問われる場⾯が多くあると考え、マイノリティの⼦どものなか
でも、ニューカマーの⼦どもをめぐる⽀援に焦点をあてる。
• 調査対象はX⼩、Y中、Z中、F⾼。
✓同⼀⾃治体に所在
✓いずれも⽇本語指導加配を受けている
✓多⽂化共⽣教育を⼈権教育の柱として位置づけている

• ニューカマーの⼦どもへの⽀援（⾅井2012）
✓教科学習や⾔語⽀援といった側⾯
✓アイデンティティや⽂化的背景を考慮した⾃⼰実現に関わる側⾯
→教員の公正解釈が迫られる側⾯。
前者に関しては学校経営学の領域を含め蓄積がもたらされてきたも
のの、後者の側⾯に関して、教員が資源を配分することをいかに解
釈し、⽀援に関する合意形成がはかられるかは検討されていない。
→ニューカマーの⼦どもへのアイデンティティといった⾃⼰実現に
関わる側⾯への⽀援に焦点をあてる。

5

論文構成

6

第3章

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 「特別扱い」する教員文化はどのようなものでいかに形成されるのか（中学校段
階を中心に据えて）
第3章 ニューカマー生徒を「特別扱い」する教員文化の形成
―インクルーシブなリーダーシップに着目して―
第4章 マイノリティ生徒を特別扱いしない学校文化の変容可能性
―教員集団内の専門分化と教員のエージェンシーに着目して―
第5章 教員の公正な教育方法と社会的文脈
第三部 制度的な側面に着目した「特別扱い」する教員文化の形成（学校段階の比較検
討を通した分析）
第6章 中学校における多文化教育実践の困難と可能性 ―学校段階による「公
正な教育方法」の差異に着目して―
第7章 外国人生徒を『特別扱いする学校文化』の形成に関する考察――大阪府立特
別枠校の事例から
終章 考察

• 欧⽶ではエスニックマイノリティ⽣徒の教育達成や多⽂化教育の
推進に関わり，管理職のリーダーシップの重要性が指摘される。
→「特別扱い」する教員⽂化の形成と管理職のリーダーシップはど
のような関係性にあるのか検討する。
✓教員養成カリキュラムのために教員のニューカマー⽣徒⽀援に対
する共通理解をはかることが困難となる
✓トップダウンでの取り組みでは、⽣徒を無意識のうちに傷つるお
それがある
以上の要因のために、校⻑が積極的に担当教師に責任を委譲させて
いくことが重要となりうることが明らかとなった。
7

8

第4章

第5章

• マイノリティ⽣徒を⽀援することを専⾨的に担う校務分掌（専⾨
分化）の設置が，マイノリティ⽣徒を特別扱いしない学校⽂化変
容にいかに寄与するのか，学校組織体制の視点から検討した。
✓⽇本語指導担当（⽀援を担う教員）のようなニューカマー⽣徒
への⽀援を個⼈レベル担う専⾨分化や，⼈権教育部会のような集
団レベルの専⾨分化は，教員が⽂脈的に獲得可能な資源を創出し，
ニューカマー⽣徒⽀援に関わる専⾨的知識や考え⽅（エージェン
シー）を⾼めていた。

• 先⾏研究より、社会的な⽂脈によって、エスニックマイノリティ
⽣徒に対する教員の捉え⽅に差異がみられる（Cobb2017）
→⽇本語指導加配を受けており、多⽂化共⽣教育を⼈権教育の柱と
している同⼀⾃治体にある2校の中学校における調査。
✓授業形態や机配置といったシステム⾯も教員の公正解釈に影響を
与える可能性。
✓同和教育の⽂脈が、多⽂化共⽣教育の様相に影響を与える可能性。

9
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第6章

第7章

• ⼩中学校の各学校段階におけるニューカマー児童⽣徒⽀援の差
異に着⽬し，「特別扱い」する教員⽂化の形成に関して制度⾯
における課題にはどのようなものがあるのか検討する。
✓中学校では⽀援をすることにより、⼊試システムや交友関係に
おいて⽣徒に不利益を⽣じさせる可能性が⾼まると認識される。
✓⼩学校から中学校にかけて、⽣徒同⼠、⽣徒-教員間の関係性
や信頼関係を再構築していくことが求められるという、移⾏の課
題が存在していた。

• 「特別扱い」する学校⽂化がいかにして形成されるのか、⼤阪
府における特別⼊試枠校の当該⽣徒の⽀援を担当する教員の語
りから明らかにすることを試みた。
→府としてニューカマー⽣徒を⽀援していくシステムを構築して
いるという点で、特別扱いする学校⽂化形成について先進的事例
として位置づけられる。
✓「特別扱いする学校⽂化」の形成においては、システムを運⽤
し、実践する担当教員が⾮常に⼤きなファクターとなり得ること
を指摘した。

11

12

終章

多文化コンピテンシーと博士論文の関連

• 教員の公正解釈にゆらぎをもたらす要因
✓⽣徒同⼠の関係性の側⾯
✓学習⾯
✓制度⾯
「特別扱い」するような合意形成をはかるためには、上記の側⾯
において、ニューカマー⽀援の担当教員の存在とそれをサポート
する組織体制の構築が重要となる。

• フィールドリテラシー、コミュニケーションリテラシー
（コミュニティ・ラーニング、公共サービス・ラーニング）
→継続的にフィールドと関わり続ける姿勢
・調査リテラシー
（公共サービス・ラーニング）
→⾃分が⾏おうとしていることは、現場の先⽣⽅が考えられてい
ることと合致しているか、調査者の都合のよい解釈で議論をして
いないか、常に考えていく姿勢

13
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今後の課題と展望

参考文献

• 学校現場に関わるだけでは⾒えてこない課題への気づき
→学校現場以外の実践現場においても、学校教育を考えていくう
えで重要なヒントがあるということを促していけるような研究者、
実践者へ。
・政策リテラシーの課題
→⾃治体や国の政策が現場に及ぼす影響の⼤きさへの気づき。
→研究者、実践者として独りよがりな⽰唆を提⽰するのではなく、
現場での取り組みや現場の⼈々の思いを丁寧に把握し、そうした
現場の実践を後押しできるような⽰唆を提⽰していく姿勢。

• Cobb, J., 2017, “Inequality Frames”, Sociology of Education, Vol. 90, (4), pp. 315-332.
• 児島明，2006, 『ニューカマーの子どもと学校文化』勁草書房。
• 久冨喜之, 1994, 「戦後史の中の教師文化」稲垣忠彦・久富善之編『日本の教師文化』東京大学
出版会, pp. 200-222.
• 盛満弥生, 2011, 「学校における貧困の表れとその不可視化 : 生活保護世帯出身生徒の学校生
活を事例に」『教育社会学研究』第88集, pp.273-94.
• 佐藤郡衛, 2011, 「異文化間教育における『公正さ』の問い直し」『異文化間教育』34号, pp. 52-63.
• 志水宏吉・清水睦美編著，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。
• ――――・高田一宏・堀家由妃代・山本晃輔, 2014, 「マイノリティと教育」『教育社会学研究』第95
集, pp. 133- 170.
• 臼井智美, 2011, 「外国人児童生徒の指導に必要な教員の力とその形成過程」『大阪教育大学
紀要』第59巻, 第2号, pp.73-91.
• 臼井智美, 2012, 「外国人児童生徒教育における指導体制の現状と課題」『学校経営研究』37巻,
pp. 43-56.
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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
令和
研究科・専攻
氏

名

博士論文題目
1.

2年

2月

2日

国際公共政策研究科国際公共政策専攻
岩根あずさ
日本の NGO はどのようにアフリカの貧困を問題提起するのか

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）〕

本論文は、日本の NGO がアフリカの貧困について問題提起する過程を明らかにしよ
うとするものである。NGO などの市民社会組織は、政府から独立し、かつ非営利の立場
から社会課題の解決を目指すという特徴を有しており、国際開発の分野において重要な
アクターとしての地位を確立してきた。過去には、NGO による問題提起を発端とし、国
際的な条約等が作られた事例もある。また、市民としての立場から問題提起を行うとい
う特性から、心理的・地理的に離れた場所の課題と市民の問題意識を結びつけるという
重要な役割を担っていることが指摘されている。アマルティア・センが「社会的コミッ
トメント」として定式化した、社会に生きる人々に注目し、貧困が「問題」として人々
の間で共有されることによって、解決に向けた策が講じられる構図においても、人々は
まず「問題」を知ることが必要となる。従来のメディアとは異なる視点からの情報提供
者としての NGO に着目することは今後のアフリカ地域の貧困問題について考える上で
意義深い。
アフリカにおける貧困の問題は国際社会の中で長期にわたり問題視されてきた。アフ
リカ地域の貧困解決に取り組んでいるアクターには国家や企業、国際組織、そして市民
社会組織（以下、NGO）などがある。先行研究ではアフリカ地域の貧困が生み出される
要因として、資本の流出や逃避の問題や、国際的な枠組みがアフリカ諸国にとって不利
益になりやすいものとなっていることが指摘されているが、国家や企業、そして一部の
国際組織はこれらの仕組みによって恩恵を受ける立場であるため、問題の解決に積極的
でない。そのため、国家とは独立した立場で利益追求にとらわれずに活動することがで
きる NGO はアフリカ地域の貧困解決に向けて重要な役割を果たすと考えられる。
先行研究ではイギリスやアメリカの NGO が貧困問題に関してどのように問題提起、
政策提言を行ってきたかを組織内の議題設定過程を詳細に記述しながら明らかにしてい
るものがある一方で、日本の NGO の問題提起の過程や議題設定の過程を明らかにして
いる論文は散見の限り見られない。そこで、本博士論文では日本の NGO に焦点を当て、
組織内部での議題設定の過程やアフリカ地域の貧困問題に対する問題提起の過程を明ら
かにしようとするものである。
本論文はアフリカの貧困問題の解決に向けて NGO による問題提起の重要性を見直す

第５章

履修生の選抜審査

99

ものでもある。これまでの議題設定研究ではメディア・政府・市民という 3 つのアクタ
ーに焦点が当てられてきた。これまで、NGO は直接的に議題設定過程にコミットするの
ではなく、メディア（ジャーナリスト）を通じて、議題設定過程に影響を及ぼすと考え
られてきた。そのため、NGO が議題設定過程に対して持つ効果は限定的であると考えら
れてきた。しかし、インターネットメディアの普及によって、NGO が自団体の持つ特性
や課題意識について広く一般市民に対して発信できるようになったことで、NGO が議
題設定過程に対して持つ効果はインターネットメディア普及前と比較して飛躍的に伸び
たと考えられている。従来の議題設定研究のメインアクターであった市民が新聞等の伝
統的メディア以外から国際情勢や、国際的な課題について情報を得られるようになった
ことは、議題設定研究において重要な意味を持つ。特に、NGO が発信する情報も NGO
組織の価値観や問題意識に合わせて取捨選択、フレーミングされているため、
「NGO が
発信する情報がどのようなものであるのか」、「発信される情報はどのように選ばれ形作
られているのか」を理解することは、アフリカ地域の貧困問題という日本で暮らす市民
にとって直接経験する機会が少ない事柄において重要である。
しかしながら、日本の NGO が行う問題提起の背景にはどのようなプロセスがあるの
か、NGO 内での議題設定過程については明らかにされてきていない。そこで本研究は
NGO が「何を貧困として定義し」、
「どのように貧困解決に取り組むべきか」、
「なぜ、ア
フリカの貧困問題に対して日本の市民が取り組まなければならないと考えているか」等
について NGO 内での議題設定過程とそれらの議題がどのように発信されていくのか
を、インタビューや内容分析をもとに明らかにする。最終的には他国の事例と比較し、
日本の NGO の議題設定過程の特徴や課題を明らかにしたい。また、NGO が発する議題
が、政策にどのように反映されているのか、TICAD（アフリカ開発会議）で政策提言を
行なっている NGO グループ（市民ネットワーク for TICAD）に所属する NGO へのイ
ンタビューや政策提言の内容をもとに分析を行う。
本博士論文の構成は第 1 章でアフリカ地域における貧困の状況とその背景にある問題
を先行研究から記述し、貧困解決に関わるアクターの役割と特徴について整理を行う。
第 2 章では貧困解決に関わるアクターとして、NGO を取り上げ、NGO の定義や活動の
範囲、日本の NGO の持つ特徴やガバナンスについての考察を行う。続く第 3 章では
NGO の活動レポート等を用いながら、NGO による貧困の定義やそれに対する対策、フ
レーミングの方法、情報提供のされ方を分析する。第 4 章では第 3 章の結果を基にして、
貧困の定義やその対策が決められていく過程、フレーミングが作られる過程、情報の提
供方法が決められる過程について組織の構造や活動資金などの要素を踏まえてインタビ
ュー調査や内容分析をもとに明らかにする。第 5 章では他国の NGO の事例を取り扱う
ことで日本の NGO の特徴を浮き彫りにすることで、日本の NGO が特に課題としてい
る政策提言分野における問題点を解明する。終章では、分析の結果を踏まえてアフリカ
地域の貧困問題に関わる日本の NGO が課題解決に向けて、より効果的に政策提言、議
題設定を行うことに対する示唆を与えたい。
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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。〕

本プログラムを通して習得した 6 つのリテラシーは、報告者の博士論文の作成過程にお
いて重要な役割を果たしてきた。これらのリテラシーから構成される多文化コンピテン
シーは報告者が博士論文作成に向けた研究をするうえで、そして実践家としての自身の
将来像を考えるうえで包括的に社会課題、国際課題について考えることを可能としてい
る。それぞれのリテラシーが具体的にどのように博士論文作成に寄与しているかを記述
する。
【多言語リテラシー】
報告者は、本プログラムを通して英語運用能力とフランス語運用能力を向上させてき
た。これらの能力は、多言語演習等の座学だけではなくプログラムから参加した様々な
実習を通してより実践的なレベルにまで達することができた。特に、プログラムから参
加したインドネシア研修やザンビア研修、トロント研修は英語を実践的に用いてアカデ
ミックな議論をする場であった。現在、博士論文の執筆は英語で行なっており、プログ
ラムの成果であると考えている。また、アフリカ地域の貧困問題に関する情報収集を行
う際には、英語での論文収集だけでなくフランス語での文献の収集を行うことでより包
括的に先行研究を整理することができている。
【フィールドリテラシー】
報告者は、未来共生プログラムに参加したことで、現場をもとにした研究の重要性を
学んだ。特に、プログラム 1 年次に行なった公共サービス・ラーニングで受け入れ団体
となった（特活）関西 NGO 協議会と良好な関係性を持ち続け、公共サービス・ラーニ
ング終了後もボランティア、アルバイト、有給インターンとして団体にかかわっている。
（特活）関西 NGO 協議会の活動に関わった経験は、博士論文のテーマとして市民社会
組織や NGO を取り上げる大きな要因となった。また、ネットワーク NGO の立場から
市民社会組織の活動と政策提言の過程についての知見を深めることができたことは、博
士論文の作成にとっても意義深い。アフリカの貧困というテーマを取扱う際に、各国や
国際組織だけでなく、市民として活動を行う NGO に着目するという視点こそ、国際開
発・国際協力の現場に触れたことによって得られた視点であると考えている。さらに、
博士論文作成時にインタビュー調査等を行う予定の団体職員とのコンタクトや信頼関係
を築けたこともフィールドリテラシーの習得によるものであると考えている。
【グローバルリテラシー】
報告者はプログラム入学時より一貫してアフリカ地域の貧困問題に焦点を当てた研究
活動を行ってきた。一方で、アフリカ地域の貧困問題が他地域の貧困の課題とどのよう
な共通性や違いを持っているのかといった視点はプログラム入学当初持っていなかっ
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た。未来共生社会論などの授業を通して、アフリカ地域の貧困問題をより抽象的にとら
えられるようになったり、他地域の貧困との共通点や違いを見出せるようになったりし
たことは理解の助けとなり、自身の知見の深まりに貢献した。また、これらの視点を持
って博士論文作成に取り組むことでより洗練された議論を行うことができると考えてい
る。
【調査リテラシー】
フィールドリテラシーと重複する部分でもあるが、自身の経験や置かれている状況を
客観的に把握し調査へ活かすことができるようになったという点で、調査リテラシーの
向上がみられた。報告者の博士論文のテーマ設定はこれまで何度が変わってきている。
その中で、プログラムを通じて得ることができた人とのつながりや経験に立ち戻って最
終的な博士論文のテーマ設定やデータの収集方法などを決定したことで、自身の強みを
活かした独創的な研究テーマを設定することができたと考えている。また、NGO での活
動の経験で感じた違和感や疑問をもとにテーマ設定された研究や調査を行うことは、ア
フリカ地域の貧困問題解決に取り組む NGO が直面している課題に対しても、有意義な
視座を得ることができると考えている。
【政策リテラシー】
本博士論文は、NGO の議題設定過程及び問題提起の過程に焦点を当てている。議題設
定研究は政策提言と密接な関わりがあることからも、報告者の研究テーマは政策提言に
直接的に関わっているものであると言える。報告者は在学中に同期履修生と共に独創的
教育研究資金を得て、地域に暮らす外国人との共生を考えるワークショップを開催する
などの活動を行なってきた。これらの実践の経験を制度や政策の立案、政策提言へとつ
なげることはなかったが、実践と政策立案の間にある隔たりのようなものを感じ取るこ
とができた。特に、企画・実施したワークショップでは制度の運用と実際の人々の受け
取り方の違いを感じた。この政策・制度と実践の間にある隔たりのようなものがなんで
あるのか、どのように乗り越えていけるのかについて博士論文で詳細に考察することは
難しいが、実践に基づいた政策提言の重要性についての立場はプログラムを通して学ん
だものである。
【コミュニケーションリテラシー】
報告者はプログラムを通して様々な人との出会いを経験した。コミュニティ・ラーニ
ングや公共サービス・ラーニングなど以外にも、プログラムが主催するセミナー等を通
して様々な立場の人と出会ったことは、フィールドでの振る舞い方や自身の立場につい
て考えるきっかけとなってきた。また、これらの人たちとの出会いによって、特に国内
の共生の課題やアフリカ地域以外の貧困の課題といったものに対して目を向けるように
なり、それらの活動に継続的に参加するようにもなった。博士論文を執筆するにあたり
協力していただいたたくさんの人との繋がりを築けることができたのも、プログラムを
通してコミュニケーションリテラシーを身につけることができたためであると考えてい
る。
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3.

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

報告者の今後の展望は、第一に博士論文を完成させ博士号を取得することである。報
告者は 2019 年度中に国際 NGO で有給インターンの立場で活動を行ってきた。活動を
行う中で感じてきた疑問や課題について解明することで、市民社会のあり方について考
えていきたい。そのことを前提として、以下の 3 つの課題に挑戦していきたいと考えて
いる。
第一の課題は、より活発で自由な市民社会作りに関わり続けていくことである。プロ
グラムから得たもっとも大きな学びの一つとして、「現場へと出かけていくこと」があ
る。実際に現場に出てみると、資料や単なる情報として知る以上の様々な経験をする。
プログラムを通して・プログラムでできた縁を頼って「出かけていった」結果、市民社
会という立場から社会課題について考えること、何らかのアクションを起こしていくこ
との重要性を再認識した。また、市民が主体となって課題解決を目指す活動に関わる中
で、ホリゾンタルな関係が生み出す価値というものを感じることができた。これらの活
動には人々が集うことが必要不可欠である。しかし、社会課題の解決を目指して人々が
集うということは意外にも難しいことであるという実感も持つようになった。その背景
には様々な理由があるがここで一つ一つ確認することはしない。ただ、漠然とではある
が、集いの場作りや問題・課題意識の共有の場作り、そしてそこから生まれる課題解決
に関わる当事者意識の醸成といったことに関わり続けていきたいと考えている。
第二の課題は、自身の知見を社会へと還元していくことである。第一の課題とも繋が
るが報告者は一貫して、市民がアフリカの状況や国際の状況に対して関心や問題意識を
持つこと、それらの関心や問題意識から解決に向けた行動が取られるためには市民が得
ている情報が重要な要因となっていくのではないかということを考えてきた。博士課程
や博士論文執筆を通して身につけてきた・身につけていくであろう事柄について研究者
間で専門的に論ずることは重要である。一方でそれ以上に重要であると考えているのが、
これらの専門的な知識をいかに多くの人へ還元できるかということである。専門的な事
柄を平易な言葉を用いながら、専門的知識を持たない人へも伝えていくということを続
けて行っていきたい。その方法として現時点で確固たるアイディアがすでにあるわけで
はない。しかし、プログラムをとおして経験したワークショップ作りや対話の手法など
をさらに学ぶことで上記の課題へと取り組んでいきたいと考えている。
第三の課題は、高い専門性を持ちながら実践経験に基づいた政策提言を行なっていく
ことである。第一の課題では市民としての立場から、どのように社会課題解決に向けた
アクションを起こせるのかということに焦点を当ててきた。第二の課題では、専門性を
持った博士課程人材としてどのように社会課題解決に向けたアクションに貢献すること
ができるのかということを考えている。そして第三の課題として、実践経験を積みなが
ら、制度や政策を立案し課題解決に関わることを目指していきたい。特に報告者が課題
意識を持っているアフリカ地域の貧困問題解決に向けて、貧困や格差といった問題につ
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いての政策提言を行なっていきたいと考えている。そのためにはとにかく実践経験を積
んでいく必要がある。第一、第二の課題とも共通するが市民社会や NGO の活動の現場
で研鑽を積んでいきたい。
上記 3 つの課題を実践する上で重要であると考えているのが、仲間作りである。報告者
は同期の履修生とともに、独創的教育資金を用いて共生の課題を考えるワークショップ
作りに挑戦した。この試みは、一人では決して実現し得なかったものであるだけでなく、
共に取り組むことで多くの学びを得ることができた。自身とは異なる視点を持った人と
の協働を通して活動自体の深まりが生まれたと感じている。また、正直なところ、課題
意識やこういったことをやってみたいというアイディアはあったものの、一人でそれら
を実現できる自信がなかった。その思いを共有し、実現に向けて協力することのできる
友人を得ることができたことは非常に幸運なことであった。そして、活動というものは
このように、想いや問題意識を共有する仲間作りをすることころから始まるのではない
かと考えるようになった。問題意識を共有することや異なる視点の意見を聞くこと、異
なるアプローチ方法や事例についてアイデアを出し合うことなどのプロセスがあったか
らこそ、ワークショップ作りや実際のワークショップの開催ができたと考えている。こ
の、仲間作りという観点はこれから取り組みたい全ての課題に共通するものであると考
えている。そして仲間作りをするための素地になるものをプログラムをとして様々な場
面で得ることができた。これらの経験や機会をただ単に幸運であったとするのではなく、
それだけの機会与えられてきた者として、どのように社会に還元することができるのか
ということを常に自身に問い続けていきたい。
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発表のアウトライン
博⼠論⽂ 研究の⽬的
博⼠論⽂ 研究の背景
博⼠論⽂ 研究の概要
博⼠論⽂ 調査の⽅法
博⼠論⽂ 結論
未来共⽣での経験の博⼠論⽂への寄与
多⽂化コンピテンシーを構成するリテラシーの獲得
今後の展望
参考⽂献

⽇本のNGOはどのように
アフリカの貧困を問題提起するのか
国際公共政策研究科国際公共政策専攻
岩根あずさ

1

2

研究の⽬的

研究の背景

■ 研究題⽬

■ コスモポリタン・デモクラシー論の拡⼤とアクターの多様化
共通善・⺠主善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とそれによる
課題関⼼の多様化（Held 2011)

How do Japanese NGOs problematize African poverty?
（⽇本のNGOはどのようにアフリカの貧困を問題提起するのか）

■ 先⾏研究の傾向
– 市⺠社会組織のpro-poor アクターとしての重要性に関する議論
– 効果的な市⺠社会組織に共通する特徴や属性の分析
– オンラインコミュニケーションの発展による市⺠社会組織の影響⼒の拡⼤

■ 研究の⽬的
⽇本のNGOがアフリカの貧困に関して議題設定をする際の過程と、
その戦略を明らかにする。

■ 本研究の視点
– NGO内部での議題設定の様相と、それらがどのように情報発信されているのかに
ついて、⽇本のNGOを取り上げた研究が⾏われてきていない
→NGOが課題とする政策提⾔分野の活動について、状況理解を促す
3

研究の背景

4

研究の背景

オンラインメディアの発
展によるNGOアジェンダ
セッティング変化
（Meriläinen, N. and Vos,
M.,2015)

なぜNGO内部の議題設定過程に注⽬するのか
→NGOが発信する情報が従来の議題設定に影響を及ぼすようになってきていること
個⼈の経験

NGOアジェンダ
(Meriläinen, N. and
Vos, M.,2011)

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

実社会の指標（重要
なアジェンダのイベ
ントなど）

→企業や国家のような⾃社、⾃国の利害関係とは異なる課題意識のもとに活動する組織である
という特徴
（Non Governmental/Profit Organization)
→NGOがどのようにアフリカの貧困を問題化するかということが
NGO内部の議題設定と密接にかか
わっている可能性があること
→NGO内部の議題設定やフレーミンが、実際のNGOの活動の決定要因となる可能性があること

5

6

博⼠論⽂の概要

調査の⽅法

第1章 「貧困」、「アフリカの貧困」とはなんであるのか

■ 第1章、第2章
– 理論研究、⽂献調査

第2章 課題解決アクターとしてのNGOはどのような特徴を持つのか
第3章 ⽇本のNGOがどのように「アフリカの貧困」を議題設定するか
第4章 ⽇本のNGOによる「アフリカの貧困」の
議題設定を決定づける要因は何か
第5章 各国の状況との⽐較
第6章 考察と結論

■ 第3章、第4章
– 対象のNGOへのインタビューの実施（アフリカで活動する⽇本の

NGO・NPOを『アフリカで活動する⽇本のNGO/NPOダイレクトリー』等
を参考にリスト化し、そこから抽出されたNGOを対象に質的調査を⾏う）

– 対象のNGOの発⾏⽂章、政策提⾔⽂章等の内容分析

7

8

結論

未来共⽣での経験の博⼠論⽂への寄与

■ 「NGOが発信する情報がどのようなものであるのか」、「発信さ
れる情報はどのように選ばれ形作られているのか」 に関する理解

■ 国際課題と国内課題の関係性についての気づき
■ 他分野からのフィードバックを受けることによる⾃⾝の研究分野への視
野の広がりと、他分野の問題への興味関⼼の⾼まり

– ⽇本のNGOでは、組織内のヒエラルキーが組織内の議題設定に⼤きく影響
を及ぼす
– ⽇本のNGOによって発信される情報は必ずしもオルタナティブな情報では
なく、既存の情報を補完する役割を担うこともある

■ ⾃⾝の強みの開拓
ü 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、
多様な共⽣の課題に直接関わる研究である

■ NGOによる政策提⾔の様相とそれに対する提⾔

ü 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

9

10
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多⽂化コンピテンシーを構成する
リテラシーの獲得

多⽂化コンピテンシーを構成する
リテラシーの獲得

【多⾔語リテラシー】

【グローバルリテラシー】

・海外研修を通じて実践的に英語を運⽤する機会の獲得

・未来共⽣社会論などの講座を通して、ローカルにも視線を向けるようになった

・フランス語演習を活⽤してフランス語⼒の維持

・それによってグローバルな問題への理解・関⼼が深まった

【フィールドリテラシー】

【調査リテラシー】

・公共サービス・ラーニングでの（特活）関⻄NGO協議会の関わり

・「現場へ出かけていく」という強みの獲得と強みを活かした研究

・政策や国際的組織、国家組織以外のアクターへ注⽬するきっかっけ

・研究の課題設定そのものへも影響

11

12

今後の展望

多⽂化コンピテンシーを構成する
リテラシーの獲得

■ 博⼠論⽂を完成させる

【政策リテラシー】
・研究テーマと政策提⾔の密接な関わり
・独創的教育研究資⾦などを⽤いた活動から得た、
現場と政策・制度作りの間にある隔たりの「感じ」

■ 市⺠社会組織の活動に関わり続ける

– 課題意識の共有の場作り、それを可能にする⼈々が集う場を作る活動
– 課題意識の共有からアクションを起こすことに向けて（政策提⾔など）

・現場や実践に根ざした政策・制度作りの視点

■ 知識を社会へと還元する

【コミュニケーションリテラシー】

– 専⾨的な事柄や知識について、専⾨家でない⼈とも共有すること
– 共有をすすめる⼿段（ワークショップ等？）についての学びを深める

・様々な⽴場の⼈との出会いや国内の共⽣の課題に関する活動への関わり

13

14

今後の展望

参考⽂献

■ 政策提⾔を⾏う活動家としての歩み

Daniele Archibugi and David Held, 2011, “Cosmopolitan Democracy: Paths and
Agents”, Ethics & International Affairs, no. 4(25), pp. 433–461.
Meriläinen, Niina; Vos, Marita, 2011, “Human rights organizations and online
agenda setting” Corporate Communications: An International Journal, Volume 16
(4), pp.293-310.
Meriläinen, Niina; Vos, Marita, 2015, “Human rights organizations and online
agenda setting” Corporate Communications An International Journal 16(4),pp.293310.
Sobhan, R., & Rahmatullah, M., 2003 “Role of Civil Society Organizations in
Influencing the Policy Discourse in Bangladesh.” EGM on Engaged Governance for
Pro- poor Policies: South-South Cooperation.

– 市⺠社会組織の現場での実戦経験を積むこと
– 制度ができた背景などについての知識を得ていくこと
– 提⾔を⾏うために必要な専⾨的な知識の獲得を怠らない

上記の課題に共通して…
– 問題の関⼼の共有や価値観への共鳴を媒体とした結びつき
– それらの結びつきが実践において重要な意味を持つこと

15
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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
令和

研究科・専攻
氏

名

博士論文題目

1.

２年

２月

３日

国際公共政策研究科国際公共政策専攻
梶田

智香

庇護国における定住難民の権利保障に関する研究

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）〕

【修士論文からの課題】

修士論文では、
「日本における定住難民の海外渡航の自由に関する研究」と題し、日本
に定住しているインドシナ難民、第三国定住難民及び条約難民を「定住難民」と定義し、
海外渡航の自由について検討を行った。その結果、日本においては、条約難民以外のイ
ンドシナ難民及び第三国定住難民には、難民条約に基づき発給される難民旅行証明書が
発給されておらず、再入国許可書による海外渡航が余儀なくされていることが分かった。
一方で、「定住難民」は一様に国籍国または常居所を有していた国からの保護が望め
ず、庇護国は難民条約に基づき彼ら/彼女らの権利を保障していかなければならないはず
である。博士論文においては、庇護国における保護及び庇護国への入国に関する課題に
ついて取り扱う。
【 研究の目的 】
博士論文においては、日本における定住難民の権利保障を欧州の補完的保護と比較し、
条約難民に準ずる地位の者としてインドシナ難民及び第三国定住難民に留まらず、人道
的配慮に基づき受け入れられた者、無国籍者なども視野に入れその保護のあり方を検討
したい。これに加えて、これらの保護を受けるために庇護国に入国すること自体が困難
になっている現状を鑑み、本報告ではまず出入国と庇護申請者・非正規移民の入国拒否
とノン・ルフールマン原則について検討したい。
【研究の概要】

日本における外国人の入国の権利の変遷を国内法判例を参考にまとめたところ、学説
の支持するとおり、外国人に入国する権利は認められていないことは明らかであった。
また、庇護を受ける権利についても、世界人権宣言第 14 条により権利として定められて
いるものの、この権利に対して国家は受け入れる義務を負っていないというのがこれま
での有力な見解である。これらの点に関して、出入国管理は国家の主権が最大限引き出
される場であり、例え庇護申請者であったとしても入国することは権利として認められ
ない。
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一方で、近年の国境管理政策の傾向として東欧諸国によるフェンスの建築及びアメリ
カによるメキシコ国境壁の建築、欧州における海上での入国拒否など出入国管理のあり
方が、極端に恣意的なものに変化してきていることも事実である。
欧州人権裁判所の判例を検討したところ、以下のような事例が確認された。
l

公海上における入国阻止行動及び移送

<Hirsi Jamaa and others v. Italy>

イタリアに向けてリビアを後にしたソマリア人とエリトリア人が、公海上においてイ
タリアの税関・沿岸警備艇により航行を阻止されイタリアの軍艦に移されトリポリに移
送されたものである。
本判決では、当時の リビアでは難民の保護がなされておらず、庇護申請者であろうと
不法入国者は逮捕され非人道的な状態で拘禁 されている現状、及び UNHCR の活動が公

認されておらず、 如何なる保護も期待できない こと、 リビアには難民保護の手続きがな
く、 UNHCR の難民の地位の付与もリビアでは意味をなさない ことなどを理由として、

イタリア政府はこれらの状況を知っているか知るべきであったとし、欧州人権条約第 3
条のノン・ルフールマン原則が公海上においても適用されることを全会一致で認めたも
のである。
本判決の意義は、国境管理の領域外実施が欧米諸国に浸透する中、欧州人権裁判所が
条約第 3 条のノン・ルフールマン原則を公海上でも適用すると判断した。これは、欧米
諸国による国境管理の脱領域化に条約の射程が及んだことを示している。
他方で、欧州人権条約のみならず、様々な国際人権条約にノン・ルフールマン原則は
取り込まれているが、本判決が今後欧州人権条約以外のノン・ルフールマン原則にどの
ような影響を与えていくのかは興味深い点である。
例えば、難民条約第 33 条のノン・ルフールマン原則は UNHCR 及び学説においても、
その適用範囲は締約国領域内に限定されないとしているが、域外的効果を有するように
企図されていないとする説もある。
【本研究と未来共生イノベーター博士課程プログラムとの関連】

総務省によると、多文化共生とは「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ち
がいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きて
いくこと」であり、このような考え方を出入国管理・労働・教育・福祉等の分野に導入
し抜本的な見直しを図ろうとしている。本研究は、まさに出入国管理分野における多文
化共生概念の導入の契機となるような研究であると考えられ、未来共生イノベーター博
士課程プログラムとの関連は非常に深いものである。
【今後の課題】

研究を進めるにつれ興味関心も移り変わってきており、今回の報告の内容はさらに検
討されなければならない。また、本内容も含めた新たな構成の検討をしなければならな
いと考えている。
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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】

多言語リテラシーに関しては、未来共生プログラムの多言語演習を履修したことで、
新たな言語を効率よく学ぶための勘のようなものが身についたのではないかと感じてい
る。そのため、博士課程進学後のインターンシップをきっかけに本格的に始めたフラン
ス語もある程度効率よく学ぶことができているのではないだろうか。今後はアラビア語
に挑戦するつもりであるが、多くの言語を学んだ経験は、新たな言語を学ぶ際に確実に
役立つため、それぞれの言語間の共通点を見出し、効率よく学んでいきたい。
【フィールドリテラシー】

フィールドリテラシーに関しては、大学院進学まで一度もフィールドに出て研究をす
るという経験をしたことがなかったため、一から未来共生プログラムを通じて学んだ。
特に、東北フィールドワークで学んだインタビューの手法及びフィールド経験は、現在
の私の研究テーマに大きく影響を与えたと考えている。国際人権法の研究においては、
ほとんどの場合インタビューなどの調査法は採用せず、理論研究及び判例研究となるこ
とが多い。しかし未来共生プログラムを通じて現場に行き、自分で話を聞くことの重要
性を学び、主研究科においてもそのような手法を反映させたことで、現在の研究に行き
つくことができたと感じている。具体的には修士論文執筆の際にインドシナ難民として
日本に来日した方やその支援者の方などにインタビュー調査を行なったことで、既存の
文献では明らかになっていなかった点や明確でなかった点を知ることができた。このよ
うな成果が得られたことは、リスペクトプログラムでの経験が大きく寄与している。
【グローバルリテラシー】

国際人権法の研究者として、グローバルな視点は持っているべきだと考えていたが、
未来共生プログラムの社会学及び海外インターンシップなどを通じて、よりグローバル
で多面的な視点を持つことの重要性を実感することができた。特に海外インターンシッ
プにおいて国際移住機関ジュネーブ本部の国境管理に携わる部署での業務に従事し、改
めて出入国管理という課題に国際的な視点で向き合ったことで、博士課程の研究の一部
となるような気付きが得られた。
現在の研究に大きく関わる国境及び主権といったテーマは形や程度に差異はあるが、
現代の国際社会で様々な形で課題となって表出している。例えば、アメリカトランプ政
権によるメキシコ国境への壁の建築、イスラエルによるパレスチナでの壁の建築及びそ
れに反対するバンクシーのアート、イギリスの EU 離脱など、
『境界』に関わる課題は世
界中に山積している。このような課題について、国際法の側面からだけではなく、社会
学・哲学・人類学など様々な側面から見ることができるようになったことも、このプロ
グラムで出会った多様な背景及び専門性を持ったメンバーとの議論の経験が大きく寄与
していると感じている。これまで点在していた課題が線でつながり、面になっていくよ
うな実感が得られた。
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【調査リテラシー】

プログラムを通じてフィールド経験を積む中で、「一方的な搾取になっていないか」
「きちんと現場に還元できているか」という葛藤が無くなることはなかった。研究目的
のために取るべき方法は学んだが、未だにどのようにこれまでのフィールド経験を消化
して良いのか戸惑っているものもある。この点に関しては、人権分野で活動していくに
あたり、今後一生悩み続ける課題であるため、自分なりの消化方法を今後見つけていき
たい。
【政策リテラシー】

政策リテラシーに関しては、修士段階から社会課題に対して実現可能性のある提言を
含んだ論文を執筆することを心がけてきた。また、博士論文においても理論研究に偏ら
ないように配慮し、現実社会で起きている課題に近いテーマ設定をするように注意して
きた。理論研究及び文献研究に関しても、リスペクトプログラムを通じて様々なフィー
ルドに訪れたことを活かし、それらの課題がどのように現実社会と関わっているのかを
常に考え、社会に還元できるようにすることを心がけた。
【コミュニケーションリテラシー】

多くのフィールド経験をメンバーと共に積む中で周囲から学び実践することを繰り返
し、コミュニケーション能力を身に着けてきた。多様な専門性を持つメンバーとの議論
や協働もまた、コミュニケーション能力を高めるために大きく影響したと感じている。
さらに、様々なフィールドに赴き、インタビュー調査をしたことで、多様な背景を持つ
人とのコミュニケーションを得ることができた。このように、プログラムで培ったコミ
ュニケーション能力は海外インターンシップでも活かすことができ、インターン先の方
との議論を通じて、博士課程の研究テーマ考え直すことに繋がった。自ら積極的に人と
関わることが得意ではなかったが、ジュネーブではできるだけ積極的に関わることで、
人脈を広げることができたと感じている。
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3.

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

未来共生イノベーター博士課程プログラム修了後は、これまでの研究関心に近い分野
での実践を積みたいと考えている。具体的には 2020 年 4 月から 2 年間、在外公館専門調
査員としてパレスチナに赴任する予定である。これまでに関心を持ってきた難民・出入
国管理・国籍・パスポート・主権などのテーマを含め、中東和平に関する調査研究に従
事していきたい。専門調査員として赴任している間に投稿論文の執筆も検討しており、
2 年間の間にも研究に引き続き取り組み、業績を積むことが今後の課題である。専門調
査員の任期終了後は、もう一度海外の大学院で人道法及び開発協力分野などの修士号を
取得することも検討している。
将来的な進路としては、難民支援に実務家として活動することを希望している。これ
までに身に着けてきた専門性及びこれから培う実務経験を活かしながら活動していきた
い。具体的に今後目指していく進路としては、国際機関・政府・NGO/NPO など様々な場
所が考えられる。第１希望としては、国際機関での就職を目指しており、3 年以内を目
途に JPO 試験に挑戦したいと考えている。そのために必要な実務経験を専門調査員を通
じて得たいと考えている。また、海外の大学院を検討していることも国際機関での就職
と関連しており、JPO に合格した人のほとんどは海外での修士号を取得している場合が
多く、私も海外での研究活動を通じて専門性及び語学力を身に着けたいという希望があ
る。
その他の選択肢については、専門調査員経験後、外務省での就職を希望した場合は、
外務省の内部試験を受けるなども可能性として考えている。また、日本国内の難民支援
に関わる NGO/NPO なども検討したい。
研究者としての今後の課題としては、まず博士論文執筆がある。現段階では、海外イ
ンターンシップが 1 年遅れたこと及びプログラム修了後の就職活動に重きを置いて活動
をしてきたこと等により、予定より大幅に博士論文の進捗状況が遅れている。今後は投
稿論文の執筆から始め、博士論文の完成に一歩ずつ近づきたい。そのために、指導教官
とも積極的に連絡を取りつつ、今後の方針を固めていきたい。
個人的な課題として、これから実務の場に出ていく中で「難民支援に関わりたい」と
いう現在の漠然とした願望から、難民支援の「どこに」
「なぜ」
「どのような立場で」
「な
ぜ私が」関わっていくのかを明らかにしなければならないと考えている。これまでは国
際機関で働くことを目指し修士号を取得すること及び職務経験を得ることを目指してき
たが、それらが満たされた後の進路を選択するにあたり、自身の中に明確な軸が無いこ
とが大きな課題となっている。この点を専門調査員として働く 2 年間で自身と向き合い
明らかにすることで今後の進路を決める道筋を立てることができると考えている。また、
今後の 2 年間も、専門調査員として何を学びたいのかを明確に持ち、さらに実務におけ
る自身の強み・弱みを把握したい。現状の選択肢にあるどの進路を選択したとしても、
一生就職活動をするような将来が考えられるため、明確な軸を持ち進路選択をしていき
たい。
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本報告の構成
1. 修⼠論⽂からの課題と本報告の⽬的
2. 問題意識・背景
3. 国境管理に関わる実⾏の現状
4. 庇護申請者と⼊国
5. 判例分析
6. 考察・まとめ
7. リスペクトプログラムと博⼠論⽂
8. 今後の課題と展望

庇護国における
難民の権利保障に関する研究

国際公共政策研究科博⼠後期課程３年
梶⽥智⾹
１

問題意識・背景

修士論文からの課題と本報告の目的
国籍国からの保護が望めない庇護申請者及び難民に関しては、
庇護国からの保護が必要となる。
• 庇護国への⼊国が必要

「人権」「主権」という普遍的と思われているものの衝突
⼈間がそもそもの諸権利を持ちうるのは、その⼈間が「⼈間世界における
⾜場」を持っているからだ。
ハンナ・アーレント

• ただし、庇護国に受け⼊れる義務はない
欧州における入国阻止行為に対するノン・ルフールマン原則
の適用の現状を参考に、入国する権利についての検討を行う
こと。

国⺠国家が「⽣まれ」の偶然性によって、⼈と⼈との間に国境線を引き、
区別し分断している「法的＝市⺠的権利」を、国⺠国家間の「あいだ」に
おいて「諸権利を持つ権利」として再定義しなければならないのである。
⼩森 陽⼀

• 最近の欧州における出入国管理に関する判例を確認すること
• 欧州⼈権条約上のノン・ルフールマン原則の適⽤の現状を
確認すること
２

３

国境管理に関わる実行の現状

庇護申請者と入国
庇護権は国家の権利

• 欧州においては、冷戦終結後から「安全な第三国」
概念や時間的制限などを設けることで、庇護手続き
へのアクセスを困難にする施策が広がる

難⺠条約においてもノン・ルフールマン原則はあるが、
庇護申請者を⼊国させる義務は国家に無い

例えば…

世界⼈権宣⾔第14条における庇護権は国家の権利であり個
⼈の権利ではないというのが国際法上の原則

• ⾃国領域の⼀部の「国際区域化」することで、領域内
にいるはずの者を領域外にあると擬制する

難民性への配慮の欠如

• 庇護申請者の到来する島嶼群を出入国管理区域から
切り離す

「難⺠性」という国籍国または常居所を有していた国から
の保護を受けることができないという「庇護申請者」の特
徴への配慮が必要

• 国境管理を領域外で実施する
４

判例分析

５

判例分析

ヒルシ・ジャマーア判決

ヒルシ・ジャマーア判決

【申立人の主張】
【事例の紹介】
本件の申⽴⼈は、イタリアに向けてリビアから出国した11⼈のソマリア⼈と
13⼈のエリトリア⼈であり、当該船舶は2009年5⽉6⽇にランペドゥーザ島
南⽅35海⾥の地点において、イタリアの税関・沿岸警備艇により航⾏を阻⽌
された。
乗船者はイタリアの軍艦に移されそのままトリポリに移送された。

申⽴⼈は、イタリア当局によるリビアへの移送が欧州人権条約第3条及び、
外国人の集団的追放を禁ずる欧州人権条約第４議定書4条に違反し、実効
的救済⼿段を得られなかったことが欧州人権条約第13条の侵害にあたる
と主張した。

【被告人の主張】
被告⼈であるイタリア当局は、公海上での阻⽌⾏動とリビアへの移送は、
2009年2⽉4⽇に発効した両国間の協定によるものであり、密⼊国を防ぐ
重要な転換点をなすものであったと主張した。
さらに、このような公海上での阻⽌⾏動は密⼊国のみならず、人身取引
に関わる犯罪集団の狙いをくじき、海上の人命を救助し、結果としてイ
タリアへの⾮正規上陸者を⼤幅に減少させたと主張した。

その間、真の⾏き先は告げられず、⾝元の確認も⾏われなかった。
本件の申⽴⼈のうち2⼈は申⽴提起後ほどなく死亡（原因不明）、
14⼈がUNHCRトリポリ事務所により難⺠の地位を与えられた。

６

判例分析

判例分析

ヒルシ・ジャマーア判決

【判旨】

• 3条違反について

（a）リビアでの危険性

（ｂ）エリトリア及びソマリアへの恣意的送還の危険性

国際機関等の報告によると、当時のリビアでは難民の保護がなされて
おらず、庇護申請者であろうと不法入国者は逮捕され非人道的な状態で
拘禁されており、多くの拷問事件も報告されている。また、密⼊国者は
出⾝国へ送還される危険性がある。
その他、UNHCRの活動が公認されていなかったことなど諸事情を考慮
すると、申立人が送還された場合に、リビアにおいて如何なる保護も与
えられないであろうことをイタリア当局は知っていたか知るべきであっ
た。
イタリア政府は、申⽴⼈らが庇護申請をしなかったと主張するが、申
立人が帰還後に受けるであろう取り扱いを見極めなければならないのは
国家機関であるとして、3条違反を認定した。
８
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• 3条違反について
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国（今回の場合イタリア）は、移送先の国（今回の場合リビア）がル
フールマンを⾏わないことを確保する責任を負う。
難⺠条約の⾮締約国であるリビアには難民保護の手続きがなく、UNHCR
の難民の地位の付与もリビアでは意味をなさないため、イタリア政府の
UNHCRの活動が恣意的送還を阻⽌するという主張は採⽤できない。
このことから、イタリア政府は、リビア政府に移送された場合に申⽴⼈
らが出⾝国に送還される危険性から保護される保証が⼗分でないことをイ
タリア政府は、知っていたか知るべきであった。
申⽴⼈のリビアへの移送は、申⽴⼈らを本国への恣意的な送還の危険性
にさらしたことからも3条違反であると認定する。
９

判例分析

判例分析

ヒルシ・ジャマーア判決

【判旨】

ヒルシ・ジャマーア判決

【本判決の意義】

• 第４議定書4条について

• ノン・ルフールマン原則の域外適用

集団的追放
第4条の⽬的は、「国が一定の外国人を、その個人的事情を検討するこ
となく、したがって関係機関によって取られる措置への反論を提示させ
ることなく送還することができないようにすること」
本件における移送は、各人の事情について如何なる形態の検討も、身
元の確認も無く行われた。
本件における第４議定書4条の適⽤は、初めての国家の領域外における第
3国への送還事案であった。同条にも、準備作業においても、域外適⽤を
妨げる事情は無い。また、同条が国家領域からの集団的追放にのみ適⽤
されるのであれば、多くの越境⾏為が同条の射程から外れ、条約の実効
性を⽋く。

ノン・ルフールマン原則が公海上で適⽤されることを全会⼀致で認めた
締約国は、庇護申請が無くとも送還先の処遇が、第3条に適合するのか
を⾒極めなければならず、送還先の国が⼈権諸条約を締結していること
だけでは、保障が得られるわけではないとした

• 第４議定書４条の域外適用
イタリア政府は、同条はイタリアへの「⼊域」であって「追放」ではな
いと主張したが、裁判所は本件において同条の適⽤が無いとすると現代
社会において変容し続ける移動の実態の中で同条の意義は失われるとし
た。

10

11

リスペクトプログラムと博士論文

考察・まとめ
• 国境管理の領域外実施が欧⽶諸国に浸透する中、欧州⼈権裁判所
が条約第3条のノン・ルフールマン原則を公海上でも適⽤すると
判断したのは、大きな進歩だと考えられる。
• 庇護権は国家の権利であることには変わりないが、庇護申請が無く
とも、国家が積極的に送還先の国家での取り扱いについて検討しな
ければならないことが明らかになった。
• ノン・ルフールマン原則が⾒いだされる条約それぞれにおいて、
域外適⽤の可否及び措置には違いが⾒られる。

• ⾃⾝の研究課題をより広い視点で⾒られるようになった。
• 法律学以外の視点から課題を⾒ることができるようになった。
• ⾃⾝の⽬で⾒ること、聞くこと、感じることの重要性を
再認識することができた。

• 難⺠条約第33条のノン・ルフールマン原則はUNHCR及び学説におい
ても、その適⽤範囲は締約国領域内に限定されないとしているが、
域外的効果を有するように企図されていないとするものもある。
今後、本判例が欧州人権条約以外の条約におけるノン・ルフールマン
原則にどのような影響を与えるのか？
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
令和元年

研究科・専攻
氏

名

人間科学研究科
数実 浩佑

博士論文題目

1.

2月3日

学力格差の生成過程に関する実証的研究―累積する有利／不利が生み出す
格差拡大のメカニズム―

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

本研究の目的は，学力格差はなぜ生じるのかいう問いを検討していくことを通して，学
力格差が生まれるメカニズムの解明を目指すとともに，義務教育段階における学力格差お
よび低学力の子どもが抱える困難を解決するための方途を探ることである。学力格差に関
する研究はこれまでに数多く積み重ねられているが，本研究の特徴および着眼点は，学力
格差の生成過程に着目するところにある。つまり，これまである一時点において生じる学
力格差のメカニズムについて分析されてきた一方で，時間の経過とともなって，なぜそれ
が拡大するかという「格差の生成過程」に関するメカニズムについては十分に検討されて
いないという点に先行研究の課題を見出す。この課題に対して，理論仮説を設定した後，
学力のパネルデータの計量分析を通して，学力格差の拡大メカニズムを探っていく。その
うえで，公立中学校のフィールドワークによって得られた質的データの分析を通して，学
力格差を克服するうえで，どのような実践が求められるかを検討していく。
序章では，現代社会における学力の意義を検討したうえで，なぜ学力格差の縮小を目指
す必要があるのかという問いを試論的に考察していくことを通して，学力格差研究の意義
について整理した。
1 章では，学力格差に関する日本の先行研究をふりかえり，学力格差の拡大メカニズム
を検討することが重要課題であることを指摘した。そしてこの課題を考える際，学力の集
団差と学力の個人差の違いを区別することが必要であると述べた。これまでの研究におい
ては，理論的にも実証的にも，学力の集団差に関する問い，つまり，「なぜ学力の階層差
は拡大するのか」という問いに重点が置かれていたが，学力の個人差に関する問い，つま
り「なぜ学力は変化しにくいのか（一度低学力になるとそこから抜け出しにくいのはなぜ
か）」という問いを検討することが求められることを説明した。そしてこの問いを検討す
るために，
「累積する有利／不利」という理論枠組みを設定し，
「勉強が得意な子まますま
す得意に，苦手な子はますます苦手に」という現象のメカニズムに関する仮説を設定した。
2 章では，本研究で使用する学力パネルデータの概要を説明したうえで，学力の階層差
が維持・拡大する傾向にあること，一度獲得した学力は変化しにくく，低学力に陥るとそ
こから脱するのが難しいことを明らかにした。学力格差の拡大メカニズムを検討するうえ
で，家庭の力の影響を把握するのみならず，それまでに獲得した学力がその後の学力形成
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にどのようにかかわるかを検討することが有効なアプローチとなることを確かめた。その
うえで，
「スキルの自己生産性」仮説，
「現在の学力水準が将来の学力水準に影響を与える
ため，現在高い学力にある子どもは将来も高い学力を獲得しやすく，現在低い学力にある
子どもは将来も低い学力にとどまりやすい」という仮説が実証的に支持されることを明ら
かにした。
3 章では，「双方向因果」仮説，すなわち，「学力と学習態度の間に双方向の因果関係が
存在するため，高学力層には好循環過程が，低学力層に悪循環過程が働く」という仮説を
支持する結果を示した。
4 章では，
「補償的有利」仮説，すなわち，
「低学力の状況になったとき，社会経済的背景に
おいて有利な子どもはそこから脱しやすいのに対して，社会経済的背景において不利な子ども
はそこから脱しにくい」という仮説を検討した。その結果，中学校段階において，この仮説を
支持する結果が確認された。具体的には，低学力の状況になったとき，社会経済的背景におい
て有利な子どもは学習時間を減少させないのに対して，不利な生徒は学習時間を減少させるこ
とを確認した。このような現象がみられる理由として，補償的有利の理論から，つまり，学業
成績が下がったときに，社会経済的に豊かな家庭にいる生徒は，その親が子の成績低下という
「失敗」を取り戻すために介入しようとするのに対して，不利な層の親は介入を行わない傾向
にあるため，成績が下がったことが，その後の学習にも響いてくるという説明から解釈を行っ
た。
5 章では，公立中学校のフィールド調査において，特定の生徒を 3 年間追跡調査したデータ
をもとに，低学力の生徒が学校を過ごす中でどのような困難を抱えているか，低学力の状況を
脱するうえでどのような障壁があるのかを検討した。そして，低学力の生徒に働く累積する不
利の実態について，数値データには表れない様相を含めたうえで描き出した。
6 章では，公立中学校のフィールド調査データをもとに，「学力格差の拡大を食い止めるた
めに，学校はどのような平等観のもとで，どのような実践を行っているか」という問いについ
て検討をくわえた。その結果，対象校では，分配的平等主義の実践，すなわち，低学力層によ
り多くの資源やサポートを充てることによって支えようとする実践が豊富に行われている一
方で，関係的平等主義の実践，すなわち，勉強が得意な生徒と苦手な生徒の間に葛藤が生まれ
ないように配慮し，両者の関係性を対等に使用とするという視点が相対的に少ないことを指摘
した。
終章では，本研究の知見をまとめたうえで，そこから導かれるインプリケーションを提示し
た。学術的インプリケーションとして，メカニズムの重要性，学力の形成過程における累積す
る有利／不利，効果のある学校研究の展望という 3 つの観点から論じた。実践的インプリケー
ションとして，「新しいスタート論」をもとに，いままで勉強をがんばってこれなかった子ど
もが心機一転がんばろうと思ったときに，それを後押しする制度およびシステムを学校教育の
なかに確保することの重要性を指摘した。具体的には，学校教育において「学び直し」の機会
をいかに確保することができるかという論点を示した。もうひとつ，学力保障という言葉を，
あらゆる差別を許さず，生徒同士の葛藤と抑圧関係を取り除くことを目指す，関係的平等主義
の言葉として読み直し，「学力の向上」のみが目指すべき目標として設定されることの問題点
を指摘した。
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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。〕

①多言語リテラシー
まず英語については，十分なレベルとは言い難いですが，プログラムを履修前に比べれ
ば多少は良くなったのかなと思います。D3 の夏にアメリカのプリンストン大学で開催さ
れた国際学会で研究報告を行ったことは自身にとって貴重な経験となりましたし，英語の
先行研究をレビューするなかで，自身の博論が大きく進展したところもあります。またイ
ンドネシアアチェでのインターンシップでは，基本的な日常会話をインドネシア語，アチ
ェ語ですることもありました。現在は中国語の習得にも挑戦しています。自身の課題とす
る側面ですが，語学への抵抗感が少なくなったことは成長できたところだと思います。
②フィールドリテラシー
プログラムの履修を通して，東北の被災地，朝鮮学校，インターナショナルスクール，
アチェの私立学校をはじめ多くのフィールドに訪れました。フィールドに入るなかでうま
くいかないことも数多くありましたが，文字通り場数を踏むことを通して，積極的に現場
に赴き学ぶ力，現場でプロジェクトを実践する力が涵養されていったと思います。特に，
現場（学内でのイベントも含む）にまずは自分が足を運ぶこと，そのことを自分のルール
としてこれからももち続けたいと思います。博士論文では，公立中学校でのフィールドデ
ータを用いた分析も行いましたが，そこにはプログラムでの現場学習の経験がプラスに働
いています。
③グローバルリテラシー
このリテラシーについて，いろいろな解釈のあり方があるかと思うのですが，私はグロ
ーバルリテラシーの本質は「異質な他者と粘り強く向き合う力」にあると考えています。
このような見方をもつきっかけには，朝鮮学校での公共サービスラーニングにおいて，校
長先生のインタビューで「理屈で理解できる部分と理屈じゃ理解できない部分があると思
うけど」という言葉を聞いたことがかかわっています。文化や価値観の異なる他者を理解
しようとすることは大切です。しかし文化や価値観の距離が大きければ大きいほど，その
溝を埋めることは難しくもあります。そのとき，「理解しようとしたけど理解できなかっ
たから，共生することは不可能だ」あるいは「価値観は人それぞれだから，相対主義の立
場から出発するしかない」とするのではなく，「理解できないところがあったとしても，
相手を尊重しよう」という態度をもてるかどうかが，共生社会を目指す者に不可欠である
と考えています。
「他者（＝異質なもの，理解できないもの，自分とは違うもの）」に出会
ったとき，安易な理解に結びつけるのではなく，そこから逃げ出すのでもなく，そのわか
らなさを維持したままでそれに向き合うこと，その重要性をプログラムの授業や活動を通
して学ぶことができました。そのことは，「学力とは何か」という自身の博士論文の出発
点を考察する際，大きく生かされることになりました。
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④調査リテラシー
自分の研究テーマに沿って，必要なデータにアクセスし，適切な方法をもって，実態把
握，原因探求，政策提言という 3 つの大きな流れを意識しながら調査・研究を進める力が
身についてところは，大学院生活で飛躍的に成長したところだと自負しています。これか
らの研究者・実践家としての人生において，このようなリテラシーは，一生の財産になっ
てくるだろうと思います。
⑤政策リテラシー
プログラムでのプロジェクトや課題を通して，あるいは自身の博士論文を通して，具体
的な政策提言ができたところはあまり多くなかったかもしれません。しかし「どうすれば
よいのか」という現場の声にはたえず耳を傾けてきたつもりです。学術面での貢献を意識
しつつも，「どのようにして現場に還元できるのか」という問いを忘れない研究者であり
たいと思います。
⑥コミュニケーションリテラシー
プログラムを通して，最も成長することができたリテラシーが，このコミュニケーショ
ンリテラシーだと考えています。「コミュニケーションがうまくない」自分が言うと意外
に思われるかもしれませんが，プログラムに入った当初，優秀な同級生のかげでなかなか
議論に参加できなかったこと，人と話せるか不安で現場やイベントに参加するのが億劫だ
ったことを考えると，多少はましなレベルには成長したのかなとも思っています。
いまでも決してうまくしゃべれる，人前でもまったく緊張しないということではないの
ですが，コミュニケーションが苦手だからこそできる交流の仕方や現場への入り方もある
だろうと思います。ここでのポイントは「待つ」ということにあるかもしれないと考えま
した。相手がなかなか口を開いてくれなくても待つ，自分のアイデアがうまく言語化でき
なくても待つ，議論や対話に終わりが見えてこなくても待つ，相互理解に時間がかかると
しても待つ，そういった姿勢が，多文化コンピテンシーの文脈で語られるコミュニケーシ
ョンリテラシーにおいて大切なのかもしれません。
また自身の研究成果を，専門外の人たちに伝えるスキルも身についたところがあるかと
思います。「これは何のために研究しているのか」という問いに向き合うなかで，研究の
成果をわかりやすく伝えるスキルが身につき，研究の意義と課題を広い視野から考えてい
くことが可能となりました。さらには，プログラムを通して身についたコミュニケーショ
ンリテラシーをもって，他大学の共同研究に参加したり，学会で様々な人と交流すること
ができ，そのことが博士論文のブラッシュアップにつながりました。
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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。〕

今後の研究の展望としては次のようなものを考えています。学力格差の実証研究がます
ます活発になっている一方で，「どうあるべきか」を問う規範的アプローチから学力格差
の問題に迫った研究はきわめて少ないという現状があり，「学力格差がある」という事実
判断を，「その格差は解消されるべきである」という当為論につなげていくためには，格
差や不平等という多義的かつあいまいな概念を明確化する作業が不可欠であると考えて
います。
教育学の領域では，「教育機会の平等」について多数の研究蓄積がありますが，義務教
育における学力格差問題を直接扱った事例は少なく，また政治哲学における最先端の議論
には十分にレビューが追いついていません。くわえて，理論研究によって明らかにされた
知見が，現実世界にいかなるインパクトを有しているかという問いは検討されていないと
いう問題もあります。一方で，教育社会学の分野において，学校現場や世論の平等観を明
らかにした研究はいくつか存在しますが，「平等を支持するか否か」という二者一択の論
調に陥りがちであり，多義的であるはずの平等概念は一枚岩的に捉えられています。これ
らの課題に対して，政治哲学における最先端の平等論を援用することによって，学校現場
や世論は「いかなる平等を支持するのか」という問いを分析していきながら，教育におけ
る平等の意義を再検討していきたいと考えています。
このように，なぜ・いかなる平等が必要なのかという素朴な問いに，学術的な理論を背
景に，明快な回答を導くことを目指す研究は，教育現場にかかわる政策者・教員のみなら
ず，世論に対して格差是正の必要性を促す契機となり，これまでの実証研究によって得ら
れた知見が政策につながり，社会を動かすという相乗効果が期待されると考えます。また
このような研究で用いる方法論と得られた知見は，学力格差の問題を超えて，学歴格差研
究や社会階層研究といった社会の格差・不平等を扱う諸研究に視野を広げ，展開されてい
くと考えられます。学力格差というテーマにこだわりをもちながらも，学際的な先行研究
をレビューしながら，そして実証研究，理論研究，双方のアプローチを用いながら，チャ
レンジングな研究の展開を目指したいと思います。
自分が学力格差というテーマにこだわるのは，国籍，民族，言語，宗教といった文化的
属性，あるいは性差や世代間，病障害歴といった社会的背景の違いによる不平等や差別の
問題に加えて，「能力」による違いによる不平等や差別の問題を検討することが，共生の
実現に不可欠だと考えているからです。
「できることが良い」
「努力した人が報われるべき
だ」といった価値観が，現状の社会では強すぎるのではないかと思っています。「できる
／できない」の価値観や基準を相対化しつつ，両者が対等な立場で共生できる社会のあり
方を模索していきたいと考えています。
実践活動としては，「勉強するのは何のためか」「勉強するのはどのような意義があり，
どのような楽しさがあるのか」といったことをテーマに，自然科学のみならず，社会科学・
人文科学のおもしろさを伝えられるような，中学生・高校生を対象にした一般書を書きた
いと思っています。また学習ボランティアにも引き続き取り組みながら，わかることのお
もしろさと，わからないことに向き合うことの大切さを伝えていきたいと考えています。
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【未来共⽣プログラム最終報告会】

本研究の⽬的と着眼点

2020年2⽉18⽇

学⼒格差の⽣成過程に関する実証的研究
―累積する有利／不利が⽣み出す
格差拡⼤のメカニズム―

p本研究の⽬的

学⼒格差が⽣まれるメカニズムの探求。

（偏差値）
②

ü 学⼒格差の実態について豊富な研究がある⼀⽅で，
なぜ学⼒格差が⽣まれるのかというメカニズムに
かかわる問いについては研究成果が不⾜している
（川⼝ 2011，平沢ほか 2013）。

①

p着眼点

①ある⼀時点の格差のメカニズム
⇒なぜ学⼒格差は存在するのか？

⽒名：数実 浩佑
所属：⼈間科学研究科 ⼈間科学専攻
未来共⽣学講座 共⽣社会論

ペアレントクラシー（⽿塚 2007）
つながり格差（志⽔ 2014）
インセンティブディバイド（苅⾕ 2001）
⾔語コード論（前⾺ 2011）

②格差の⽣成過程のメカニズム

⇒なぜ学⼒格差は拡⼤するのか？

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，学⼒格差は縮⼩していくの
ではなく，拡⼤していくのはなぜか？

1

2

⽤語の定義

本研究の構成

p「学⼒」の定義
ü「ペーパーテストで測定された点数」いわゆる「学業達成」に限定する。
üこの「学⼒」は，学校教育法における学⼒の3要素―①基礎的・基本的な知識・技能
（A学⼒），②思考⼒・判断⼒・表現⼒（B学⼒），③主体的に学習に取り組む態度
（C学⼒）―のうち，「A学⼒」にあたるものとして定義する。
読み：先⾏世代が蓄えてきた豊かな知性・教養・⽂化に触れ，
既知の世界から未知の世界へと移⾏するための⼒。
書き：⾃⼰を表現し，他者に発信していくことを通して，
世界をより良いものに書き換えていくための⼒。
計算：⾔語では表現し切れない緻密な論理を積み重ね，
合理的な思考と推論を⾏うための⼒。

p「学⼒格差」の定義
ü「学⼒の階層間格差」つまり「家庭環境に由来する学⼒格差」（志⽔ 2014）を意味
するものとして扱う。

序章

なぜ学⼒格差の縮⼩が⽬指されるべきなのか

1章

先⾏研究の課題と分析枠組みの検討

2章
3章
4章

学⼒格差の実態とスキルの⾃⼰⽣産性
双⽅向因果がもたらす好循環と悪循環
累積する不利のメカニズムと階層間格差

5章
6章

低学⼒の⽣徒の学校経験と累積する不利
学⼒格差の縮⼩に向けた学校の実践と理念

終章

学⼒格差の⽣成過程の解明に向けて

3

累積する有利／不利

4

使⽤するデータ：X市パネルデータ（追跡調査データ）

p累積する有利／不利（cumulative advantage and disadvantage）

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，格差が拡⼤することに着⽬した概念（DiPrete and Eirich 2006）。

※計量分析パート
（2章〜4章）で使⽤。

≒マタイ効果（Merton 1968）：「持っている⼈は与えられて，ますます豊かになるが，持って
いない⼈は，持っているものまで取り上げられるだろう」（『マタイの福⾳書』より）
（ref.）マタイ効果に関する研究は，不平等の原因よりも，こうした不平等がどのように持続し，時
間の経過とともに拡⼤していくかに関⼼がある（Rigney 2010） 。

üある時点で結果（output）であるものが，次の時点では⼊⼒（input）に⼊れ替わるとき，
時間が経過するにつれて，格差は⾃⼰増幅的に拡⼤していく。
⇒学⼒を従属変数（結果）であると同時に独⽴変数（原因）として捉える。
①「スキルの⾃⼰⽣産性」仮説 →2章
②「双⽅向因果」仮説
→3章
③「補償的有利」仮説
→4章

• N＝①2363（⼈）×3（⼩1〜⼩3），②2308（⼈）×3（⼩4〜⼩6），③2179（⼈）×3（中1〜中3）
• Z市教育委員会が実施。Z市にある公⽴学校に在籍するすべての児童を対象にした全数調査。
• 調査時期は，2015年（⼩1，⼩4，中1），2016年（⼩2，⼩5，中2），2017年（⼩3，⼩6，中3）。
• テストの科⽬は，算数・数学のみ（市内偏差値）。

5

• 階層指標は社会経済的背景（SES）指標を使⽤。「⽗親学歴」「⺟親学歴」「世帯収⼊」を合成した変数を3
6
分割する（保護者アンケートを実施している）。

「スキルの⾃⼰⽣産性」仮説（2章）

「双⽅向因果」仮説（3章）

pスキルの⾃⼰⽣産性（self-productivity of skills）

p双⽅向因果

ある時期に獲得したスキルがその後のスキルを向上させるという性質。「スキルは
スキルを⽣む（skill begets skill）」（Heckman 2000, Cunha and Heckman 2007）。

学⼒と学習態度が双⽅向に影響を与えることによって⽣まれる好循環／悪循環のプ
ロセスが，学⼒格差を拡⼤させる。

⾼学⼒の⼦ども

低学⼒の⼦ども

⾝に着けている知識を
⽣かして効率よく学習

新たな単元を学ぶため
の準備ができていない

勉強に向かいやすい

さらに⾼い学⼒

⾼学⼒の⼦ども

さらに低い学⼒

低学⼒の⼦ども

学習の質・量のUP

学習態度：良
勉強から離れやすい

学習態度：悪

さらに⾼い学⼒
学習の質・量の
DOWN

さらに低い学⼒

RQ：⼀度獲得した学⼒はなぜ変化しにくいのか。（低学⼒の⼦どもが低学⼒の状況を抜け出しにく
いのはなぜか）

RQ：⼀度獲得した学⼒はなぜ変化しにくいのか。（低学⼒の⼦どもが低学⼒の状況を抜け出しにく
いのはなぜか）

H：現在の学⼒⽔準が将来の学⼒⽔準に影響を与えるため，現在⾼い学⼒にある⼦どもは将来も⾼い
学⼒を獲得しやすく，現在低い学⼒にある⼦どもは将来も低い学⼒にとどまりやすいから。
7

H：学⼒と学習態度の間に双⽅向の因果関係が存在するため，⾼学⼒層には好循環過程が，低学⼒層
には悪循環過程が働くから。
8

「補償的有利」仮説（4章）

中学校のフィールドデータを⽤いた検討（5章・6章）

p補償的有利（compensatory advantage）
豊かな社会経済的背景をもつ個⼈は，家庭からより多くのサポートを得やすいために，早
期の段階で被った不利の影響を受けにくいのに対して，不利な⽴場にいる個⼈は早期の段
階に被った不利の影響が将来にわたって持続的に働く（Bernardi 2014）。
豊かな
家庭背景

学⼒が下がる

厳しい
家庭背景

多くの教育資
源・サポート
少ない教育資
源・サポート

失敗にめげずに
勉強を頑張る
勉強すること
を諦める

低学⼒を克服

p低学⼒の⽣徒の学校経験（5章）
ü低学⼒の⽣徒の学校経験を記述的に描くことによって，かれらに働く累積する
不利のメカニズムを明らかにしていくことである。
ü学⼒格差が拡⼤する過程や学⼒向上を阻む要因を，数値データには表れない⼦
どもの学習状況や⼼理過程，およびかれらを取り巻く学習環境や教師との関わ
りから分析していく。

p学⼒格差の縮⼩に向けた学校の実践（6章）
ü学⼒格差の拡⼤を⾷い⽌める，あるいは緩和する学校の取り組みは何かを明ら
かにしていくことである。
ü「効果のある学校」以外の学校にも⽬を向けたうえで，そこで教師たちが学⼒
格差という問題にいかに向き合い，どのような実践を通して格差の縮⼩を⽬指
しているのかを明らかにする。

低学⼒が続く

RQ：低学⼒の状況を抜け出しにくいのは誰か。≒「累積する不利」を受けやすいのは誰か。
H：社会経済背景的に不利な⽴場にある⼦どもである。
9
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学⼒の形成過程における累積する有利／不利

機会の平等と「新しいスタート」論

RQ:学⼒格差（＝学⼒の階層差）が拡⼤するのはなぜか？

p機会の平等

1）⼩学校の⼊学段階において家庭背景に起因する学⼒格差がすでに存在する
2）その格差を拡⼤させる⽅向に働く累積する有利／不利のメカニズムが存在する
⇒「スキルの⾃⼰⽣産性」仮説（2章），「双⽅向因果」仮説（3章）
3）累積する不利のメカニズムは，特に社会経済背景において不利な⽴場にある⼦
どもにおいて強く働く
⇒「補償的有利」仮説（4章）
A:「勉強が得意な⼦はますます得意に，苦⼿な⼦はますます苦⼿に」という累積す
る有利／不利のメカニズムが，家庭背景に起因する学⼒格差を増幅させるから。
ü 学⼒格差の実態把握ではなく，メカニズムの探求に踏み込んだ。
ü 格差の拡⼤過程を，家庭背景の違いではなく，「マタイ効果」に求めた。

ü⼈⽣の節⽬節⽬で繰り返しの機会の均等化を主張する。
ü「『赦し』をともなった⾃由の理想」（井上 2019）
いままで勉強をがんばってこれなかった⼦どもが⼼機⼀転がんばろうと思った
ときに，それを後押しする制度およびシステムをつくる。具体的には，学校教
育において「学び直し」の機会をいかに確保することができるか。
× 「今からがんばってもどうせ無駄だ」「もう間に合わないかもしれない」
○ 「今⽇の授業は今までと違うぞ！」「これなら⾃分でもできるかも！」
12

「学⼒」に込める2つの⼒

pメリトクラシー社会に向けて

属性主義やペアレントクラシーの社会を越えて，メリトクラシー（能⼒主義）社
会の実現を。⇒「⽣まれ」で⼈⽣が決まる社会を克服する。
ü公正（fairness）：当事者が⾃発的選択とは相容れない恣意的な影響によって
不利益を被ったり利益を受けたりするのは，道徳的に間違っている（Wolff
1998）。
ü値しない不利（undeserved disadvantage）：⾃分によっては解消できない属
性に起因する差。≠⾃⼰責任論

pメリトクラシー社会を越えて

能⼒ですべてが決まるのは果たして良い社会か？「勝ち組」と「負け組」？
ü公正の理念と同時に求めなければならないのは，同じ⼈間としての尊厳への根
本的関⼼から導かれる，（平等な）尊重（respect）を謳う理念である（Wolff
1998）。
ü「他者（＝異質なもの，理解できないもの，⾃分とは違うもの）」から逃避す
るでもなく，それを破壊するでもなく，違いを豊かさに変えていくこと。
13

今後の展望

1）「わからない・できない」を「わかる・できる」に変えていく⼒
Ø知ること・理解すること（＋共感すること）を通して共⽣につなげる。

ü ただし，そこに重点を置き過ぎると，「理解できないなら，共感できないなら共⽣しない」と
いう⽅向に向かってしまう危険性も。

2）「わからない・できない」に向き合う⼒
≒共⽣に不可⽋な資質・能⼒としての「葛藤を引き受ける⼒」（平沢 2014）。
ü総合的な学習の時間，教化外活動（「市⺠化された学⼒」，⼩⽟ 2013）。
ü⽇常的な授業（「どこでつまづいているのだろうか」，「他の解き⽅はないだろう
か」「なぜこの公式は成り⽴つのだろうか）。
⇒学校教育の役割は，①「未知」を「既知」に変えていくことに加え，②「未知」に出
会う契機を与えることそれ⾃体にも求められる。

Ø理解できないところがあったとしても，相⼿を尊重しようとする態度で共⽣する。
「実際に朝鮮学校を⾒ていく中でいろいろ疑問に思ったことを，このインタビューで聞
いてほしい。理屈で理解できる部分と理屈じゃ理解できない部分があると思うけど。」
（公共サービスラーニング：北⼤阪朝鮮学校の校⻑先⽣のインタビュー）
14

主な参考⽂献
p Bernardi, F., 2014, “Compensatory Advantage as a Mechanism of Educational Inequality. A Regression Discontinuity Based on Month
of Birth”, Sociology of Education, 87, (2), 74-88.

p実証研究と規範研究の接合
「どうなっているか」に加えて，「どうするべきか」を積極的に考える。
ü （⾃分は）共⽣をどのように捉えるか
ü 世論や学校現場の教員は共⽣をどのように捉えているか。

p「能⼒」による不平等や差別の研究
国籍，⺠族，⾔語，宗教といった⽂化的属性，あるいは性差や世代間，病障害歴
といった社会的背景の違いによる不平等や差別の問題に加えて，「能⼒」による
違いによる不平等や差別の問題を検討する。
ü 「できることが良い」「努⼒した⼈が報われるべきだ」といった価値観を相対化していく。

p中学⽣・⾼校⽣を対象にした⼀般書の執筆

「勉強するのは何のためか」「勉強するのはどのような意義があり，どのような
楽しさがあるのか」といったことをテーマに，⾃然科学のみならず，社会科学・
⼈⽂科学のおもしろさを伝えられるような本を書きたい。
15
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学⼒格差と共⽣社会の関連
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üスタート地点の平等を⽬指す。
ü早期介⼊，幼児教育の拡充の重要性（Heckman 訳書 2015，中⻄ 2017）
・・・スタート地点の平等が達成されたとしても，「累積する有利／不利」の
メカニズムは，初発のわずかな不平等を拡⼤させてしまう。
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小泉

朝未

ともにあることを実現する身体の表現
－アートプロジェクトの記述を通じた考察から－

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

2019 年 12 月に提出した博士論文では、アートプロジェクト呼ばれる社会状況への問題
意識を持ち、多様な人々の参加を促す芸術活動におけるインクルージョンと表現の問題に
ついて論じた。
本論文は、アートプロジェクトが開始され、課題を認識したり参加者やアーティスト同
士が知り合ったりしながら、共同の作品創作を志向する中で、参加者の関係性が結ばれて
いく過程を再構成し、「ともにあること」というインクルージョンが実現するプロセスを
明らかにすることを目指した。論文題目にある、「身体の表現」とは、アーティストや参
加者同士が他者と結びつきを作り出す行為のことであり、こうした身体の表現の運動を捉
え、それを通じて実現するインクルージョンを考察した。それらの考察から、表現を通じ
たインクルージョンが他者とのあいだで活動する主体性に基づくものであり、本論で扱っ
たプロジェクトの立ち上がる契機となった社会的な課題、問題意識にいかに発展的に応答
するかをまとめることで、アートプロジェクトにおいて、他者との間に作りうる倫理的関
係性について明らかにした。
第一章では、アートプロジェクトの概要や諸言説や社会包摂型のアートプロジェクトの
増加について先行研究をもとに取り上げた。社会包摂、インクルージョン、ともにあるこ
とという表記は、文化芸術政策における社会包摂の言説化への問題提起を踏まえて、区別
されるべきであることについて確認した。人々が社会的に置かれた位置やそれぞれの身体
のありようによって、活動を共同のものとしてゆく困難があるときに、その困難をともに
捉え、回避したり乗り越えたりする方法を探究するプロセスをともにあることとして、プ
ロジェクトを考察する視点の一つとすることを定めた。
第二章ではアートプロジェクトの展開を再構成するための視点を作るために、メルロ＝
ポンティの時間と経験の構造化の思考を紹介した。彼によれば、経験とは、ものや人や言
語や自然などに囲まれて生きる私の身体が、それらとの結びつきを利用し、振る舞いを方
向付けられ、ときにはそれらに変化を与えながら形成されるものだ。ものの位置や他者の
振る舞いや周囲の状況を捉えるときに、身体はそれらと包み合うようにして、感覚器官を
配置し、それらと連動する知覚や行動の図式を作り出す。対象や他者の思想や文化といっ
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た構造が、身体を通じて私と結びつき、私なりに組み直されて、新たな意味を生み出し、
新たな領野が経験される。身体を通じて、可視的なものとなる意味作用が身体の表現であ
る。こうしたメルロ＝ポンティの思想を借りることで、本論ではアートプロジェクトの経
験が関わる人々にとって共同のものとされていく時間の構造化を記録から再構成（＝記
述）し、そこに見られる身体の表現と構造を作り出す諸要素の布置を確認することで、冒
頭の問いに答える方針を定めた。
第三章以降は、岩手県大船渡市、ハワイ・マウイ島、京都市東九条という異なる地域で
実施されたアートプロジェクトの記述と考察を行った。第三章では、震災復興期を生き商
売を立て直そうとする地域の人々と、接点を作るべく行われた写真撮影のプロジェクトを
論じた。直接には触れ得ない震災にまつわる痛みがプロジェクトの発端となり、その痛み
の経験を生きる身体の能動性を捉え得たのがアーティストのコミュニティダンス作りの
ノウハウであること、カメラが切り取る一瞬の行為の表現がその能動性を可視化すること
を考察した。
第四章では、教育や自治のシステムの周縁に位置する島の学校で、自分自身の経験を詩
にして聞き合い、読み合う詩の共同創作のプロジェクトを扱った。詩を声にしてゆく生徒
らの経験は、ことばの意味を声の発し手の身体を伴ったものにし、世界を与えられたもの
ではなく、声を宛てる相手とのあいだに存在するものであることを知らせる。声の表現が
交通するようになるときに、あいだの世界では、相手に向けた複数の道筋と多面的な展望
がひらかれ、生徒らは可変的な世界を感知し、自らそこに参加する。詩の活動とともに声
の宛先が地域や島へと広がることで、参加することのできるあいだの世界が同様に広がる
ことを論じる。
第五章では、高齢者や街の住人らと知り合うための対話に時間をかけ、その過程を舞台
作品としたプロジェクトを扱う。対話では認知症、在日コリアンといった相手の社会的な
位置付けが問題となるのではなく、目の前の相手がいかに振る舞い、応答するかという表
現によって、私の次なる表現が引き出され、その差異によって私が誰であるのかが定まっ
てゆく。アーティストのダンス観を更新することになった対話は、継続されることで協働
の表現となり、相手との関係性の蓄積を間合いや独特のリズムとして保存し、関係性の経
た時間を見せるものとなる。対話を通じて発見された、他者の信頼や引き受けは、地域が
実践してきた多文化共生の一側面であり、舞台上で高齢者らと実際に行われた対話がその
特徴を見せることを考察した。
終章では、アートプロジェクトの記述に見られた行為、声、対話としての身体の表現が
それぞれの生に根ざした異なる身体を見せることで他者との関係性を結ぶこと、その表現
を通じて、他者の位置や応答を引き受ける主体性が人々のともにある状況を実現すること
を確認した。それぞれに個別の身体を見せてゆくことを可能にする身体的主体性の〈可視
化〉が、表現の中核にはあり、それが異なる他者との結びつきと芸術表現を作り出す。ア
ートプロジェクトが〈可視化〉の実験であり、創造行為である時に、社会的排除による不
可視化や知覚の限定という課題を乗り越える可能性を持つ。本論文はインクルージョンを
探究することで、他者を引き受ける行為を創造するというアートプロジェクトの特徴を提
示した。
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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。〕

多文化コンピテンシーは、その名の通り多文化の理念に基づく研究活動や実践、そして
思想形成をするにあたり体得されるべき６つの技である。習得する技は、プログラムが始
まり、研究者としての入り口に立ったばかりの私には重荷であり、プログラムの容易では
ない道のりを表すものとして、枷のようでもあった。しかし博士論文を構成していく中で、
それらが私の中にしっかりと根を張り、論を時には支え、方向付けることを感じることが
あった。
芸術や身体表現をテーマとする論文で、特定の人々を排除、不可視化する社会構造の構
成や構造の変容可能性についてまで思考を広げることができたのは、プログラム履修の経
験のおかげである。芸術や身体を論じる際に、それらの普遍性を主張するのではなく、そ
れらが特権的な制度の上で論じられてきたことを忘却せず、表現を通じた共生や倫理的関
係を考察することができたのは、プログラムを履修した大きな成果であると感じられる。
以下にリテラシーがいかに体得され、論文作成に影響したか振り返ってみたい。
多言語リテラシーについては、もともとイタリア語を専門としていた私には基礎がある
と思っていたが、多言語とはそのような狭義の外国語習得のことだけを意味するのではな
いことがわかった。プログラムで日本の中の多様な教育機関や地域を訪問することで、日
本語といった一つの言語体型の中にも使用者の文脈に応じたバリエーションが存在する
こと、本来は等価であるはずのバリエーションが、権力構造によって、排除されたり受け
入れられたりしうることを知った。論文作成においては、研究者の言語で全てを判断せず、
アートプロジェクトに関わる人々の言語の違いを聞き取り、また書き留める際に活かされ
た。
フィールドリテラシーについては、初め大学の外で実施する見学やインタビューをでき
ることを意味していたが、最終的には多様なフィールドでのプロジェクトの企画運営、イ
ンターンシップ（仕事）へと関わるフィールドが広がっていく中で、フィールドが関与者
によってその様相を変容する、フィールドの重層性を理解することであると認識するに至
った。こうした経験により、アートプロジェクトに出かけていく（それが研究を目的にし
たものであっても、仕事であっても）など、大学の外での関わりを作っていく際の構えが
身についた。
グローバルリテラシーは、海外をフィールドに研究・調査を進めるプログラム履修生ら
の活動から育まれたと感じる。日本に暮らす中でも物理的な距離によらず、身近な消費や
情報伝達の過程にグローバルな問題の端緒があることを知り、その問題を自分の生活の延
長上に捉えられたことは、大きな変化だった。論文では、グローバルな問題への接続点は
見えにくいが、ほかのプログラム履修生と対話実践を企画し、在住外国人の暮らしや彼ら
とのコミュニケーションをともに考えるワークショップを実施することができた。
調査リテラシーは、横断的な学問領域に開かれたプログラムで学び、実践することで、
自身の研究科でスタンダードな調査やその手法を相対化し、学びなおす過程として活かさ

第５章

履修生の選抜審査

123

れた。専門化しがちな大学院での学問習得を、そのほかの学問の視点から見返すことは、
unlearn の営みであり、私の研究を専門外の人や大学の外にいる人々に伝える方法を洗練
させることに繋がった。
政策リテラシーは、海外インターンシップで NPO の職員らが政策方針に沿う形で彼ら自
身の活動を位置付けながら、支援を獲得し、政策からは発展した活動を普及させるプログ
ラムを開発する段階に立ち会うことができたおかげで培われた。政策とは単に与えられる
ものではなく、活用し、かつ必要があれば変革を求めることができるものであると理解が
深まった。それまで政策への関心は低かったが、インターン前後に行政のプロジェクトに
関わるようになり、博士論文では文化政策について批判的な視点を取り入れた項目を執筆
することができた。また私の研究や執筆物が意図を超えて文化政策のため利用されうる側
面についても指摘することが可能となったのは政策リテラシーが身についたおかげであ
る。
コミュニケーションリテラシーは、プログラム履修を通じて出会った大小様々な活動団
体が、活動の内部に閉じずに外へと伝えたいこと伝えるべきことを開いていく様子を見せ
てもらい、その過程に参加していく中で体得された。対人コミュニケーションやそれに付
随する援助やケアは、所属する臨床哲学研究室の専門分野でもある。それらの学びを通じ
て、研究者とは何らかの言葉になっていない主張を代弁する立場にあるのではなく、すで
に相手の側から開かれ発せられていることを聞き取る立場にいて、そこから思考や研究や
実践を始めることは可能なこと、私自身はその立場で今後もコミュニケーションを作って
いきたいことを自覚することができた。
プログラム履修を自らの研究活動に接続したり、活かそうとしたりするかどうかは履修
生それぞれの自由であると思う。しかし、以上に記したことは５年間に凝縮された、あま
りにも忙しかった学びの、意図せざる結果であり、それらは形を変えて私のこれからの道
行きを支えたり、指標となったりするだろう。多文化共生を知り、そこにこだわろうとす
る種をもらったのだから、今後はその根を深め、枝葉が徐々に広がるように育てていきた
いと思う。

3.

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

今後は、インクルージョンを探究する芸術活動が発展するような活動に身を置くことを
続けたいと考えている。具体的には、芸術機関やディレクターの決定を実際のプログラム
と接続させたり、行政の視点や公共性の視点、また芸術的なの視点からプログラムの方向
付けや修正を行う、制作型のドラマトゥルクとしての仕事の経験を積んでいきたい。また
実際に研究論文で取り組んだ視点で、アートプロジェクトや創作活動をいかに記録し、振
り返るかということをプロジェクトを作り上げる人々とともに考え、実践していきたい。
芸術の記録を確立していく際の課題は、文化芸術政策で盛んに叫ばれている芸術の評価
指標づくりや PDCA サイクルの一つとして報告を作る視点に回収されず、独自の記録を
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いかに続けることができるかという点だろう。芸術の評価は重要であるが、博士論文で考
察したように、それは国家の想定する社会像を批判的に捉え返すことなく、芸術が社会に
寄与する側面を捉えようとする言説を作りがちになる。
助成金という制度と切り離せない日本における芸術活動が、財団や国家から独立した視
点を提供し、かつひろい意味での公的な支援、市民からの理解を得ることは芸術に関わる
人々にとっての課題である。プロジェクトの記録は、その独立性と公共性という両者の接
点になりうるのではないだろうか。
オリンピック、パラリンピックで盛り上がりを見せる文化による共生や社会包摂の言説
に回収されずに、時代を反映し、かつそこにクリティカルな視点を提供するような文化芸
術を育んでゆくために、芸術の実践家らや文化行政に携わる人々が自身の営みを振り替え
る作業がより必要になっている。研究で培った、誰の視点で話をし、聞くのか注意深く取
り組みを見つめる視点を活かして、その作業を支え、実際的なプロジェクトや芸術活動に
も還元していけるようこれからも努力するつもりである。実践家らと研究会を実施した
り、それを学術的な場所でも報告・振り替えったりということは続ける環境を作ろうと現
在模索中である。
こうした問題意識は、２年ほど行政が企画主体となったアートプロジェクトや、公共ホ
ールでのクリエーションに同行し、記録する中で、感じてきたことである。単なる業務遂
行の証拠としての報告書作成や、芸術のアーカイブという名の流行に乗って、活用方法が
不明のままに記録を残して置くことに疑問を感じ、担当者と話す中で徐々に記録の持つ多
義的な意味や可能性について思考することが可能となった。
私自身は、大学という権力組織に魅力を感じることがいまのところできず、教員ポスト
の獲得を目指しながら、非常勤を掛け持ちするなどして、ポスドクとして活動することは
考えていない。しかし、博士論文やプログラム履修で取り組んだことが、芸術に関わる新
たな意味や価値を作ろうとするときに活かされていくことを確信している。
芸術の世界で仕事を続けている人々は、専門家であるがゆえに、仲間内にだけ響く言葉
で語ったり、思考が限定されたりすることもあると感じてきた。そういう意味では、彼ら
はアカデミシャンとも共通の特徴を持っている。しかし、私の特徴は芸術関係の友人より
も、実際の社会課題に対する支援や研究を実施している人々の方が友人や尊敬できる先輩
として頭に浮かんでくることであり、それが専門性を一語で言い表せない私の混交性であ
り、独特の力であると思う。
これまで、大学という制度に守られて活動や研究をしてきたのも事実であり、4 月から
その支えなくどこまで進んでいけるのか、多少の不安もある。しかし、一度アカデミック
なものの外側から、仕事をし、言葉を紡ぎ、書くということを取り組んでみようと思う。
その成果を学んだ大学へと返しにきたときに、いかに受け止めてもらえるか報告すること
を楽しみに、今後の歩みを確実に進めていきたい。
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未来共生最終試験
プレゼンテーション

論文の内容

学位申請論文：ともにあることを実現する身体の表現

アートプロジェクトと呼ばれる、社会状況への問題
意識を持ち、多様な人々の参加を促す芸術活動にお
いて、他者との結びつきを作り出す行為＝表現する
身体を確認する。
その表現を通じていかに複数の他者がともにあるこ
とが実現するか。
→表現行為を通じてもたらされる社会包摂・インク
ルージョンとは？

−アートプロジェクトの記述を通じた考察から−
紹介を中心に

表現する身体の諸様相（行為・声・対話）は、個別
の身体を可視化する。身体の可視化は、他者や他者
との差異を引き受ける主体性をもたらす。

文学研究科小泉朝未

第1章

インクルージョン＝ともにあることの探究

• 社会包摂型アートプロジェクトの増加
• 芸術であることにより一時的に既存の規範や社会制度と異なる
システムを生み出す可能性がある⇔美的評価の定まらなさ
• 文化芸術振興基本法第３次方針（2011年制定）「文化芸術の
社会包摂機能」＋「社会的必要性に基づく戦略的な投資」
• 社会包摂の成果を明らかにしようとする際の問題：誰が想定す
る社会なのか？
• 差異を持つ人々が関係性を作り出す探究のプロセスを把握する。
プロジェクトを共同のものとしていく、「ともにある」関係づ
くりから社会の諸制度への変化も起こりうる
• （cf. インクルーシヴ・リサーチの実践）
第2章

プロジェクトの時間経験とその記述
第３ー５章
各プロジェクトの考察

身体の表現の考察

第三章 主体性の見える位置
取り：コミュニティダンス
を利用したつながるポーズ
の撮影プロジェクト

第四章 声がひらく私たち
のあいだ：
ハワイ・詩の朗読パフォー
マンスSpoken Word
Poetryの創作過程

第五章 他者への信頼から
生まれる私：多文化共生プ
ロジェクトにおける対話と
即興舞踊

終章：身体的表現
とともにあること
がもたらす主体性

作品への反映
街が重視する多
文化共生の可視
化
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• 三章：岩手県大船渡市 震災復興期に商
売を再開しようとする人々と接点を作る
べく行われた写真撮影プロジェクト。
アーティストはコミュニティダンスの専
門家。
• 四章：ハワイ・マウイ島の中学校 自分
自身のルーツや経験を詩にして読み上げ
るパフォーマンスをするプロジェクト。
Spoken Word Poetryの詩人が創作の
場へと参加を促す。
• 五章：京都市東九条地域 在日コリアン
らが集住する地域の高齢者福祉施設で対
話し、地域や高齢者らの文化を発見し、
舞台作品を作ったプロジェクト。コンテ
ンポラリーダンスの演出家によるもの。

§ 芸術や身体表現のテーマ：普遍性≒特権性

多文化コンピ
テンシーと
博士論文

§ 表現を通じた倫理的関係の探究、特定の
人々を排除、不可視化する社会構造の構成
や構造の変容可能性についてまで思考を広
げること
→意図せざるプログラム履修の成果

• 例えば
• 政策リテラシー：政策の言葉を読み込む必要性、活動発展の契機に。
• 多言語リテラシー：狭義の外国語習得のことだけを意味するのではない。
使用者の文脈に応じたバリエーション （その不均衡）
• 調査リテラシー：自身の研究科でスタンダードな調査やその手法を相対化し、
学びなおす。
• コミュニケーションリテラシー：研究者とは何らかの言葉になっていない主張を
代弁する立場にあるのではなく、すでに相手の側から開かれ発せられていることを
聞き取る立場にいて、そこから思考や研究や実践を始められること。

§ 芸術創造の現場でプログラムの方向付けや
と記録を行う専門家？

§ 課題：助成財団や国家から独立した視点を

今後の展望と
課題

提供⇔公的な支援、市民からの理解を得る
こと

§ 研究の継続とポストの追求の分離
§ いかに細切れの要員にされずに、専門性を

＝違いを聞き取ること

活かした仕事を作っていけるか。
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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
令和

研究科・専攻
氏

名

2月

2日

言語文化研究科言語文化専攻
木場安莉沙

博士論文題目

1.

2年

ディスコースの交錯にみる性的少数者と民族的少数者の集合的アイデンテ
ィティ―その多層性の解明と社会的理解に向けて―

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）〕

発表者は、相互行為を含む多様なメディアを対象としたディスコース分析を行い、性
的少数者や民族的少数者といった人々の集合的アイデンティティや、より個人的なレベ
ルで形成されるアイデンティティおよびその両者の相互関係を明らかにすることを目的
として研究を遂行してきた。これまでに国内外でフィールドワークやインタビューを行
ったほか、映画やテレビ番組といったデータを取り扱い分析している。国内では 10 人 11
組、国外（米国）では 26 人 23 組（同じ人物へのフォローアップインタビュー含む）か
らインタビューデータを収集している。
こうした調査の結果から、アイデンティティ構築には社会・文化的知識のようなイン
タビューの場を超えたより大きな社会的文脈における要因と、対話相手の社会的属性の
ようなインタビューの場に限定されるより小さな文脈における要因が関連しており、多
層的に構築されることが分かった。米国におけるアジア系性的少数者を中心とする団体
への参与観察やメンバーへのインタビューからは、アジア系アメリカ人や性的少数者へ
の排除が日本人強制収容所と関連づけて語られるなど米国の歴史的文脈の中で捉えら
れ、また、大統領令による入国制限といった近年の社会／政治的文脈の中で、様々な民
族や性的アイデンティティを持つ人々への排除と関連づけて捉えられていることが分か
った。こうしたディスコースは複数のメンバーに共通して見られ、団体の集合的アイデ
ンティティとして保持され団体の維持に寄与していることが示唆された。
具体的には、「1. 異なるレベル（集合的／個人的）のアイデンティティに、ディスコ
ースはどのように作用するのか。2. アイデンティティの多層性や、そのリソースとなる
ディスコースの交錯性はどのように相互作用するのか。3. 日米社会において少数者は
どのようなストラテジーでもってアイデンティティを獲得・展開・交渉し、それを変容
を生き抜くための資源としているのか。」という３つのリサーチクエスチョンを立てた
が、これらに対する暫定的な解は以下のようになる。
リサーチクエスチョン 1 について：

日系人強制収容が戦後から現在に至るまでの日

系人に対する差別・排除を象徴する shared meaning として多様な人々にアクセス可能
なリソースとなっているように、“Japanese”アイデンティティも言語や文化の継承、
戦争に関するファミリーヒストリーなどから交渉され、集合としての“Japanese”より
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も多様で複雑な個人の民族的アイデンティティ構築を可能にする。ディスコースは集合
的アイデンティティを形成しある程度スキーマ的なメンバーシップを定着させるもの
の、スキーマに該当しない個人がメンバーシップを交渉したり、多層的なディスコース
をアイデンティティ構築の場に持ち込むことによって、スキーマ的に共有されたアイデ
ンティティよりも多様で複合的なアイデンティティ構築が可能となる。リサーチクエス
チョン 2 について：

性的ディスコースと民族的ディスコースが交錯することにより、

そのどちらかのアイデンティティの希求が妨げられる場合もあれば、両者の結びつきが
促進される場合もある。ある民族的アイデンティティがある性的アイデンティティと両
立せず、どちらかがもう片方の希求を妨げるアイデンティティとして構築されることも
ある。一方、日系アメリカ人の強制収容ディスコースが性的少数者の排除の経験と結び
つけられるなど、
「自己」と「他者」の融合に寄与することもある。このことは、その社
会における歴史や政治的動向がアイデンティティの多層性に影響する可能性をも示して
いる。リサーチクエスチョン 3 について：

日本での調査では、集合的に共有されたス

キーマは後景化され、性的アイデンティティはより個人的なものとして構築される傾向
にあった。一方、日系アメリカ人の性的少数者は集合的アイデンティティを前景化する
傾向があった。アジア系アメリカ人が社会的・政治的・経済的な連帯の必要性から「汎
アジア系」というアイデンティティを採用してきたように、ベイエリアにおける「クィ
ア」アイデンティティ選択の背景にも連帯への志向性がある可能性がある。制度や他者
に対する自己の位置づけ・意味づけだけでなく、語り手による自分自身への位置づけ
（Bamberg 1997）もまた、アイデンティティの「はざま」に在る人々が交錯するディス
コースの中で自己の領域を同定し、複合的な自己を構築するのに必要であり、
「生きのび
る」
（黒木 2012）ために必要である。
「生きのびる」ことにもまた、集団として／個人と
して生きのびるという、集合／個人の 2 つのレベルが存在すると言える。
2.

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

博士論文の支柱となるサンフランシスコ市でのフィールドワークでは、港区での公共
サービスラーニング及びプロジェクトラーニング、東北でのフィールドワーク、海外イ
ンターンで培われた経験が活かされた（フィールドリテラシー）。特にサンフランシスコ
女性地位局でのインターンでは、後の調査に活かされる人脈を構築するとともに、調査
地となるサンフランシスコの社会的・文化的気風を知ることができた。特に、本研究は
インタビューで得たデータを基盤としていることから、東北でのインタビューの経験が
寄与するところが大きい。詳細な方法は異なるものの、インタビューデータの書き起こ
し作業も後の博士論文で応用される技能となった。また、エスノグラフィー的な側面を
持つフィールドワークでは、調査協力者と関係性を築き上げながら（あるいは築き上げ
てから）調査を行うことが必要となるが、公共サービスラーニング・プロジェクトラー
ニングといった多様な人々と協働してイベントや取り組みを完成させる試みの蓄積か
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ら、ベイエリアにおける多様な民族的／性的／宗教的アイデンティティを背景とする
人々と関わることができた。
海外インターンだけでなく、ロンドンやトロントでの研修で鍛えられた言語能力もフ
ィールドワークに活かすことができた（多言語リテラシー）。本研究では英語でインタビ
ューを遂行・分析する機会も多かったが、調査そのものだけではなく、協力者獲得や人
脈構築のため、複数の団体・組織のイベントに参加したり、様々な人々とプライベート
でも交遊したりコミュニケーションをとる必要があった。このような場面において、上
記の海外研修や東北でのフィールドワークの経験が基盤となり多様な人々や団体とコミ
ュニケーションをとることができた（コミュニケーションリテラシー、多言語リテラシ
ー）。これらのリテラシーはフィールドワークだけでなく、International Pragmatics
Conference や Sociolinguistics Symposium といった国際学会での発表や他の参加者と
の質疑応答、交流においても活かされた。インタビュー調査は海外だけでなく国内でも
行ったが、その際にも上記活動で育んだコミュニケーションリテラシーが調査の助けと
なった。
フィールドでの活動以外にも、博士論文や諸発表（口頭発表・論文）での分析に際し
ては講義や授業内での議論の経験から、ミクロな問題をマクロな視点から考察する、あ
るいは逆にマクロな問題をミクロに精査する観点や問題意識を持って取り組むことがで
きた（グローバルリテラシー）。例えば、日系アメリカ人や在米日本人が持つ“Japanese”
と関連したアイデンティティを分析する際に、第二次世界大戦や日本人強制収容、さら
にはそこから繋がる公民権運動、エスニックコミュニティといった歴史的・社会的文脈
からエスニックアイデンティティとしての共通意識が維持されていることは大きな意味
を持つ。これと同様に、そうしたディスコースや共有された意味（shared meaning）と
完全に切り離されることは無くとも個別に経験され構築される個人のアイデンティティ
については、相互行為から明らかにする必要がある。
研究手法としては、研究の目的や内容に最適な方法として修士課程在学時から一貫し
て質的分析（談話分析）を行い、インタビューの際には必ず同意書や誓約書を用いて個
人情報の扱いや研究の主旨・目的について調査協力者に説明を行っている（調査リテラ
シー）。このリテラシーについても上述の東北フィールドワークや講義の中で習得した。
本研究では政策提言のようなことはしていないが、狭義の政治だけではなく個人の経
験や社会活動に至るまで様々なレベルでのポリティクスを批判的に考察する技能を培う
ことができた（政策リテラシー）。例えば、日系・日本人の間でしばしば用いられる
“Japanese”というアイデンティティや、ベイエリアの性的少数者の間で用いられる
“queer”というアイデンティティが統合的な響きを持った時に、そのアイデンティテ
ィ・ポリティクスが個人にどのような影響を与えるかといったことが考察される必要が
ある。アイデンティティを集合的／個人的な側面がある構築的なものとして捉えた時、
集合的に形成されるアイデンティティやそれにまつわるポリティクスを批判的に分析す
る観点は本研究の主旨に適うものであり、有用である。
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。〕
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今後は大学教育に関わる上で（見込）、研究で得た知見を教育現場に還元することを目
指したい。発表者はサンフランシスコ市でのインターンシップや同市でのフィールドワ
ークで、英語でインタビューを行ったり立場を異にする人々とのコミュニケーションや
連携を行ってきた。これらの経験から得た知見を教育現場に持ち込むことで、学習者が
相対的な視点から物事を見る力が培われると考えている。日本社会において英語力の向
上が志向されるようになって久しいが、コミュニケーションには文法や辞書的意味に関
する知識だけではなく、社会的な知識や現実の相互行為の場で用いられる語用論的な技
術・知識が不可欠である。発表者はこの点に重きを置き、学習者が包括的なコミュニケ
ーション能力を向上させること、言語を学際的な観点から理解して社会的文脈からコミ
ュニケーションを捉えられるようになることを目指す。
更に、授業内だけではなく身近に起こる言語行動の中で学習者が多様な背景を持つ
人々とコミュニケーションをとれるようになることが発表者の目的である。このため、
多様な形態のメディアを分析した経験を活かした講義を行い、受講者にも多様な分析対
象を用いた議論や発表を行うよう奨励したいと考えている。このように主体的に多種多
様な背景を持つ他者やコミュニケーション形態について学ぶことで、自律性を培うだけ
でなく国際感覚の獲得もが達成される。
今後の研究の展開としては、アメリカでのフィールドワークにおいて新たな問題とし
て表出した少数者間の「連帯」ディスコースに着目してゆく。近年、アメリカにおいて
日系・日本人や性的少数者をめぐる問題はそれぞれシングル・イシューとして取り組ま
れるのではなく、異なる少数者集団間の「連帯」という文脈において語られ取り組まれ
る機会が増えた。発表者が行ったインタビューでもしばしば語り手によって「連帯」の
必要性が強調されており、
「連帯」は団体の政治的ディスコースにも個人的な語りにも共
有される、ベイエリアの少数者集団を考える上で重要なディスコースとなっている。
一方で、インタビューを行った性的少数者団体の参与者の中には、自身が所属するエ
スニックコミュニティへの意識と団体の方針との乖離や、そうした団体でしばしば戦略
的に用いられる性的アイデンティティ（“queer”など）には自己同一化できない／したく
ないという語りなど、少数者団体のディスコースが個人の性的／民族的アイデンティテ
ィと合致しないことを示す事例も見られた。このように、集合的なアイデンティティだ
けではなく個人の語りに見られるアイデンティティにも焦点を当て、集合的に形成され
るディスコースが個人のアイデンティティに与える影響を明らかにしつつ、異なる性的
／民族的アイデンティティを持つ人々が近年多用される「連帯」というディスコースを
どのように扱い影響を受けているか、またその結果から少数者間の「連帯」のあり方が
どのように目指されどのように修正されるべきであるかを解明することが今後の目的で
ある。
方法としては、これまで通り国内および国外でのインタビューやフィールドワークを
行い個人間相互行為の談話データを収集・分析するとともに、引き続きマスメディアの
ディスコース分析も行う。これまでの調査協力者はアジア系（特に日系）アメリカ人の
団体や個人が主であったが、彼／彼女らへの継続調査を行うとともに、より多様な民族
的・文化的ディスコースを持つ団体や個人にリーチアウトを行う。
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未来共生イノベータープログラム修了最終試験

ディスコースの交錯にみる性的少数者と
民族的少数者の集合的アイデンティティ
―その多層性の解明と社会的理解に向けて―
言語文化研究科言語文化専攻

木場安莉沙

1.1 序論
本研究の分析対象：日本や米国社会に生きる少数者（主に日本人・日
系人）のアイデンティティ
研究目的：排除や差別を受けて集合的に形成されるアイデンティティ
が個人のアイデンティティとの間にどのような相互作用を及ぼすのか
を近年の社会的動向と併せて考察し明らかにすること
具体的には、
• 上記対象者のアイデンティティがどのようなディスコースの交錯の
上に成り立っているか
• 社会集団が持つ集合的ディスコースと、そこに属する個人のアイデ
ンティティとの重なりおよび乖離
• 他集団や同集団内の他者に対する、あるいは自己に対する再帰的な
他者性の構築
• 多様な社会的ディスコースの交錯の結果として個人のアイデンティ
ティがどのように表れるのか を考察してゆく。

•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

序論
先行研究と課題
課題と目的
本研究における分析の枠組み
データ分析
分析結果まとめ
総合考察
結論

1.2 先行研究と課題
• メディアにおける性的ディスコースの再生産（マリィ 2013、正木
ら 2017、吉川 2017など）
• NHK Online（2015）による意識調査：友人が同性愛者だった場合
に「抵抗がある」と答えた人の割合は、男性同性愛者の場合で
53.2%、女性同性愛者の場合で50.4%
→メディアでの性的ディスコースおよび性的少数者の表象や、人々
の意識には変化も見られる。一方で形態を変えて温存される差別や、
現実に起こっている問題には上記の意識調査や研究との乖離もある。
• Van Dijk（1993）：支配やパワーの再生産は多様なディスコース
様式を通してなされる
• Kiesling（2006）：支配／従属関係やそれにまつわるディスコース
は異なる「声」によって再生産されることで強化される

1.2 先行研究と課題

1.3 課題と目的

• 日系アメリカ人のアイデンティティやエスニシティ：竹沢
（1994）、野崎（2007）、黒木（2006）、宮崎（2004）、藤原
（2016）など
→世代やジェンダー、自身や家族の収容経験に基づく差異
• 日本人長期滞在者が持つ上記アイデンティティ：田中（2008、
2014）、南川（2005）、宮内（2011）など
→「日本人であること」は、国籍としての自明性を伴いつつも、さ
まざまなかたちで再解釈される（南川 2005）
• その他エスニック集団との関係における日系・日本人の位置づけ：
Ishii-Kuntz（1997）、Alim（2010）、J・Y・Kim（1999）、C・
J・Kim（1999）、Tawaら（2013）など
→アジア系が受ける二重の排除（double elision）や「モデル・マイ
ノリティ」神話、「アジア系」としての差別的な同一視がある一方
での戦略的連帯

先行研究における課題と不足：性的少数者のアイデンティティの多
層性に関する考察やそれへの質的分析の不足
→民族的／宗教的アイデンティティなどの看過、多層的な生を生き
る「個」としての性的少数者に対する見方の不足
→性的少数者間に生じる排除の問題、個々の社会や歴史の中で動的
に構築されるアイデンティティへの議論不足
• セジウィック（1999）：セクシュアリティのいくつかの側面は、
人種や階級の相違または類似性に結びついている可能性がある
本研究の課題と目的：個人のアイデンティティへの集中、グループ
としてのアイデンティティを形成する類型的なストーリーやスキー
マの分析不足
• De Fina（2006）：アイデンティティには集合的な側面と個人的な
側面があり、個人的なストーリーから類型化し得るアイデンティ
ティ・スキーマは帰属集団のグループ・アイデンティティとしてよ
りグローバルに概念化される

1.4 本研究における分析の枠組み

1.5 データ分析

研究手法：ディスコース分析
• van Dijk（1993）：支配の再生産プロセスにはディスコースの異なる「様
式」が包含される
• フーコー（1986）：ディスコースは力関係の場における戦術的な要素と
しての働きを持つ
• イェルガコポロ（2003）：ナラティブは語り手の社会的アイデンティ
ティと自己意識に踏み込むための特別な構造、システム、あるいは様式で
ある
リサーチクエスチョン：
1. 異なるレベル（集合的／個人的）のアイデンティティに、ディスコースは
どのように作用するのか。
2. アイデンティティの多層性や、そのリソースとなるディスコースの交錯性
はどのように相互作用するのか。
3. 日米社会において少数者はどのようなストラテジーでアイデンティティを
獲得・展開・交渉し、変容を生き抜くための資源としているのか。
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データ：国内で10人11組、米国（ベイエリア）では26人23組（同じ
人物へのフォローアップインタビュー含む）
調査対象者の分類：
①日本で生活する日本人性的少数者
②日本で生活する性的／民族的少数者（「外国人」性的少数者）
③在米日本人・日系アメリカ人（性的多数者）
④日系アメリカ人の性的少数者
• ①②での共通点：カミングアウトに関連したヘテロノーマティヴィ
ティ、性的少数者コミュニティにおけるレズビアンの不可視性とバ
イフォビア、ゲイコミュニティやレズビアンコミュニティにおける
軋轢の経験
• ②のみに見られた語り：エスニシティや文化を要因として経験され
た差異

1.5 データ分析

1.6 分析結果まとめ

• ③④での共通点
→日系人強制収容は旧日系の経験として共有されており、また収容そ
のものだけではなく、戦後から現在に至るまでの日系・日本人に対す
る差別や排除を象徴するshared meaning（Schiff and Noy 2006）
の役割を果たしている
→Japanese-nessには心的尺度があり、それを基に（自己）他者化
がなされる
• ④に見られた語り
→クィア・アイデンティティはその使用者に様々な年代や性的アイデ
ンティティが認められるものの、政治的限定性を帯びる
→クィア・アイデンティティの白人中心性

• ①②の対象者は集合的に、規範的なアイデンティティに対して非規
範的／少数者としてのアイデンティティを持ち、語りの中でそのよ
うに自己を構築していた。ただし、このスキーマは性的少数者間の
差異・階層化が発現すると後景化し、性的アイデンティティは「性
的少数者」という集合的なものとしてよりも、個人的なものとして
立ち現れる方が多かった。
• 日系人強制収容、Japanese-ness、「アジア系」をめぐるディス
コースは多様な民族的アイデンティティの交渉を可能にするリソー
スとなり、集合的アイデンティティの構築に寄与していた。
• 強制収容やJapanese-nessといったディスコースは、性的少数者
の経験と重なるものとしても、性的アイデンティティの獲得を制限
するものとしてもナラティブに取り入れられ、いずれもその場・そ
の時において選び取られるものとして構築されていた。
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1.7 総合考察

1.8 結論

リサーチクエスチョン1への解：
• ディスコースは集合的アイデンティティを形成しスキーマ的なメン
バーシップを定着させるものの、スキーマに該当しない個人がメン
バーシップを交渉したり、多層的なディスコースをアイデンティ
ティ構築の場に持ち込むことによって、より多様で複合的なアイデ
ンティティ構築が可能となる。
リサーチクエスチョン2への解：
• 性的ディスコースと民族的ディスコースが交錯することにより、そ
のどちらかのアイデンティティの希求が妨げられる場合もあれば、
両者の結びつきが促進される場合もある。
リサーチクエスチョン3への解：
• 場面や相手によって性的／民族的アイデンティティの説明を変えた
り、法的書類の種類に応じて女性名／男性名の選択を変えるなど。
• また制度や他者に対する説明以外にも、自分自身に対する自己の位
置づけ（Bamberg 1997）を語りの場で構築的に行っている。

• クィアネスへのアクセスには文化的背景やレイシズムから不
均衡が生じており、日米双方において、クィアコミュニティ
内での少数者へのアプローチには課題がある。
• 日系アメリカ人のような民族的少数者集団においては強制収
容といったアイコンや比較的強固な集合的アイデンティティ
が存在し、それを中心的アイデンティティとして他者集団へ
のアプローチがなされている一方、そのような「他者」が既
に集団内部に存在することへの意識およびアプローチには課
題がある。

2. 多文化コンピテンシーと博士論文との関連

2. 多文化コンピテンシーと博士論文との関連

コミュニケーションリテラシー
政策リテラシー
・講義
・インターン（日）
・インターン（米）

多言語リテラシー
グローバルリテラシー
・海外研修
・インターン（米）

・インターン（日）
・インターン（米）
・東北インタビュー

3. 今後の課題と展望
研究から得た知見を教育現場に還元
学習者が、
• 相対的な視点から物事を見る力
• 包括的なコミュニケーション能力
• 言語を学際的な観点から理解し、社会的文脈からコミュニケーショ
ンを捉える能力
を身に着けることを目指す
研究の継続
• 国内外での新規／継続調査
• 少数者間の「連帯」ディスコース
• 英語学習者のアイデンティティ
• 英語教育に関するディスコース

多言語リテラシー
グローバルリテラシー
政策リテラシー
・講義
・インターン（日）
・インターン（米）

フィールドリテラシー
調査リテラシー
・講義
・東北インタビュー

国際学会

コミュニケーションリテラシー
考察

分析

・海外研修
・インターン（米）
SFフィールドワーク

フィールドリテラシー
調査リテラシー

・講義
・東北インタビュー

・インターン（日）
・インターン（米）
・東北インタビュー
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人間科学研究科・人間科学専攻
坂口恵莉

博士論文題目

1.

２年

原発事故被害・被災と制度

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

本博士論文は、社会学の領域から、２０１１年東日本大震災を背景に生じた東京電力福島第一
原子力発電所の事故被害・被災経験と制度の関連について考察するものである。博士論文では
具体的に次の問い、「２０１１年東京電力福島第一原子力発電所における事故被害を社会はどの
ように構成してきたのか」について検討する。主な手法は質的調査とそのデータ分析である。本博
士論文では、具体的な調査対象として、区域外避難者に焦点を当てる。
本博士論文のいう区域外避難者とは、「２０１１年事故発生以降、政府による避難指示の対象と
ならなかった地域から避難する人たち」のことを指す。なぜ、本博士論文はこれら主体に焦点を絞
るのか。
区域外避難者（およびその帰還者）は、２０１１年原発事故を背景に予期せず、日常生活に大き
な変化を経験した主体の１つである。一方で、避難指示区域外から避難する主体は通常、「自主
避難者」と呼ばれてきた。「自主避難者」の文言が暗示する通り、区域外避難者は「自主的」な判
断を起点とする存在であり、そのため避難や帰結に伴う経験は個々人の責任に帰する、とされる
傾向が見受けられてきた。法的にも社会的にも、である。本博士論文は、このことに批判的検討を
加える立場をとる※。
過去の甚大な公害・人災現象を扱う研究はこれまでに、そのようなカタストロフィを経験した社会
が後に、「被害」と「救済されるべき対象」を、そこに誰もとりこぼさない慎重さをもって設定するば
かりではないことを指摘してきた。２０１１年原発事故に関する現状や、先行研究を読む折、このこ
とを念頭に置いておくことは重要である。既に、２０１１年原発事故が「構造災」であることは言われ
て久しい（松本 2013）。さらに、辻内（2016）は、２０１１年人災を背景に「法・制度によって作られ
る新たな災害弱者」が生まれたことを指摘している。辻内は具体的に、その「法・制度によって作ら
れる新たな災害弱者」とは区域外避難者だと述べている。「構造災」（松本 2013）、「新たな災害
弱者」（辻内 2016）、「低認知被害」（清水 2018）。２０１１年原発事故に関するこれまでの先行研
究が提示してきたこれら概念は、「法制度から取りこぼされる被災経験・被害をいかにそのままに
しておかないか」という極めて重要なパースペクティブを示すものであり、本博士論文が２０１１年
原発事故の文脈において踏襲したい視座である。これが、本博士論文が区域外避難者に焦点を
絞る最たる理由である。
本博士論文では、原発事故にまつわる諸制度の分析と、それによって救済される対象に認めら
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れることなく生きてきた区域外避難者の過去９年間の生活世界を描き出すことに試みたい。具体
的な研究課題は以下の通りである。各研究課題を本博士論文の各章としておさめる予定である。
【研究課題／リサーチクエスチョン】
RQ１： 司法は過去９年間、「合理的な避難」をどのように定義してきたのか？
・

主に法学領域の文献レビューを行う。現在全国で行われている原発訴訟の内すでに判決が
出ているケースの要点を整理する。

RQ２： 社会は過去９年間、「合理的な避難」をどのように定義してきたのか？
・

過去９年間の Twitter の投稿を収集し、時系列、地点、内容の分析を行う。

RQ３： 事故発生後の９年間において、区域外避難者の「避難」はどのように変遷しているのか？
２０１４年、２０１９年〜２０２０年（継続中）に実施した個別面接インタビュー調査のデータを用いる。
データ分析に、グラウンデッドセオリーアプローチを分析手法に取り入れる。
本調査データは、インフォーマントが避難を開始した時期には２０１１年から２０１８年と幅があるこ
とを示している。次のガイドクエスチョンを設定し、分析を進める。
・

時間軸ごとにみた場合、各インフォーマントの避難動機に変遷はあるのであろうか？

・

事故発生から９年目を迎えようとしている今、「避難」と「移住」の境界線は、何によって、どの
ように構成されているのであろうか？

RQ４： 事故発生後の９年間において、区域外避難者を支える支援はどのように変遷しているの
か？
RQ と同調査データを用いる。データ分析に、KJ 法を取り入れる。次のガイドクエスチョンを設定
し、分析を進める。
・

避難プロセスにおいて、各インフォーマントにとってどのような支援利用が可能だったのか？
時間軸においた時、その支援に変遷は生じているのであろうか？
以上、本博士論文では前述の問題意識を背景に、「２０１１年東京電力福島第一原子力発電

所における事故被害を社会はどのように構成してきたのか」の問いを置く。この問いに対して、上
記４つの研究課題からアプローチする。原発事故関連の諸制度の整理と分析を進め、その上で
過去９年間の区域外避難者の生きてきた経験（lived experiences）から成る生活世界を描き出す
ことに試みたい。
※本博士論文は、前述「自主避難者」が含むニュアンスと一定の距離を置くために、あえて区域外避難者の用語を使用する。
—参考文献—
松本三和夫,2013, 「構造災と責任帰属」『環境社会学研究』（19）: 20-44.
清水奈名子, 2018, 「不可視化される低認知被害––栃木県を中心に」福島原発震災に関する研究フォーラム編『公開シンポジウム
「原発事故後７年目の課題を考える」報告書』宇都宮大学国際学部付属多文化公共圏センター・福島原発震災に関する研究フォ
ーラム: 5-17.
戸田典樹,2016,『福島原発事故漂流する自主避難者たち』明石書店．

第５章

履修生の選抜審査

135

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。〕

報告者の博士論文は、「２０１１年東京電力福島第一原子力発電所における事故被害を社会は
どのように構成してきたのか」を問う。ポスト３.１２以降、社会で展開される現状、生活者として抱い
た言語化できない「違和感」これらを学術的に紐解く試みへと報告者を後押ししたのは、本プログ
ラム内での企画であった。この事実を冒頭に記す。その上で以下、多文化コンピテンシーと本博
士論文の関連について述べる。
◉「多言語リテラシー」
報 告 者 に と っ て 、 「 ト ロ ン ト 研 修 」 （ カ ナ ダ ： ト ロ ン ト 大 学 ） 、 「 Disaster Management and
Humanitarian Action」（インドネシア：ガジャマダ大学）、「未来共生英語科目」は、アカデミア領域
議論における英語運用スキルを強化するありがたい機会であった。そして、このことは、博士論文
執筆の過程での、バーミンガム大学研究者との共同研究、共同学会発表（英語）の実現に大きく
寄与したと捉えている。
本プログラムのカリキュラムを通じて、報告者は、「多言語リテラシー」は、一言語内部での幅・奥
行きを広げることもその射程に含むのではないかと考えるようになった。すなわち、言語の数を増
やすことはその目的ではなく（もちろん通過点ではあるが）、「社会の複雑性を語る視座と言葉を
広 げ る こ と 」 も 含 む の で は な い か 。 も し そ う で あ れ ば 、 特 に 、 「 Disaster Management and
Humanitarian Action」（インドネシア：ガジャマダ大学）、「東北フィールドワーク」、「プロジェクトラ
ーニング」、「トロント研修」、「多様性教育」の機会は、報告者の「社会内部の複雑性を語るための
視座と言葉」拡張をもたらす経験であった。その位相においても、「多言語リテラシー」は、後述の
「調査リテラシー」、「フィールドリテラシー」、「コミュニケーションリテラシー」強化とその過程を共有
し、相乗する形で、本博士論文の視座と調査過程に大いに影響を与えている。
◉「調査リテラシー」、「フィールドリテラシー」、「コミュニケーションリテラシー」
本博士論文は、主に質的調査データを基に執筆される。博論執筆に至る全過程において「調
査リテラシー」、「フィールドリテラシー」、「コミュニケーションリテラシー」は欠かせない。これらのリ
テラシーがそもそも「体得できる」ものなのかどうか、よくわからない。少なくとも、「調査リテラシ
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」に固定的な「正解」など存在しないこ
とについては、体得できた。報告者にとっての課題であり、立ち返る点は、調査協力者に、ご本人
らの時間、ご本人そのものとも言える彼ら彼女らの語りを調査研究者に共有、ある意味投資しても
良いと選択頂けるか否か。両者間に共通の目的を見出せるか否か。これらを織り成す過程を調査
協力者と調査者が共に歩み続けられるか否か、だと現段階で思っている。今から既に５年以上も
前の出来事になるが、志水宏吉先生が初年度「公共サービスラーニング」報告会にて本プログラ
ム１期生に向けておっしゃったこと、「究極、この人と仕事をしたいと思ってもらえるかどうかだ」の
意味が、今となってじわじわと報告者に染みてきている。「現場における調査者/研究者は何者
か？何者であれば、現場に役に立てるのか？」この問いは、本博士論文執筆に至る過程と背景
に、あり続けている葛藤とも呼べる問いである。所属研究科での営みはもちろんであるが、同様の
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葛藤と問いは「東北フィールドワーク」ならびに「プロジェクトラーニング」で受け入れて頂いた岩手
県野田村での時間から育まれたものでもある。自身の研究活動のフィールドと、本プログラムを通
じて関わらせて頂いたフィールドは、場所は違うが、同質の葛藤／問いと向き合う場と空間を与え
てくれた。これらを往来しながら、書き始めるに至った１つのものが、報告者の博士論文である。
◉「政策リテラシー」
「政策リテラシー」は、現実と政策との距離感の把捉を標榜する。本プログラムは、多岐にわたる
専門領域の履修生・教員と相互作用の場であった。それは、ミクロレベルの事象に関心を向けが
ちな報告者にとって、マクロレベルへとより視点を引き上げ、双方を往来する良き訓練の場でもあ
った。この経験は、報告者の博士論文の着眼点（「制度論」）として織り上げられている。一方で、
報告者の「政策リテラシー」は、「課題解決に向けて状況の批判的吟味と建設的改革案の提示を
可能とする力」には至っていない。「伸びしろ」と呼ぶには大きすぎる政策リテラシーの余白が目
立つのが現状である。
◉「グローバルリテラシー」
「グローバルリテラシー」の定義は、「世界のさまざまな現象を地球規模の視点から理解し、グロ
ーバル市民としての態度・志向性をもち、具体的な行動を組織していける力」。壮大過ぎるリテラ
シーであり、率直に、報告者はこれが標榜する足元にも及んでいないと省みる。学術的な「概念」
は、とてもパワフルなツールである。社会を視る折の、視座・視点・視野を定めるサーチライトとして
機能する。このツールを手掛かり、足掛かりに、その視野の範囲を拡張できるよう志したい。
◉「コミュニケーションリテラシー」
最後に、「コミュニケーションリテラシー」について特化して省みる。報告者は、本プログラムのカ
リキュラムを通じて量の面、質の面どちらにおいても大きなインプットを得た。報告者は、これらイン
プットを、どれほどのアウトプットに変換することができたのか。例に、博士論文はもっとも可視化さ
れた体現物の１つである。率直に、報告者は今までの時間期限内に十分なアウトプットへと結び
つけることは出来ていない。
本プログラム履修の最中、出産を挟んだとはいえ、報告者の博士論文の執筆、その他アウトプッ
トは遅発している。その主要因は２つある（と漸く言語化できるに至った。）１つ目は、「問い」の大
きさを測り誤ったこと。履修期間中（そしてこれまでの大学院生活において）、「共生とは何か？」、
「この研究は何の役に立つのか？」と、終始壮大過ぎる「問い」と自分との距離感を測りきれず、穴
にはまった。２つ目は、「対立」への踏み込めなさ。本プログラム履修期間を振り返ると、多岐に渡
る専門領域の履修生が集う特性もあり、本プログラムの場空間で、意見や知見の衝突は常であっ
た。また、博士論文の研究テーマも議論の絶えないテーマの１つであることは確かだ。過去７年
間、報告者はどちらともの各々の環境下にて自分の意見や知見を表出する方法とその回路を見
出せないまま時間を過ごしてしまった。今となっては、大きな「問い」には、適切な問いと仮説を設
定し、検証プロセスを通じて接近していけばよかったと振り返る。そして、「対立」については、諦め
て踏み込むしかなかったし、「対立」そのものは決して悪いものではない。「コミュニケーションリテ
ラシー」においる顕在課題を、博士論文を書きあげる過程で１つずつ乗り越えていきたい。
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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。〕

報告者は、人の生活に解をつくっていくことに携わりたいと思っている。それを仕事としてどのよ
うな形、内容で成り立つのか、成り立たせたいのかあまり定かではないが、これは今後のキャリアを
築いていく上での１つの指針にしたいと思っている。
アカデミアの領域には、学術的な概念という非常にパワフルなツールがある。このツールは、時
に状況を視る１つの視座を提供するサーチライトとなり得、時に人をエンパワーし得る。一方で、
研究者の「論じる」という行為には、今日を生きる人の生活に即効性をもって作用しにくい傾向が
ある現状も１つ事実ではないかと、大学院生活を通じて大いに悩んだ。同時に矛盾するようでは
あるが、同じ時間軸の中で、報告者本人生活者として、学術的な概念が切り開くパースペクティブ
に救われるという経験も複数回あった。
今後の職業選択においては、論じることに１つのアンカーに置きつつ、より人の生活の場へと接
近していきたいと思っている。その術や回路の確立を継続していきたい。
論じ・描くということ、手を動かしながら今の状況を改善していくということ。両者の距離感を肌で
学ぶ機会をくださった、NPO 法人＋アーツ（公共サービスラーニング受入機関）、ICET（海外イン
ターンシップ受入機関）、株式会社ボーダレス代表取締役副社長鈴木雅剛氏（「フィールド・ラー
ニング」関連での自主企画講座講師）に記して感謝申し上げたい。
上記展望に近づくための報告者の直近の課題は、遅ればせながらも「自分の足場を整えるこ
と」かと思う。まずはインフォーマントの方々との共著といって過言でもない、博士論文を書き上げ
たい。同時に、労働市場で組織の一員としてしっかり働く経験を積み重ねていきたい。
今後の人生という時間軸を置いたとき、何が自分の A 面で B 面なのか、A 面で B 面になってい
くのか、現時点では報告者本人も明確にはよくわかっていない。ただ、指針をもって、出来ること
を積み重ねていきたい。社会学者のマートンは、個人は「地位役割セット」の総和だ、と述べる。５
年後、１０年後、どのような「地位役割セット」の総和になっているのだろうか。これまで培ってきたも
のを足元に。今後の展望をコンパスとアンカーにしながら、１つ１つ選択していきたいと思ってい
る。
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０： 本発表の構成

本発表の流れ
２０１９年度

１

博士論文の内容

２

多分化コンピテンシーと博士論文の関連

３

今後の課題と展望

プログラム修了最終試験プレゼンテーション審査
坂口恵莉
１期生
人間科学研究科
２０２０年２月１８日（火）
於 大阪大学人間科学研究科５Fキャノピーホール

1

2

１： 博士論文（１／８）

題目：

１： 博士論文（２／８）

背景と問題意識（１／３）

「原発避難」定義をめぐるポリティクス
◼️博士論文の問い◼️

東日本大震災という複合災害3.11と3.12
（仁平2013）

「２０１１年東京電力福島第一原子力発電所を
事故を背景とする

▶ ▶ ▶ 3.12
a. 原子炉の収束
b. 拡散された放射性物質による低線量被ばく
の問題。予防原則。
区域外避難者
・トランスサイエンスな問題(中村編2013)
→複雑さを極めている原発避難者の全体像

predominantな『原発避難』定義は、
区域外避難者たちにどのような
生きられた経験（lived experiences）と、
strategiesを生んでいるのか」

（山下2012;関西学院大学災害復興研究所ほか2015;辻内・増田2019）
3

4

１： 博士論文（３／８）

１： 博士論文（４／８）

背景と問題意識（２／３）

背景と問題意識（３／３）

▶ ▶ ▶ なぜ区域外避難者に焦点を当てる？

「放射性物質拡散による低線量被ばくのイ
シューを内包する社会」が生み出してきた社会
構造を可視化することの営為、なのではない
か？◀ ◀ ◀

・過去の研究にみる「被害」と「救済されるべき対
象」の境界線をめぐる軋轢
（Gilber and Ponder2013；除本2017）

・原発事故被災者・被害者をとりまく「構造的暴力
(structural violence)」と「社会的虐待(social abuse)」
（辻内2017;辻内・増田2019 ）

・「自主避難者」という「法・制度によって作られる新
たな災害弱者」（辻内2016: 27）

法制度から取りこぼされる被災経験・被害を、いか
にそのままにしておかないか（松本2013; 原口2013; 戸田
2016; 辻内2016; 2017;除本2017清水2018）という極めて重要な
パースペクティブの踏襲。

5

6

１： 博士論文（５／８）

◼ ️博士論文の問い◼️
「２０１１年東京電力福島第一原子力発電所を事故を背景とする
predominantな『原発避難』定義は、区域外避難者たちにどのような
生きられた経験（lived experiences）と、strategiesを生んでいるのか」
空間

Predominantな
定義

法が定める定義

RQ１

メディア空間における定義

RQ２

区域外避難者

RQ３
RQ４

１： 博士論文（６／８）

RQ1
司法は過去９年間、「合理的な避難」をどのよう
に定義してきたのか？
2016年時点、全国１７都道府県での原発訴訟（高橋・小池2019）
方法：文献レビュー。

RQ2

行政

メディア空間は、過去９年間、「原発避難」をど
のように定義してきたのか？

RQ４

見田（1963）新聞記事の内容分析。樋口（2011）。
避難先

方法：計量テキスト分析。
時間

7

8

１： 博士論文（７／８）

１： 博士論文（８／８）

RQ３

参考文献

事故発生後９年間において、区域外避難者の
「原発避難」はどのように変遷しているのか？

•
•
•
•
•
•
•
•

方法：個別面接インタビュー

RQ４

•
•
•

事故発生後９年間、「原発避難」は避難先地域で
どのように定義されてきたのか。区域外避難者た
ちはそのことにどう受忍/対抗してきたのか？

•
•
•
•

方法：個別面接インタビュー

Gilber E. and Ponder C., 2013,”Between tragedy and farce” Antipade46(2): 404-425.
原口弥生,2013, 「低認知被災地における市民活動の現在と課題」『平和研究』(40): 9-30.
樋口耕一,2011,「現代における全国紙の内容分析の有効性」『行動計量学』38(1): 1-12.
関西学院大学災害復興制度研究所・東日本大震災支援全国ネットワーク・福島の子どもたちを守
る法律家ネットワーク編，2015，『原発避難白書』人文書院．
松本三和夫,2013, 「構造災と責任帰属」『環境社会学研究』（19）: 20-44.
見田宗介,1963, 「現代における不幸の諸類型」北川隆吉編『現代社会学講座VI』有斐閣： 21-72.
仁平典宏,2013，「散乱するモデルの中にたたずむ」『理論と方法』（28）2: 247-268.
清水奈名子, 2018, 「不可視化される低認知被害––栃木県を中心に」福島原発震災に関する研究
フォーラム編『公開シンポジウム 「原発事故後７年目の課題を考える」報告書』宇都宮大学国際
学部付属多文化公共圏センター・福島原発震災に関する研究フォーラム: 5-17.
高橋若菜・小池由佳,2019,「原発避難生活史：山形編（１）事故から本避難に至る道」『宇都宮大学
国際学部研究論集』(48): 58-80.
戸田典樹,2016,『福島原発事故漂流する自主避難者たち』明石書店．
辻内琢也,2016, 「大規模調査からみる自主避難者の特徴」戸田典樹編, 『福島原発事故漂流する
自主避難者たち』明石書店:27-64.
ーーーー, 2017, 「原発災害が被災住民にもたらした精神的影響」『学術の動向』（22)4: 8-13.
辻内琢也・増田和高, 2019,『フクシマの医療人類学』遺見書房.
山下祐介，2012，「東日本大震災と原発避難」山下祐介・開沼博編『「原発避難」論』明石書店:
19-58．
除本理史,2017, 「第６章曖昧にされる被害補償の責任––福島と水俣の共通性」花田昌宣・久保田
好生編『いま何が問われているか』: 147-163.
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２： コンピテンシー（１／４）

多言語リテラシー

多言語リテラシー
・「トロント研修」（カナダ：トロント大学）
・”Disaster Management and
Humanitarian Action” （インドネシア：ガ
ジャマダ大学）
・「未来共生英語科目」

アカデミア領域で
の
英語運用
スキル強化

→バーミンガム大学共同研究（２０１９年２月〜）
「社会の複雑性を語る視座と言葉を広げること」も含むのではないか？
11

・「東北フィールドワーク」 ・「公共サービスラーニング」
・「プロジェクトラーニング」
・「トロント研修」（カナダ：トロント大学）
・”Disaster Management and Humanitarian Action” （イン
ドネシア：ガジャマダ大学）
・「多様性教育」

調査協力者に「この調査者に自分の経験を投資してもいい」、と
思ってもらえるか？その過程を織り上げていくことなのでは・・
「何者であれば、現場に役に立てるのか？」

グローバル
リテラシー

多岐に渡る専門領域の履修
生・教員との相互作用

岩手県野田村

12

２： コンピテンシー（４／４）

２： コンピテンシー（３／４）

政策リテラシー

２： コンピテンシー（２／４）

調査リテラシー
フィールドリテラシー
コミュニケーションリテラシー

コミュニケーションリテラシー
Q： 本プログラムのカリキュラムを通じて得たインプットを、
どれほどのアウトプットに変換することができたのか？

ロンドン語学研修

▶ 博士論文遅発という結果
① 大きすぎる問いの設定

マクロ事象への
視点の引き上げ

（共生とは何か？）（この研究は何の役に立つのか？）

② 「対立」への踏み込めなさ

13

①適切な問いと仮説を設定。検証プロセスを通じてより大きな
問いへ接近すれば良い。
②諦めて踏み込むしかないし、
「対立」そのものは決して悪いことではない。

３： 今後の課題と展望（１／２）

人の生活に解をつくっていく、ということ
• アカデミアにおける学術的な概念というパワ
フルなツール
– 時にサーチライトとなり、時に人をエンパワーする

• 大学院在籍中の大きな悩み
• 学術的な概念に生活者として救われる経験

14

３： 今後の課題と展望（２／２）

自分の足場を整えること
•
•
•
•

博士論文提出（２０２０年１２月）
労働市場で組織の一員としてしっかり働く
術、の模索
RPDに応募する

NPO法人＋アーツ

論じ・描くこと ×
手を動かすということ

ICET
株式会社ボーダレス代表取締役副社長鈴木雅剛氏

15
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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
令和

研究科・専攻
氏

名

博士論文題目

1.

2

年

2

月

15

日

国際公共政策研究科
趙孝川
多国籍企業における日中間異文化コミュニケーション考察
―日本人は中国人上司をどうみるのか―

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）〕

研究背景
「改革開放」政策の一環として、中国は 1978 年以降、大量の外資企業を受け入れている。
一方、2003 年頃から中国企業の海外進出も急成長している（図１）。中国国家統計局による
と 2015 年時点で中国は対外直接投資額が日本を超えて、アメリカに次ぐ世界第 2 位の投資
国となった。
表１

中国の対外直接投資の推移

出典：『2016 度中国対外直接投資広報』（中国商務省）
これらの多国籍企業が中国本土と海外で成長したことにより、中国人管理職も年々増え
た。しかし、70％の中国海外投資は赤字で、損失額は 1,000 億ドル以上に達するという（Fu
＆Lin、2012）。中国企業の M＆A レポートによると、海外事業の失敗の原因は、戦略の失敗
（30％）、経営施策の試行錯誤（17％）と経営者の文化統合の失敗（53％）などが理由に挙げ
られ、そのうち、異なる文化を統合する能力が成功の鍵であると考えられている（Shen、2012;
Li＆Wu、2016）。
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問題意識
筆者は 2015 年から 2017 年にかけて、北京で世界最大の日系自動車会社の中国本部に勤め
たことがあり、異文化間コミュニケーションを行うことは毎日の仕事の一部といっても過言
ではなかった。当時一番印象深いのは、日本人部下は常に自分の意見を「はっきり言わない」
ことだった。逆に日本人からすれば、中国人上司はすべての市場環境と社内意見を把握せず
に、とりあえず結論を下すのは「暴論ではないか」との疑問を抱いた。例えば、
「中国市場に
電気自動車を導入すべきか」という議論は、予定していた 1 か月から半年間に長引いてしま
った。社内の皆が「やっぱり日本人と中国人では仕事のやり方が違うのだ」と嘆いたが、私
は原因がそう簡単ではないと思った。
そこで、日本と中国は同じ「漢字文化圏」に属しているし、中国人管理職である部長の日
本語は上手なのに、なぜ上記のようなコミュニケーション摩擦が常に発生するかという課題
について異文化の視点で考え始めた。
しかし、近年の多国籍企業に関する研究の多くは、経営戦略やホスト国への進入形態など
のマクロ視点に焦点を当てているようである（Buckley、Clegg、Cross、Liu、Voss＆Zheng、
2007; Zheng、Wei、Zhang、Yang、2016）。 異文化や組織内部といったミクロの視点で考察す
る研究が相対的に少ない（J. T. Li、Tsui、Weldon、2000）。また、多国籍企業において日中
間の異文化間コミュニケーションに関する研究では、ほとんど「日本人が上司、中国人は部
下」ということが前提になって行われている（片岡・三島、1997；佐々木・西田、2016；西
田 2016）このため、中国人が上司であることを前提とする、組織内の研究はまだすくないと
いえる。

論文の構成
本研究は、多国籍企業において日本人と中国人の異文化コミュニケーションに焦点を当て
る。具体的に中国人が日本人の上司である場合、どのようなコミュニケーション摩擦が発生
するのか、そして日本人は仕事の環境、中国人上司のリーダーシップと意思決定についてど
のように認識しているのかを考察するものである。
研究の背景と問題意識を序章で説明した上で、第 1 章では先行研究をレビューする。
Hofstede (2010)の 6 次元モデルに基づいて、組織と異文化の視点が考慮される「権力格差」
と「不確実性の回避」という概念を導入する。
第２章は文化を定義したうえで、中国文化の特性を説明する。さらに組織文化という視点
から日中文化をピラミッド型と家族型によりそれぞれ検討する。
第３章では、本論文の研究方法を説明する。インタビュー、観察と社内文書の分析を通じ
て 2 社の多国籍企業における日中間の異文化間コミュニケーションについて、定性的な調査
を行う。リサーチクエスチョンは下記のようになる：
１、

日本人社員は、中国人上司の意思決定の際に権力の使い方を
どのように認識しているのか。
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２、

日本人社員は、不確実性が高い職場で働くことに対してどのように
認識しているのか。

上記の質問をさらに具体化し、仮説を立てる。
第４章は調査結果に基づいて、前章で提示した仮説を検証するため、日中間の異文化間コ
ミュニケーション摩擦を整理し、その原因を探求する。
第５章では中国人上司のリーダーシップ、意思決定そして仕事の環境への日本人社員の認
識に焦点を当てて、彼らの評価結果を議論する。
最後には、本研究の結論を整理したうえで、多国籍企業における日中間の異文化間コミュ
ニケーションの改善策を提案し、職場における多文化共生に貢献しようとする。

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。〕

この 5 年間に、私は大学で多文化関する知識・理論を習得する以外に、大阪の小学校
やグローバル企業でのインターンシップ、そして海外短期訪問など、さまざまな実践を
通じて多文化コンピテンシーが鍛えられた。特に 未来共生プログラムでは、体系的な教育
課程がある一方で、私たちの即戦力の育成が重視された。したがって、この 5 年間に自分の
問題分析・解決力の向上を実感した。
その上で、6 つのリテラシーは下記のように博士論文の執筆に寄与された：
－ 多言語の習得 ：
大学とインターンシップで授業、文献収集、会議、交渉、報告書作成の際に、英語、中
国語と日本語を使用した。例えば、Bloomberg 社の英語レポートの整理、月報の日本語
版と中国語版の作成などにより語学力が向上した。論文を作成する際に、この三カ国を
文献資料調査や人物インタビューに自由に使うことにより、論文内容の豊たなかものに
なり、深まったといえる。
－ 「現地現物」のフィールドワークと調査 ：
野田村や大阪の外国人学校といった現場で実践する中で前、プログラムの先生から重要
な調査方法を習得できた。また、海外インターンシップでは中国の市場やマクロ環境を調査
するため、
上海、香港、深セン、東京などの現場において、人、情報、モノを調査し、現場活動能
力が磨かれた。これらの経験は博士論文の実証性に貢献される。
－ グローバル・ネットワークの作りとリサーチ能力の向上 ：
未来共生プログラムを通じて異なる文化背景を持つ方々とつながりが作り、日常の交流
によりリサーチ能力が向上した。まず学者たちや産業界や実践家たちとの交流機会が沢
山あった。また、海外インターンシップに日系企業の現地法人（日銀、ジェトロなど）
だけではなく、中国系、欧米系の自動車企業や研究機構にも定期的に訪問し、グローバ
ルな視点で研究調査能力が培われた。例えば、これから中国の経済リスクについて、日
系企業の研究者は悲観論を持つ人が多いが、欧米系の専門家は中国の政府は経済危機を
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避けられるリーダーシップを持つから短期的に中国経済は安定だと主張する。我々は、
両方の観点を参考にし、中国において今後、起きる可能性がある経済リスク（債務危機、
不動産バブルなど）を挙げ、大きな経済危機が発生する可能性は低いという結論を経営
層に報告した。
博士論文の研究対象である二社は、未来共生プログラムを履修する過程で構築したネッ
トワークを通じて紹介して貰った。
－ 多文化に関する政策の分析 ：
私たちは海外訪問の際に、アメリカ、イギリス、カナダなどの国の多文化政策を勉強し、
その政策の影響を地元の様々な組織で観察できた。そして中国で勤めた期間、私は中国
政府の最新重要政策の背景、内容、影響、有効性などを速報やレポートの形で分析した
それは学校で学んだ分析方法を用いて実践した。例えば、年１回の全人代、一人子政策
の廃止、不動産制限策、国有企業改革、イノベーション産業の促進策などは、中国経済、
さらに自動車市場にどのように影響するのかを分析し、報告会やメールで社内展開を行
った。
このような政策分析経験は、論文で多国籍企業における多文化政策を提案する上で多角
的な思考で考えることに貢献した。
－ 異文化間コミュニケーションの観察と参与 ：
未来共生プログラムのすべてのコースは、コミュニケーションで「他人の立場」はどう
だろうかという考え方が非常に重視される。そのため、私は異なる背景や意見を持つ
人々と付き合う時、
「我々の共通目標はなんだろうか」
「どのように進めば相手が納得で
きるのか」、「文化的な文脈に相違点があるのか」などの点も考える習慣が身に着いた。
この習慣は、博士論文で研究対象をインタビューするとき、客観的に相手の意見を理解
することに役立った。

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、「共生」という理念や実践経験を母国の学校や職場に導入したい。
具体的には、
１．今年、未来共生プログラムを通じて得た 5 年間の知識と経験を整理する。論文を執
筆しながら中国の教育関連産業に就職する。
２．２～３年後、多文化共生に関するカリキュラムを開発し、教育商品として中国の学
生たちと世界進出の企業に紹介し、中国人の異文化マネジメント能力の向上に貢献する。
３．5 年後、中国の異文化コミュニケーションＮＧＯを作り、中国の大衆と世界との交
流をより円滑・便利に促進する。
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大阪大学博士課程教育リーディングプログラム
未来共生イノベーター博士課程プログラム

プログラム修了最終報告書
2020 年

研究科・専攻
氏

名

2月

3日

人間科学研究科
仲田幸司えんりけ
Why Okinawan Languages Still Matter? A decolonial possibility of our

博士論文題目

diaspora as Worldwide Uchinaanchu
我した沖縄ぬ

1.

島々ぬ言葉

互げにうみはまてぃ

世界に知らさ

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）〕

2000 年頃から琉球諸語の言語復興の重要性がさかんに議論され、アカデミアのみな
らず沖縄県・沖縄県民を広く巻き込んだムーブメントが起きている。また、琉球諸語を
学びたい・何かしらの形で繋がっていたいという Umui(想い)は世界各地・日本に暮らす
ウチナーンチュ（沖縄人）も持っている。彼女・彼らにとっての琉球諸語は継承語の意
味合いを強く持つ。しかし、多くの場合その言語にアクセスできない状況が続いており、
「しかたない」という諦観する・自身の努力不足だと嘆くウチナーンチュも少なくない。
そこで私の博士論文では、ペルーのリマ、大阪の大正、沖縄の那覇という三つの地
域におけるウチナーンチュの社会的・集団的経験の語りを通して、ここまで強い言語へ
の愛着を持ちながらも学習に結びつかないのは何故か、もしアクセスを阻むものがある
とすればそれは何かを明らかにした上で、どのように琉球諸語の言語復興を達成してい
くのか提言する。
以下に博士論文の章立てを記載する。
序章：琉球諸語の言語復興研究における問題の所在と研究概要
第一部：世界のウチナーンチュの社会的排除・言語的葛藤に着目して
１章：三地域におけるウチナーンチュの歴史
２章：「ウチナーンチュ」というアイデンティティとは・「ち」に着目
３章：futuba(言葉)が紡ぐ/分かつ fanashi mungatai（話物語）
第二部：言語/無/政策

そこにある、無意識に働きかけるもの

１章：三地域における言語/無/政策
２章：ありんくりん方言札

交錯する視点・意志

見えざる自己規制の軛

３章：Decolonising washita chimugukuru 我々が我々であるために
終章：今後、琉球諸語の言語復興がどのように達成されるのか
RQ：リサーチクエスチョン
世界のウチナーンチュの社会的排除を生み出したメカニズムを解析すること。
そしてその克服とはどのように達成可能か。
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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。〕

本プログラムを履修する中で、多文化コンピテンシーを身につけるための仕組みがよ
くデザインされていると感じることが多々ありました。研究と実践との両輪を持つこと
の重要性が明確に示されており、コースワーク内での課題をこなしていけば自ずと多文
化コンピテンシー各項目の力が身につくようになっていると実感しています。
まず多言語に関して言及すると、プログラム 1 年次の多言語演習の授業によって、今
までに自分とは関わりが薄いと思っていた言語に対しても積極的にまずは関わってみる
という姿勢が身につきました。学部生の頃から多言語にまみれていた私ですが、更にハ
ードルが低くなったという実感があります。語学力に関して言えば、母親からの継承語
であるスペイン語に真剣に向き合い直すことができるようになりました。それもフィー
ルドを沖縄からペルーも射程に入れたこと、そしてプログラム三年次の海外インターン
シップでペルー共和国リマ市にある AOP(ペルー沖縄県人会)へ行き、ウチナーグチを教
えるという経験をしたこと・多くの繋がりを結びなおすことができたためです。そうし
た顔が浮かぶ繋がりが増えれば増えるほど、言語を学習する上で動機の維持がしやすく
なり、結果として私のスペイン語・英語・Uchinaaguchi 運用能力も向上し続けています。
次に調査リテラシーに関して、多様な教授陣とのつながりができ、複合的な視座を取り
入れる重要性に気づかされました。その上で自分の言いたいこと・重要だと感じること
を効果的に伝える方法を実践の中で学ぶことができました。また、具体的に言うと公共
サービスラーニングを通して当事者性を強く持つ人々との関わりが出たことにより、自
分自身の様々な当事者性により自覚的になることができ、積極的に研究に還元しようと
いう強い意志も生まれました。アクティビズムと研究とを往復しながら、社会的変化を
もたらすために自分に何ができるのか、どのような方法で人と対話をすれば一番効果的
かと自問する姿勢、発言の前に一歩踏みとどまり考えてみるという姿勢が身につきまし
た。つまり、対人コミュニケーションスキルが養成されたと感じています。
次に フィールド に関して、大阪の大正区にある関西沖縄文庫を紹介して頂いた中で
数々のイベントの企画運営を担当してきました。中には意見が真っ向から対立する人も
いましたが、相手が何に引っかかってそのような反応をしているのか、どこで勘違いが
生まれているのか、問題の本質は何かを瞬時に予測しながら、RESPECT を持ちつつ対応
する力がつきました。また、沖縄人・LGBTQ に投げかけられるヘイトやディスコースに
はいくつかの型があるため、それらを日頃から分析しておくことで特に動じることもな
く冷静に対応できるようになりました。
グローバルというコンピテンシーはどうしても海外での実績を考えがちですが、日本
国内における言語的多様性を考える機会を多く持ちました。それは自身の Uchinaaguchi
（琉球諸語）という言語的少数者性ももちろんのことながら、日本語を第一言語としな
い人々の存在と彼女/彼らが日々直面している差別と社会的排除に気づかされました。そ
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こで私はもともと通訳のバイトをしていましたが、更に医療通訳を副専攻として取得し
たことに加え、国際交流会館での業務・至る所で弁護者・仲介者の役割を果たしてきま
した。そもそも、言語的少数者は言葉を聞いてもらえないことが多いため、メディエー
ターという「中立的な」立場というよりも、彼女/彼らを弁護する側として行動してきま
した。
最後に 政策 というコンピテンシーに関して、これまで専門ではなかったため都道府県
下の条例などを読むことはありませんでしたが、法学や国際公共政策の未来共生プログ
ラム履修生との関わり合いの中で政策や条例を把握することの重要性を知りました。そ
こで得た知見は博士論文執筆の上で、少数言語話者の「法的権利の保障」をどのように
国家や地方自治体がおこなっているのか調べ・比較し考えることにつながりました。

まとめると、フィールドにおいて様々な人との関わり合いの中で、どのように人と協
働するのかを学びました。また、調査リテラシーを磨き続ける過程の中で対人コミュニ
ケーションスキルも身につきました。海外フィールドにおいては多言語の運用能力、グ
ローバルな視点から物事を俯瞰すること、他の少数言語話者コミュニティとの比較の中
で研究の普遍性を再確認することの重要性を学びました。
こうして総合的に得た多文化コンピテンシーをもとに、今後は政策提言などに積極的
に活かし、Uchinaanchu が沖縄の言葉に普通にアクセスできる世界を作ることに繋がれ
ばと考えています。

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まず、博士号取得に向け努力します。そして博士号を取得した後沖
縄へ帰り、1.非常勤講師として沖縄県下の大学にて働く、2.英語の教員として母校に戻り
中高生に教えながら生活を自立・安定させつつ、琉球諸語の復興のための教育活動を続
け、その実践で得た知見を改めて論文として還元していく。そうしたサイクルで貢献で
きたらと考えています。また、私の博士論文は言語だけにフォーカスしているのではな
く平等や先住民族の権利に根差した視点を持ちます。そのため、過去から現在に続く沖
縄人に対する歴史的不正義と不当な抑圧をいかにして公平な状態へと導くことができる
のか、在沖米軍基地の過剰負担問題をいかに解決できるのかという点でのアクティビズ
ムにも引き続き関わっていく予定です。国連への働きかけも継続して行う予定です。
言語復興に関しては Youtube チャンネルを作成し世界のウチナーンチュが繋がるた
めの Umanchu nu Uchinaaguchi を学び、情報交換できるプラットフォームづくりに取
り組みます。また、学校教育への導入を目指しチームを作り政策提言を行っていきます。
Gender equity と LGBTQ ムーブメントに関しても引き続き小中学校などでの講演、
人権啓発関連イベントでのワークショップ実施運営を続けたいと考えています。また、
フェミニズムの勉強会および講演への参加を通して「フツーの人々」が持つ多くのジェ
ンダー・クィアに対する呪いの言葉をいかに捌いて・壊していくか、その知恵を仲間と
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共に生み出し共有する活動を続けていきたいです。
このように散漫な印象しか与えることの出来ない私ですが、当事者性を持ち、問題を
深く知った以上解決にむけて行動する責任があるため、自身の Champluraridad (チャ
ンプルー/ Plural / -ty )（つまり vinyavanga, ごちゃ混ぜであること、plural 複数性・
多角的であること、-ty (英語における副詞派生語尾) = -dad（スペイン語の副詞派生語
尾）→多言語性）を活かし、今後も多方面の人と関わりながら少しでも良い世界を次の
世代につなぐことができればと考えています。もがきながら考える、考えながら行動し
て後悔する。それからまた挑戦するというサイクルを続けたいです。（「手を出しすぎて
中途半端になるぞ」と言ってくる完璧主義の自己検閲の声が芽吹いても、生きるという
こと自体が割り切れないことの連続で、決断と後悔の連続なんやから関係ねーわと言い
聞かせてみる×∞の巻）
（それに、これまでに多言語をやる中で中途半端コンプレックス
と は 縁 を 切 っ た の で 、 今 更 私 の 生 き 方 に 文 句 言 わ れ て も 、 と 一 人 ご ち て 今 後 も Try
everything という Shakira の気持ちで生きようと決断した 2020 年 2 月 3 日早朝でし
た。）
ここで琉歌をひとつ。
未来

共生ぬ

プログラムむっさ
なまからぬ我身る
ぬちぐすいなたん
Nifee deebitan! Muchas gracias.
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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
令和

研究科・専攻
氏

名

博士論文題目

1.

医学系研究科
波田野

2

年

2

月

2

日

保健学専攻

希美

日本語版ゲノム知識尺度によるゲノム知識測定

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）〕

近年、遺伝学に関する研究が進み、遺伝医療が著しく発展した。日本国内の先行研究に
おいては、遺伝疾患に対するイメージの調査では、医療・保育・保健などの関係者であっ
ても、遺伝疾患に対しては否定的な印象を連想する傾向があることが明らかになってい
る。このような否定的な印象が、遺伝疾患に対する偏見や差別につながることが懸念され
ており、遺伝に対する適切な理解が必要であることが示唆されている。一方で国外では、
遺伝の知識に関する研究が複数行われおり、遺伝の知識に関わる背景因子やヘルスリテラ
シーとの関連が報告されている。
海外の研究で使用されている遺伝に関する知識尺度の中には、妥当性・信頼性が十分に
担保されていないものが使用されており、質問項目の内容が科学的事実に沿っていないこ
とが指摘されている。妥当性・信頼性が担保された尺度は存在するが、口頭での回答を求
めるものや、対象者の年齢や職種が限定されているため、大規模調査には適していない。
そ こ で 、 ア メ リ カ で 開 発 さ れ た The University of North Carolina Genomic Knowledge
Scale(UNC-GKS)1)は、全エクソーム解析 注)を受ける患者を対象としている。この尺度は、
対象年齢や職種、疾患を特定せずに質問紙で使用できる。尺度は 4 領域 25 項目で構成さ
れ、うち 1 領域 6 項目が全エクソーム解析に関する知識を問うものであり、それを除く 19
項目での使用も可能である。なお各項目、正答 1 点、誤答/不明で 0 点、計 0-25 点で評価
される。
これまで、妥当性・信頼性が検討された日本語のゲノム知識尺度は存在しない。その一
方で、今後日本国内において、遺伝情報に関連した検査を希望する患者の数は増加すると
推測されるが、検査の説明やその後の対応について、理解できないまま検査を受ける患者
も少なくない。本研究でゲノム知識尺度の妥当性・信頼性を検討することで、日本におけ
るゲノム知識の測定が可能となり、今後の遺伝医療を利用する際の、医療者-患者間のコ
ミュニケーション場面における活用や、遺伝の知識向上に向けた教育や取り組みの指標の
一つになりえると考えられる。
[研究方法の概要]
本研究は２つの調査で構成される。
調査１では、翻訳した UNC-GKS を用いて、A 病院において全エクソーム解析を受けた経
験のある 18 歳以上の患者および小児患者の両親 100 名を対象に、日本語版 UNC-GKS の
妥当性・信頼性を検討するために質問紙調査を実施する。
調査２では、調査１で妥当性・信頼性を検討した尺度を用いて、日本国内の 18 歳以上
1000 名を対象に、オンライン調査を実施し、一般成人の標準データを収集するととも
に、その妥当性・信頼性を検討する。
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[調査１] 調査方法
１）尺度の翻訳
尺度の翻訳は、ISPOR(International Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research)タ
スクフォースガイドライン 2)に基づいて実施した。原著者より尺度翻訳の了承および大阪
大学附属病院観察研究倫理審査委員会の承認のもと、ISPOR タスクフォースガイドライ
ンに則り、現在、認知デブリーフィングまで終了している。認知デブリーフィングの結
果、質問項目ごとに目立った天井効果および床効果はなく、対象者に時間拘束による負担
が少ないと判断されたので、この後専門家による表現の修正を加え、原著者の確認を得
て、翻訳を完了とする予定である。
２）無記名自記式の質問紙調査
研究対象者の情報を研究協力者から提供を受けた上で、調査の説明を行い、直接または
郵送にて質問紙を配布する。質問項目は、「対象者の基本情報」、「日本語版 UNCGKS」、「Health Literacy Scale-14(HLS-14)」、「遺伝に関連した用語の認知」で構成され
ている。また、日本語版 UNC-GKS の信頼性(再現性)を測定するため、再テストを実施す
る。再テスト終了後、全調査対象者へ日本語版ゲノム知識尺度の回答・解説を送付し、フ
ィードバックを行う。
対象者の属性および各質問項目について、記述統計を行い、項目応答理論を用いて
UNC-GKS の各項目の特徴と測定精度について検討する。尺度の一次元性を確認し、先行
研究同様、2 パラメーターロジスティックモデルに適合するか検討する。古典的テスト理
論による信頼性の検討では、内部一貫性をクロンバッハのα係数にて算出し、再テストに
よる結果間の相関をみる。収束的妥当性に関しては、HLS-14 との相関を確認する。
[調査２] 調査方法
ネットリサーチ会社に委託して、層化二段階抽出を行い、オンラインでによる調査を実
施する。妥当性・信頼性の検討に関しては、質問項目および分析方法は調査１と同様であ
るが、調査２では、日本語版 UNC-GKS と対象者の基本情報の推測統計を行う。
[今後の方針]
今後、研究１のデータの収集および分析を実施し、英文で論文投稿すると同時に、研究
２を進める。また、遺伝医療の現場における知識尺度の活用可能性について明らかにする
ために、遺伝専門医および遺伝カウンセラーを対象としてインタビュー調査を追加で行う
ことを検討している。

注)全エクソーム解析…真核生物はタンパク質を生成するときに mRNA に情報が転写さ
れる。その時、mRNA 前駆体は遺伝情報がコードされているエクソンとコードされないイ
ントロンの両方をもつ。全エクソーム解析では、タンパク質のコーディング領域（エクソ
ン領域）を網羅的にシーケンス・変異解析を行う。遺伝病等の疾患遺伝子(病気の原因と
なる遺伝子)の探索に有効とされており、現在盛んに研究が行われている。
参考文献
1)Langer MM, Roche MI, Brewer NT, Berg JS, Khan CM, Leos C, et al. Development and
Validation of a Genomic Knowledge Scale to Advance Informed Decision-Making Research in
Genomic Sequencing. MDM Policy Pract; 2017;2(1):23
2)Wild ，D，Grove ，A，Mardn ，M，Eremenco ，S, McElroy，S，VerjeeLorenz， A ，
Erikson， P ISPOR Task Force for Translation and Cultural Adaptation，2005 Principles of good
practice for the translation and cultural adaptation process for patient−reported outcomes （PRO ）
measures ： Reportof the ISPOR Task Force for Translation and Cultural Adaptation ．Value
Health，8，94−104．
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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。〕

まず、本プログラムの最大の魅力は、多くの研究科の学生が集い、同じテーマについて
経験を共有し、議論できることにある。プログラムでの活動において、専門分野に基づい
た考え方や物事の捉え方の違いから、学生間における共生を考える機会も数多くあった
が、コミュニケーションをとり続けることで、チームとして作業を進めることができた。
また、自分の研究分野の背景や研究内容を、異分野の研究者に説明する機会が多く存在し
たことから、研究者としてのコミュニケーションリテラシーも向上したと考える。博士論
文の作成においては、研究内容や調査の手法を吟味するにあたり、立場の異なる職種の専
門家間(医師、看護師、遺伝カウンセラー等)で議論を行っている。研究の主体者として、
メンバーの意見を取り入れながら、円滑に議論を進めるために、コミュニケーションリテ
ラシーが大きく寄与している。
次に、学外での研修から修得したリテラシーとして、フィールドリテラシーおよび調査
リテラシーが挙げられる。これらのリテラシーについて、特に自分に影響を与えたと感じ
る研修は、東北でのフィールドワークである。フィールドワークを専門とする教員から指
導を受け、自分の調査するフィールドや対象者を理解する過程は、本プログラムに所属し
なければ得られない経験であった。他にも、インドネシアでの授業やトロントでの研修で
も、自己の専門分野外のフィールドに出向いて調査を行う機会が得られた。また、その後
の公共サービスラーニングや海外インターンシップでは、自分でフィールドを開拓する経
験を積むことができた。さらにそこではフィールドを理解した上で、自分のできることや
やりたいことをアピールし、実現に向けて自ら動く必要があり、フィールドリテラシーの
向上につながった。博士論文においては、調査フィールドに出向き、病院に勤務する専門
職者や外来を受診する対象者に直接調査の説明をし、データを収集する。可能な限り対象
者の負担を減らしつつ、調査を遂行するためにはフィールドや対象者の理解が欠かせな
い。上記のコミュニケーションリテラシー、フィールドワークリテラシー、調査リテラシ
ーを生かして、調査に取り組んでいる。
さらに、海外研修から得たリテラシーとして、グローバルリテラシー及び多言語リテラ
シーが挙げられる。まず、多言語の中でも英語に関しては、博士課程入学当初から、特に
聞く・話すというコミュニケーションの面に苦手意識を強く抱いていたが、トロント大学
での多文化研修・ロンドンでの語学研修・ニュージーランドでの海外インターシップ等、
英語圏での短期または長期の滞在を通して、苦手意識をなくすことができた。特に、イン
ドネシアやニュージーランドでの、英語を母国語としない人との英語でのコミュニケーシ
ョンは、英語での研究発表の際の自信につながった。また、博士論文は、一部を英語論文
として投稿する予定である。インターンシップ関連書類や各種報告書を英語で書き、校閲
を受けてきた経験が今後大きく寄与すると考えられる。
英語を除く多言語リテラシーに関しては、本プログラムで受講した講義の中で、1 年次
の未来共生多言語演習がリテラシー修得に大きく影響を与えた。トルコ語、ベトナム語、
インドネシア語を、座学にこだわらない形式で体得する授業は非常に新鮮であった。言語
からその国の文化の興味へとつながり、後のインドネシア・ガジャマダ大学での授業の受
講やインドネシア語の履修のきっかけとなった。残念ながら、博士論文において、英語以
外の言語を活用する機会はないが、継続した多言語リテラシーの向上につながっている。
今後のキャリアの中で、現場実践で役立てたい。
さらに、海外に滞在することで、自分との考え方や価値観の違いを直に感じ、実際に議
論する機会を得たことで、グローバルリテラシーが向上した。特に海外インターンシップ
においては、公共サービスラーニングでの自分の経験と比較して活動することができ、現
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地のスタッフと直接議論することで、自分の気づきが深まった。博士論文では、尺度の翻
訳の過程で、“hereditary”と“genetic”の意味・解釈の違いについて、研究者間で議
論になった。日本で明確な訳の違いがないことから、その単語の概念や使用される場面に
ついて、原著者と直接やりとりを行うことで理解を深め、よりよい翻訳につなげることが
できた。
最後に、政策リテラシーの修得に関しては、特に、プロジェクト・ラーニングにおける
枚方市保健センターでの経験が影響している。市の公的機関とプロジェクトを協働する際
に、市の掲げる政策に基づいて、市民のニーズを把握し、プロジェクトの目的・目標を明
確に提示した上で、実現可能性を模索する必要があり、政策リテラシーを意識する機会と
なった。また、公共サービスラーニングでは、学校現場に参与し、障害者差別解消法制定
後の合理的配慮の提供に向けた実践を身近に感じることができた。筆者自身が政策や法の
立案・提案に関わる機会はなかったが、これらを意識した上での実践経験を積むことがで
きた。政策リテラシーに関しては、直接的に博士論文につなげる段階には至ってはいない
が、筆者の論文では遺伝の科学的知識の理解について論じる。国内においては、遺伝情報
をもとに生命保険の加入を拒否または、保険料を変更されることがあり、患者の抱える困
難の一つとして挙げられている。さらに、雇用や結婚においても差別を受ける可能性があ
るが、これらを規制する法律は存在しない。投稿するジャーナルを吟味すると同時に、医
療現場における実践とつながるように、今後考察で触れていきたい。
以上より、本プログラムの履修を通して修得してきた多文化コンピテンシーは、筆者の
博士論文の作成、および今後のキャリアに寄与している。
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。〕

筆者は将来的には研究者としてのキャリアを想定しているが、筆者の希望する研究分野
では、学習の実習の帯同等も職務として含まれるため、資格・免許を用いたおよそ 5 年以
上の実務経験が必要となる。まずは有資格者の実践者として、実務に取り組む。
筆者は 2019 年 4 月より、大阪府内の私立中学高等学校で非常勤養護教諭として勤務し
ており、2020 年 4 月からは、大阪府内の公立学校での正規養護教諭としての採用が決ま
っている。教育公務員として職責を遂行するために研究と修養に努めると同時に、研究者
としてのキャリアを見据えて、養護教諭として日々の実践から研究課題を見つけ、実践に
基づいた論文執筆を目指す。
その一方で、海外インターンシップ先のニュージーランドで行った、特別支援学校での
ティーチングエイドのボランティアは、自身のキャリアを考慮する上で大きく影響してい
る。現地の学校では、修士号や博士号をもつ教員が専門家として実践を行っていた。筆者
も、このまま実践者として教育現場に携わり続けることを、選択肢として考えている。さ
らに、国内における実務経験を積んだのちに、機会があれば、公的機関を通じて、海外で
の学校保健の実践経験も積むことも念頭に置いている。
なお、筆者は在学延長し、次年度で修了予定である。まずは、データの収集・分析を進
め、日本語および英語での学会発表・論文投稿を行い、博士論文を完成させることが第一
課題である。また、博士論文とは直接的な関連はないが、博士論文で取り扱う遺伝につい
て学びを深めるにあたり、子ども向けの遺伝教育や教員向けの遺伝研修を共同企画し、年
に 1 回実施してきた。このような実践も継続させていきたい。
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2020年2月18日(火)
プログラム修了最終試験 プレゼンテーション審査

博士論文全体の背景
近年、遺伝学に関する研究が進み、遺伝医療が著しく発展してきた

最終報告

【日本国内における先行研究】

日本語版ゲノム知識尺度によるゲノム知識測定

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

医学系研究科保健学専攻

知識への関連要因も明らかになってきている

博士後期課程 波田野 希美

博士論文全体の背景

遺伝に関する既存の知識尺度

近年、遺伝学に関する研究が進み、遺伝医療が著しく発展してきた

ü妥当性・信頼性が十分に検討されていないものが広く使用されている
(Jallinoja 1999)

・遺伝医療の選択的利用
【日本国内における先行研究】
・遺伝性疾患を有する人への差別・偏見
遺伝疾患に対するイメージの調査では、否定的な印象を連想する
→国内でも知識を測定するツールも必要
傾向があることが明らかになった(長谷川 1993, 水上 2007, 飯島 2009)
【海外における先行研究】

妥当性・信頼性が検討された尺度：
The Genetic Knowledge Index (Furr 2008)

→質問項目の内容が科学的事実に沿っていない(Fitzgerald-Butt 2016)
The Rapid Estimate of Adult Literacy in Genetics (Erby
Genetics Literacy Assessment Instrument (Bowling 2008)
The Genomic Nursing Concept Inventory (McCabe 2016)

遺伝の知識に関する研究が複数行われている
知識への関連要因も明らかになってきている

→対象者の年齢や職種が限定されている。

the University North Carolina Genomic
Knowledge Scale：UNC-GKS (Langer 2017)
ノースカロライナ大学の研究チームが開発

the University North Carolina Genomic
Knowledge Scale：UNC-GKS (Langer 2017)

mRNA前駆体

スプライシング

mRNA

ノースカロライナ大学の研究チームが開発

対象：全エクソーム解析を受ける成人患者および小児患者の
保護者 計418名
質問項目：4ドメイン・25項目で構成
Ø Genes(6項目)
Ø Genes and health(6項目)
Ø How genes are inherited in families(7項目)
Ø Whole exome sequencing(6項目)

全エクソーム解析
・真核生物はタンパク質を生成するときにmRNAに情報が転写される。
対象：全エクソーム解析を受ける成人患者および小児患者の

保護者
計418名
・mRNA前駆体は遺伝情報がコードされているエクソンと
質問項目：4ドメイン・25項目で構成
コードされないイントロンの両方をもつ。
Ø Genes(6項目)
・全エクソーム解析では、エクソン領域を網羅的に解析する。
Ø Genes and health(6項目)
・遺伝疾患等の疾患遺伝子(病気の原因となる遺伝子)の探索に
Ø How genes are inherited in families(7項目)
有効とされており、現在盛んに研究が行われている。
Ø Whole exome sequencing(6項目)

the University North Carolina Genomic
Knowledge Scale：UNC-GKS (Langer 2017)
ノースカロライナ大学の研究チームが開発

2008)

→口頭での回答を求めるため、大規模調査には適していない。

博士論文の全体像

全エクソーム解析を除く
１９項目での使用も検討

研究２

研究１

遺伝子は、人体をつくる

対象：全エクソーム解析を受ける成人患者および小児患者の
たんぱく質への影響を通
じて、健康に影響を及ぼ
保護者
計418名
す。
ほとんどの遺伝子の
バリアントは人の健
質問項目：4ドメイン・25項目で構成
害を及ぼす遺伝子のバリアント
康に影響する。
による病気は必ず親から遺伝
Ø Genes(6項目)
する。
Ø Genes and health(6項目)
Ø How genes are inherited in families(7項目)
全エクソーム解析では、健康な
人においては、バリアントは何も
Ø Whole exome sequencing(6項目)
見つからない。

UNC-GKSの翻訳と
妥当性・信頼性の
検討

日本人を対象とした
日本語版UNC-GKSの
妥当性・信頼性の検討

日本人のゲノム知識
の測定

研究の目的と意義

研究１：尺度の翻訳

日本語版ゲノム知識尺度の妥当性・信頼性を検討する

ISPORタスクフォースによるガイドライン(Wild 2015)に沿って実施。
原著者より承諾を得る

・日本におけるゲノム知識の測定が可能となる
・遺伝医療を利用する際の、医療者-患者間の
コミュニケーションにおける活用の可能性
・遺伝の知識向上に向けた取り組みの指標の一つになりえる
・国際比較が可能となる

国内の専門家2名が独立して
和訳

6名の専門家チームで
2つの訳を比較・統合

統合した順翻
訳版を英訳

（1）事前準備、（2）順翻訳、（3）調整、（4）逆翻訳、
原著者による
逆翻訳版のレ
ビュー

（5）逆翻訳のレビュー、（6）調和、
（7）認知デブリーフィング、

一般母集団での日本語
の理解のしやすさ、認
知的等価性の検討

（8）認知デブリーフィング結果のレビューと翻訳終了、（9）校正、（10）最終報告
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認知デブリーフィングの結果レビュー

認知デブリーフィング

【対象】

【対象】

遺伝に関する研修会に参加した養護教諭16名

遺伝に関する研修会に参加した養護教諭16名

【実施日】

【実施日】

2019年8月

2019年8月

【結果】

【結果】

日本語版UNC-GKS合計点(Mean±SD)：20.2±4.1
遺伝カウンセラーによる助言・校正
→翻訳作業を終了

回答に要した平均時間：8分
正答率が100％である項目は3項目

日本語版UNC-GKS合計点(Mean±SD)：20.2±4.1
正答率が100％である項目は３項目
「不明」が50％を超える項目は0項目

「不明」が50％を超える項目は0項目
日本語のわかりにくさの指摘はなかったが、[バリアント]という用語の解説を詳細に行う必要

研究１：対象

研究１：データ収集と評価項目

大阪府内のA病院にて、全エクソーム解析を受けた経験のある18歳以上の患者
1

18歳以上かつ自由意思による研究参加の同意を文書で取得可能な者

2

遺伝子に原因があると考えられる疾患およびそれと関連した症状のある

•研究協力者から対象者に、文書を用いて調査協力の意思を確認したのち、
研究者が院内で直接対象者に研究内容を説明した上で、郵送にて回収
直接配布が困難な場合は、郵送にて質問紙を配布・回収

成人患者または小児患者の両親
3

【データ収集方法】
•無記名自記式の質問紙

および小児患者の両親100名

1年以内に全エクソーム解析について説明を受けた者
→①②③をすべて満たす者

ただし言語的な障壁により質問紙を回答できない者は除外とする。

級内相関係数

•質問紙回収から2週間後に再テストを実施
(本調査の実施時、再テスト用質問紙も同時に配布し、返送依頼)

•再テスト終了後、全調査対象者へ日本語版UNC-GKSの回答・解説を送付し、フィードバック
【質問項目】

記述統計

項目反応理論、Cronbach's α

相関

基本情報、日本語版UNC-GKS、Health Literacy Scale-14、遺伝用語への認知度

調査２および今後の方針

多文化コンピテンシーの修得

調査２

lコミュニケーションリテラシー
異なる専門分野の履修生との様々なGW
自分の研究内容をわかりやすく説明する機会
→博士論文の研究について、異なる専門職種のチームで議論

今後の方針
u研究１のデータの収集および分析を実施し、

【対象】
日本国内に在住する18歳以上1000名

英文で論文投稿
u遺伝医療の現場における知識尺度の活用

【データ収集方法】
層化二段階抽出によるオンライン調査

可能性について明らかにするために、
遺伝の専門家を対象としたインタビュー調査の

質問項目や分析方法は調査１と同様

実施を検討

対象者の基本情報と日本語版UNC-GKSの
推測統計を行う

多文化コンピテンシーの修得
l多言語リテラシー
＜英語＞
数々の海外研修を通して、苦手意識を克服
海外インターンシップ関連書類や各種報告書を英語で作成
→英語での学会発表や論文投稿に寄与
＜英語以外＞
未来共生多言語演習からの継続した学び
→博士論文での活用の機会はないが、キャリアの中で役立てたい

今後の課題および展望
Ø博士論文の完成
データの収集・分析
日本語および英語での学会発表・論文投稿
Ø有資格者としてのキャリア
養護教諭として教育現場で働く
Ø研究者としてのキャリア
養護教諭としての実践研究の積み重ね
遺伝に関する研修会・教育の機会を継続させる
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lフィールドリテラシーおよび調査リテラシー
東北でのFW等による自身の専門外のFW・調査活動
海外インターンシップ等による自身でフィールドを開拓する力の向上
→博士論文での調査実施への寄与

多文化コンピテンシーの修得
lグローバルリテラシー
海外に滞在することで、自分の思考を再認識する機会になった
価値観の違いを感じ、その場で直接議論する機会を得られた
→翻訳の過程で、単語(Hereditary/Genetic)の意味・解釈について
原著者との議論を通し、深い理解につながった
l政策リテラシー
プロジェクトラーニングでの枚方市保健センターとの協働の経験
自分で政策を立案・提案する機会はなかったが、実践経験を積んだ
→直接的に博士論文に関連しないが、考察で触れたい

参考文献
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6.1. 学生支援の目的
学生支援の目的は、未来共生プログラムにおけるフィールドワークを含む調査研究活
動と、在籍研究科での研究活動を両立できるよう、プログラム履修生をサポートするこ
とである。具体的には、奨学金制度、挑戦的教育研究活動経費制度の経済的支援に加え、
個別面談や「ハラスメント対応相談窓口」への相談に基づいた柔軟なサポート体制、研
究科の区分を越えて履修生、教員が交流することを目的とした懇親会「月例茶会」とい
った、多様な支援策が用意されている。
表 6.1

面談スケジュール

学年

実施時期

面談目的

1 年次

9 月下旬～10

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ラムの両立につい

月初旬

て、どのように感じているかを把握する。

4 月上旬以降

修士論文の進捗状況、博士後期課程への進学意思の確認など。

2 年次

(注)状況に応じて、個人面談や在籍研究科の指導教員を交えた面談などを随時行っている。

6.2. 奨学金制度
6.2.1.

制度の概要

奨学金制度の目的は、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、在籍研究科およびリーディングプログラムでの学業や研究に専念できる経済的な環
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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 4 万円の奨学金（給付型）
を支給している。

6.2.2. 実施状況
2019 年度は、1 期生 1 名、2 期生 1 名、3 期生 7 名、4 期生 7 名、5 期生 7 名、6 期生
5 名から受給継続申請があり、2019 年 1 月に運営統括会議（選考委員会）において、奨
学金受給にふさわしい学生であることが確認され、受給が承認された。また、7 期生か
らは 8 名から受給申請があり、2018 年 4 月、および 5 月の運営統括会議（選考委員会）
において、奨学金受給調書において受給資格とともに、奨学金受給にふさわしい学生で
あることが確認され、受給が承認された。
2020 年 3 月末時点で、2 期生 1 名、3 期生 6 名、4 期生 6 名、5 期生 7 名、6 期生 5 名、
7 期生 7 名の合計 32 名の学生が受給している。なお 2 期生から 1 名、3 期生から 2 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こと、また、7 期生から 1 名が
民間企業からの給付型奨学生となったことから、本奨学金の支給対象外とされた。

6.3. 挑戦的教育研究活動経費制度
6.3.1.

制度の概要

本プログラムでは、挑戦的教育研究活動経費1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、履修生は計画調書の作成から、計画にのっと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、研究費や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。

6.3.2. 実施状況
2019 年度は、5 月 15 日（水）に「挑戦的教育研究活動経費 募集要項」を公開し、5
月 17 日（金）に計画調書作成に関する相談会を開催後、2 回の公募を実施した。教育
研究活動計画 1 件につき、支給上限額を 20 万円、2 回の公募を通しての採択予定総数
は 10 件程度とした。
第 1 回公募（6 月 7 日締切）には、5 件の応募があった。選考委員会2での審査の結果、
1
2013~2018 年度までは「独創的教育研究活動経費」という名目で同制度を設置していた。2018 年度末をもって文部科
学省からの支援期間が終了したことを受けて、2019 年度より「挑戦的教育研究活動経費」と名目を変更した。
2
選考委員会は次の 5 名の教員によって構成された（敬称略）
；澤村信英（プログラムコーディネーター／人間科学研究
科・教授）、渥美公秀（人間科学研究科・教授）、榎井縁（未来共生プログラム・特任教授）、石塚裕子（未来共生プログ

158

第６章

学生支援体制

4 件を採択、1 件を条件付き採択3とした。審査結果は、本プログラム運営統括会議（7
月 10 日開催）での審議・承認を経て、本学の未来戦略機構会議に同経費受給候補とし
て提出された。機構会議での審議の結果、5 件の活動経費の支給が決定された。
第 2 回公募（8 月 2 日締切）には、9 件の応募があった。応募件数が予定採択件数（10
件／2 回公募；第 1 回公募で 5 件を採択したため、残る採択枠は 5 件）を大幅に超える
状況にあったが、できるだけ多くの応募者に経費使用の機会を与えることによる教育的
効果を考慮し、申請額を厳しく査定することで、第 2 回応募から 7 件を採択する方針を
定めた。選考委員会での審査により選ばれた 7 件は、本プログラム運営統括会議（9 月
24 日）での審議・承認ののち、本学の未来戦略機構会議に提出、審議の結果、活動経
費の支給が決定された。2019 年度の教育研究活動テーマ及び配分予定額は、表 6.2 に示
すとおりである。
表 6.2
番号

挑戦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

在米ベトナム人コミュニティにおける言語・文化の継承に関す
１

林

貴哉

200,000 円
る研究
学校―家庭間コミュニケーションにおける学級通信に関する

2

山口

真美

176,360 円
研究

3

島本

奈央

4

青木

霞穏

マイノリティの集団的権利に関する研究

142,656 円

「アクティブラーニングにおける生徒の積極性」と「自尊に関
188,000 円
わる心理特性」の関係の検討
5

大川

6

王

ヘナン

日本におけるブラジル人学校の取り組みと可能性

200,000 円

日米における言語的少数派の生徒をめぐる言語教育政策・制度
一瓊

180,000 円
の研究

7

聶

蕙菁

8

瀧尻

和子

9

中井

隆斗

国際結婚家庭の教育：移民コミュニティの役割

180,000 円

高校の多様化と現状と課題

75,000 円

JICA 短期派遣に関する調査：タンザニア・ダルエスサラームの
18,0000 円
小中学校における公衆衛生活動について
中国の NGO の災害時の情報伝達における SNS の使用に関する実
10

閔

雅利

180,000 円
態調査

ラム・特任講師）、神田麻衣子（学生支援担当／未来共生プログラム・特任講師）。
3
「条件付き採択」となるのは、応募のあった教育研究活動についておおむね意義は認められるものの、計画調書への
記載に説明不足の点が認められる場合である。
「条件付き採択」となった応募者は、採択決定の通知後に「追加説明」を
提出し、これが選考委員会にて承認されたのちに経費の使用を開始することができる。
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11

叶

蕙静

12

羅

方舟

SNS におけるインターネット人格の実態調査

150,000 円

日本と中国におけるアフリカの留学生の生活実態と支援課題
148,000 円
に関する比較

2019 年度における「挑戦的教育研究活動経費」の実施状況について特筆すべきこと
は、COVID-19（新型コロナウィルス感染症）の感染拡大の影響を受けたことである。
2019 年 12 月に中国・武漢で感染者が発生した同感染症は、2020 年の年明け以降、武漢
全域に拡大し、大規模な移動制限が実施された。1 月 23 日には、浙江省、湖北省など
中国一部地域について、外務省・感染症危険情報がレベル 2 に引き上げられた。本学で
は、海外危険情報がレベル 2 以上の場合、当該地域への学生の渡航を認めていない。そ
のため、挑戦的経費教育研究活動として中国本土での活動を予定していた採択者 2 名と
協議した結果、中国への渡航をいったん見合わせ、状況の好転を待つことにした。しか
し、1 月 31 日に中国全土の感染症危険情報がレベル 2 に引き上げられたことを受け、
両名とも 2019 年度の挑戦的教育研究活動の実施を断念した。2 名のうち 1 名について
は、経費の使用を 2020 年度に繰り越す措置をとったが、残る 1 名は経費を辞退した。
日本国内においても、1 月 16 日に国内初の感染例が確認されたのち徐々に感染が拡
大、3 月 2 日には全国の小中学校、高校の休校措置が決まった。このような社会の動き
のなかで、採択者が参加を予定していたセミナーやシンポジウムなどが中止となり、当
初予定していた研究活動を完遂することができない例もあった。

6.4. ハラスメント対応相談窓口の設置
2019 年度より、
「ハラスメント対応相談窓口」に関する情報について、毎年 4 月に履
修生に配布する「ハンドブック」への記載を開始した。「ハラスメント対応相談窓口」
は、2018 年度途中に設置されたものである。
「相談窓口」として、プログラム教員や学
内プログラム担当教員がその任を果たすだけでなく、第三者機関的な位置づけで、4 名
の学外担当者4も対応に当たる体制を整えている。

4

学外担当者は次の 4 名から構成されている（敬称略）；康純（大阪医科大学・准教授）、土肥いつき（京都府高等学校
教員）、松本康之（大阪弁護士会・弁護士）、沖本和子（大阪多様性教育ネットワーク）。
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図 6.1 「ハラスメント対応相談窓口」フロー図

6.5. 月例茶会の開催
2019 年度より、毎月最終金曜日の授業終了後に「月例茶会」と銘打った、ノンアルコ
ールの懇親会を開催している（4~7 月、10~12 月に開催／参加費用：500 円）。未来共生
プログラムは、本来、研究科横断型のリーディングプログラムであるが、近年は履修生
数の減少や人間科学研究科のプログラムとしての制度再編の影響もあり、研究科や学年
を越えたつながりが生まれにくくなっている。そこで、履修生や教職員が気軽に集まり、
フラットに話をすることができる場を提供することを目的として始めたのが「月例茶会」
である。位置づけとしては、かつて「ハウス制」をベースに開催されていた「未来共生
イブニング」の後継的な交流会である。
月例茶会では、軽食の提供のほか、アート系ワークショップも同時に開催することで、
ものづくりを通して参加者の間に自然な会話が生まれることを期待している。2019 年
度は、次のような企画を実施した。
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表 6.3
開催日

月例茶会の実施内容
ワークショップのテーマ

4 月 26 日（金）

新入生歓迎会

5 月 31 日（金）

海外インターンシップ報告会を終えて

6 月 28 日（金）

水無月茶会：夏はカレー & 粘土ワークショップ
RESPECT HOMECOMING：プログラム修了生を迎えて

7 月 27 日（土）

※ プログラム初のホームカミングデイを開催し、プログラム修了生などプログ
ラムにゆかりのある多彩な人びととの交流を図った。

10 月 25 日（金）

神無月茶会：水墨フリードローイング

11 月 29 日（金）

霜月茶会：水彩フリーペインティング（& 名画ぬりえ）
クリスマス茶会：ヘクセンハウス（お菓子の家）をつくってたべる

12 月 23 日（月）

※ 12 月 20 日（金）の開催を予定していたが、同日にプログラム関連イベントの
開催が決まったため、日程を変えて開催。

写真 水無月茶会：粘土ワークショップでの制作のようす

写真 水無月茶会：粘土ワークショップ・作品集
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第7章 未来共生セミナーの開催

7.1. 産学官連携活動の目的・体制
産学官連携活動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。

7.2. セミナーの開催
7.2.1.

未来共生セミナー「アイたちの学校」上映会＆トーク

2019 年 11 月 22 日、大阪大学人間科学研究科附属未来共創センター・未来共生プロ
グラムの主催で、未来共生セミナーとして「『アイたちの学校』上映会＆トーク」が人
間科学研究科本館 5 階キャノピーホールで開催された。
主催者からの挨拶において、未来共生プログラムが 2013 年にスタートした当初から
朝鮮学校とのつながりをつくってきたことが紹介された。プラクティカルワークでは
2013 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年と北大阪朝鮮初中級学校に受け入れても
らい、そのうち 2018 年、2019 年は協働でプロジェクトを行ってきたこと、そうした関
係から 2015 年には神戸朝鮮高級学校美術部との交流会、2016 年には「朝鮮学校生にと
っての＜祖国＞訪問を考えるセミナー」、2017 年には「朝鮮学校と祖国―映画『蒼のシ
ンフォニー』上映」などを行った。履修生たちは、歴史も含めて朝鮮学校のことが大学
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内でもまだ知られていないということを繰り返し感じてきた。そうした中で、同プログ
ラムと監督との出会いがあり、今回の上映会＆トークが催されるに至ったことが述べら
れた。
次に、朝鮮学校の歴史と現状を描いた初の長編ドキュメンタリー映画、「アイたちの
学校」英字幕版が上映された。
「アイたちの学校」は 2019 年 1 月に公開開始され、釜山
平和映画祭やディアスポラ映画祭、東京ドキュメンタリー映画祭にも参加し、韓国語版
や英語版もつくられ、アメリカやドイツでも上映がされてきたもので、戦後から現在の
朝鮮学校までを鋭く映し出す内容、それまで知らされなかった事実も多くあり、参加し
た人たちは多くのものを受け止めた。
映画上映後のトークセッションは、この映画監
督である高賛侑さんと、人間科学研究科教授の園
山大祐さんが対談するような形で進められた。海
外の移民や教育制度について研究されている園山
さんからは、朝鮮学校が現在も「各種学校」のま
まであることの課題や、教育保障を謳う憲法 26 条
が国籍要件（すべて国民は）を定めていることに
より生まれる矛盾や 2016 年に採択された「教育機
会確保法」が年齢国籍その他の置かれている事情
を問わないことなどを指摘した。また高さんから
も、今回のように子どもの教育に特化したドキュ
メンタリーは希有であり、特にこの 10 年ほど異常
な差別の標的になっている学校の意味を「子ども
の権利」という視点から見て欲しいということ、
写真 「未来共生セミナー『アイたちの また阪神大震災の時には外国人学校のネットワー
学校』上映会＆トーク」のポスター

クが全国でも初めてつくられ、当時の知事が「外
国人学校は宝である」と発言したことなどの話が

された。当日は、未来共生プログラムの履修生、関係する教員や大阪大学の留学生を含
む学生たちなど約 30 人が、2 時間半の上映会＆トークに参加した。

7.2.2.

未来共生セミナー「多文化メンバーでのチーム活動になったら？：株

式会社リバネスの実践から学ぶ多文化 TEAM BUILDING」
2019 年 11 月 23 日（土・祝）、未来共生セミナー「多文化メンバーでのチーム活動に
なったら？：株式会社リバネスの実践から学ぶ多文化 TEAM BUILDING」が、プログ
ラム 4 年次必修科目「フィールド・ラーニング」の一環として開催された。企画・運営
を担ったのは、同科目の受講者である王一瓊さん（言語文化研究科・博士後期課程 2 年）、
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増田智香さん（工学研究科・博士後期課程 2 年）、梶田智香さん（国際公共政策研究科・
博士後期課程 3 年）の 3 名である。
「フィールド・ラーニング」は、「未来共生イノベーター」としてのキャリア・パス
を考えることを主眼とする科目である。今回のセミナーを企画するにあたり、企画の中
心となった王さんが、社員のほとんどが博士号取得者で占められている株式会社リバネ
スに関心をもったことから、同社に講師派遣を依頼することとなった。王さんの研究的
関心から、同社の教育総合研究センターで所長を務める前田里美様にセミナー講師を依
頼する運びとなった。
王さんが「多文化メンバーでのチーム活動にな
ったら？」というセミナーを企画した背景には、
友人（中国人留学生）の就職活動に関するエピソ
ードがある。日本での就職を希望する王さんの友
人は、日本人学生に交じって就職活動に日々いそ
しんでいた。しかし、就職活動の過程でグループ
ディスカッションの段階に至ると、いつもうまく
いかない。ある日のディスカッション終了後、同
じグループだった日本人学生が「留学生がいたか
ら最悪だった」と友人に漏らしているのを耳にし
てショックを受けた；「わたしのせいなの？」
多文化共生やダイバーシティが唱えられるよ
うになってずいぶん経つ。しかし、日本人が想定
しているダイバーシティは、「欧米系の人びとと
英語でコミュニケーションする」というイメージ
写真 「未来共生セミナー『多文化メン にとどまっているのが現実で、
「日本語を話すア
バーでのチーム活動になったら？：
ジア人」に対しては、日本人との同化を暗に求め
株式会社リバネスの実践から学ぶ多文 るような風潮が強い。多くのアジア人留学生が早
化 TEAM BUILDING』
」のポスター
い段階でこれに気づいて、空気を読み、自分のふ

るまいを変えていく。しかし、これでいいのか。そこで、留学生と日本人学生の混成チ
ームでチーム対抗の「アイデア勝負」に挑むことをきっかけに、多文化状況でのコミュ
ニケーションについて考えるというワークショップ企画が立ち上げられた。
セミナー当日、会場には事前に参加登録をした 15 名の参加者が集まった。未来共生
プログラムからの参加者は 6 名、残る 9 名はそれぞれ文学研究科、法学研究科、経済学
研究科、言語文化研究科、国際公共政策研究科、OUSEPP (Osaka University Short-term
Student Exchange Program)からの参加だった。参加者は、A~C の 3 つの「多文化チーム」
に分かれ、チーム対抗のアイデア・ワークショップに臨むことになる。各チームには、
2~3 名の留学生が含まれているが、コミュニケーションの言語などは、各チームのイニ
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シアティブに任せることになった。
セミナーは 3 部制での構成である；第 1 部がアイデア・ワークショップ「ただの石を
1 万円で売るには？」、第 2 部で多文化コミュニケーションに対するリフレクション、
第 3 部は、講師の前田様によるリバネスの企業紹介である。なお、第 1 部のアイデア・
ワークショップの様子をチームごとに撮影し、撮影した映像を第 2 部のリフレクション
の際の参考資料として使用した。
セミナー全体の司会を増田さんが担当し、受付などの運営業務を王さん、梶田さんの
2 名が担当した。セミナーは、事前準備が適切に行われたこと、また、当日もセミナー
参加者に対してワークショップの意図などが十分に説明されたため、滞りなく進行し、
特に本セミナーの中心となる第 2 部では、すべてのチームで活発な議論が行われていた。
グループワークに苦手意識を持つ参加者、文化的コードの違いによる感じ方の差異など、
それぞれにチームが広義の「多文化性」を考慮しながらアイデアをまとめていく様子も
見られ、セミナー企画の目的は果たされたといえるだろう。なお、アイデア・ワークシ
ョップで優勝したチーム C には、図書カードとワニ博士ミニストラップが賞品として
授与された。
第 3 部は、講師の前田様より、リバネスの海外拠点における活動の多文化的性格、ま
たそこで生じるコンフリクトをどのように克服していくかといったお話のほか、博士号
取得者が企業で働くという具体的な姿をご紹介いただいた。未来共生プログラムからの
参加者のほとんどが博士後期課程に在籍中していることもあり、自身のキャリア・パス
を考える機会となったように見受けられた。
本セミナーは、ゲーム性を備えたワークショップを通じて、未来共生プログラムが提
唱する広義の「多文化性」を考えるものとしてうまく機能していた。同時に、セミナー
を運営するプログラム履修生にとっても、セミナーを企画・運営する過程は「多文化メ
ンバーでのチーム活動」そのものだった。「フィールド・ラーニング」の観点からは、
このような両面での学びが達成されたことにこそ、大きな意義を見出している。

写真 「未来共生セミナー『多文化メンバーでのチーム活動になったら？：株式会社リバネ
スの実践から学ぶ多文化 TEAM BUILDING』
」におけるアイデア・ワークショップの様子
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Sun

Sat

2/1/20

振替休日

天皇誕生日

⽣)
生

最終試験(最終年次
最終試験

建国記念の日

授業終了

秋～冬学期

Fri QE(2年⽣)

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

人間科学研究科科目 9⽉17⽇（⽕）〜10⽉11⽇（⾦）
⼈間科学研究科科⽬
未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム科⽬ 9⽉24⽇（⽕）〜10⽉8⽇（⽕）
未来共生イノベーター博士課程プログラム科目
10⽉15⽇（⽕）〜10⽉21⽇（⽉）

勤労感謝の日

＜休講＞

まちかね祭片付け

まちかね祭

文化の日

まちかね祭

まちかね祭
＜休講＞

Sun

10⽉~3⽉

まちかね祭準備
＜休講＞

１１月

⾏事予定
10/1/19

即位礼正殿の儀

体育の日

履修登録期間

31

30

29

28

27

26

25

Thu

Wed

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Tue

24

授業開始

秋～冬学期

Fri QE中間発表会

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

１０月

2019年度

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

Sat

Fri

Thu

Wed

Tue

Mon

Sun

3/1/20

学位記授与式

プログラム修了式

春分の日

３月

ハンドブック＜新入生，共通＞（令和元年度）
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修了要件単位と履修スケジュール

2019年度 開講科⽬⼀覧

2019年度 時間割

2019年度 夏期英語研修について

給付奨学金

学生支援について

QE（Qualifying Examination）について

プログラム修了および最終試験について

修学・学生生活等における諸事項

プログラム事務室および研究室

プログラム担当教員一覧

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

次

1.

2019年度 ⾏事予定

2019年度 学年暦

目

p. 31

p. 30

p. 28

p. 24

p. 20

p. 16

p. 14

p. 13

p. 10

p. 8

p. 6
計

１５

２以上

２以上

選択必修

修了要件単位数

１５

必修

PW

⾔
語
科
⽬

コ
ア
科
⽬

分

区

科⽬名

演習
各学期の必修単位数

公共サービス・ラーニング特定

未来共⽣多⾔語特定演習

未来共⽣英語特定演習Ⅱ

未来共⽣英語特定演習Ⅰ

未来共⽣リーディング特別演習

習

未来共⽣ワークショップ特別演

フィールド調査法特講

マイノリティと共⽣

共⽣社会論特講Ⅰ

必修（15 単位）

履修スケジュール

8

1

1

2

2

2

春
夏

2

2

秋
冬

1 年次

1

1

春
夏

0

秋
冬

2 年次

2

2

春
夏

0

秋
冬

3 年次

2

2

春
夏

0

秋
冬

4 年次

４以上

４以上

選択

但し、QE までに必修 11 単位、選択必修 2 単位以上を修得すること。

⽬

関連する研究科等において開設する授業科

⼈間科学研究科が開設する授業科⽬

修了要件単位

1. 修了要件単位と履修スケジュール

0

春
夏

0

秋
冬

5 年次

備考

ハンドブック＜新入生，共通＞（令和元年度）

習

プロジェクト・ラーニング特定演

演習

2

2

修了までに、選択科⽬もしくは基礎領域科⽬より 4 単位以上を取得してください。

選択（4 単位以上）

PW

コミュニティ・ラーニング特定

選択必修（2 単位以上）

2019 年度

開講科⽬⼀覧

選択科⽬

ーク

ィカルワ

プラクテ

⾔語科⽬

コア科⽬

区分

211531

英語による論⽂作成・研究発表演習

Academic Reading

211912

メディアの課題特講

211910

メディアと共⽣社会特講

インターンシップＢ

211504

211911

プロジェクト・ラーニング特定演習

211909

コミュニティ・ラーニング特定演習

公共サービス・ラーニング特定演習

211908
211907

未来共⽣多⾔語特定演習

211906

未来共⽣英語特定演習Ⅰ

211904

未来共⽣英語特定演習Ⅱ

フィールド調査法特講

211546

211905

マイノリティと共⽣

共⽣社会論特講Ⅰ

科⽬名

211915

211753

コード

時間割

＜⼈間科学研究科が開設する授業科⽬＞

⼈間科学未来共⽣博⼠課程プログラム

2.

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

単位数

選択

選択

選択

選択

選択

選択必修

選択必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必修

必/選

ハンドブック＜新入生，共通＞（令和元年度）
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コード

2

300241 ジェンダー論Ａ

311221 演習（多文化共生論）

3B1502

）

協働術B（マイノリティ・セミナー
協働術
2

2

有津子
有津⼦

綾

倫哉

倫哉

明久

仁

仁

ほんま なほ
ほんま

高橋

河村

河村

松野

山下

山下

G. ヨコタ

他

隆司

加賀
加賀

有津子

啓介 他
啓介

啓介 他
啓介

かおる

規夫 他
規夫

博康

康太

横田

加賀

上西
上⻄

上西
上⻄

小西

酒井
酒井

磯

福井

真里

担当教員
長田

学期

秋～冬

春

秋～冬

春～夏

春～夏

秋～冬

春～夏

春～夏

秋～冬

春～夏

春～夏

秋～冬

秋～冬

春～夏

春～夏

春～夏

春～夏

秋～冬

※同⼀科⽬を重複履修した場合、修了要件となるのは1度⽬に修得した単位のみです。
※同一科目を重複履修した場合、修了要件となるのは

ンター

インセ

2

2

2

311164 特殊講義（紛争研究概論）

311220 特殊講義（ナショナリズム論）

2

300276 社会言語学研究
社会⾔語学研究B

2

2

300275 社会言語学研究
社会⾔語学研究A

2

2

281369 インクルーシブ・リーダーシップ

ーション論

280968 地域施設整備論

280654

1

280642 テクノロジーデザイン演習

創生コラボレーション・コミュニケ

2

280641 テクノロジーデザイン論

2

2

2

2

単位

2

科目名

255103 地域ヘルスケアシステム特論

255002 生涯保健学

250506 疫学総論

220409 法政策学

220315 国際私法

COデザ 3B1101 対話術
対話術A（哲学対話⼊⾨）

研究科

共政策

国際公

研究科

文化

言語

研究科

工学

（保）

研究科

医学系

）

研究科（医

医学系

研究科

法学

開講部局

時間割

⾦・6
金・

⽉・4-5
月・

⽔・2
水・

⽔・2
水・

⽕・5
火・

⽔・4
水・

⽔・4
水・

⽕・3
火・

集中

火・２

⾦・3
金・

⽉・4
月・

⽉・3
月・

火・２

月・２

集中

月・３

⽕・4
火・

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

吹田

吹田

吹田

吹田

吹田

吹田

吹田

吹田

豊中

豊中

曜日・時限 キャンパス

人間科学未来共生博士課程プログラム
⼈間科学未来共⽣博⼠課程プログラム
2019年度 基礎領域科⽬ ＜関連する研究科等において開設する授業科⽬＞

3.

時間割

ハンドブック＜新入生，共通＞（令和元年度）

ハンドブック＜新入生，共通＞（令和元年度）

⼈間科学未来共⽣博⼠課程プログラム
人間科学未来共生博士課程プログラム
月
学

時間割

年

コード

2019年度

時間割 秋〜冬学期

火

科目名

教員

教室

学

時間割

年

コード

科目名

水
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
年

1時限

1

時間割

(08:50

教員
S. Muller

＜未来共生イノベータ

～
10:20)
2時限

科目名

211911 メディアと共生社会特

脇阪

紀行

吹/⼈科M12
吹

1

科目＞
9E0034 未来共生選択英語Ⅱ

講

ンセンター棟
S. Muller

＜未来共生イノベータ

～
1

科目＞
9E0044 未来共生選択英語Ⅲ

3階(予定）
吹/最先端医療
吹
イノベーショ

ー博士課程プログラム

12:00)
3時限

吹/最先端医療
吹
イノベーショ

ー博士課程プログラム
1

(10:30

教室

コード
9E0033 未来共生選択英語Ⅰ

ンセンター棟
S. Muller

3階(予定）
吹/最先端医療
吹

(13:00

＜未来共生イノベータ

イノベーショ

～

ー博士課程プログラム

ンセンター棟

科目＞

3階(予定）

14:30)
4時限
(14:40
～
16:10)
5時限
(16:20
～
17:50)
その他
学
年
1

1

時間割

科目名

教員

教室

コード
211908 公共サービス・ラーニ

榎井

縁

ング特定演習

石塚

裕子

山本

晃輔

211531 英語による論文作成・

B.A.

-

吹/⼈科M32
吹

Yamamoto

研究発表演習

G. Mohacsi

⼈間科学未来共⽣博⼠課程プログラム
人間科学未来共生博士課程プログラム
月
学

時間割

年

コード

2019年度

時間割 春〜夏学期

火

科目名

教員

教室

学

時間割

年

コード

科目名

水
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

1時限

学

時間割

年

コード

1

科目名

211904 未来共生英語特定演習

(08:50

教員
S. Muller

教室
吹/⼈科E316
吹

Ⅰ

～
10:20)
2時限

1

211912 Academic Reading

S. Muller

吹/⼈科M42
吹

1

211910 メディアの課題特講

脇阪

紀行

吹/⼈科M33
吹

1

211906 未来共生多言語特定演

(10:30

麻衣子 吹
吹/⼈科E106

神田

習

～
12:00)

2

211905 未来共生英語特定演習

S. Muller

吹/⼈科E316
吹

吹/⼈科E303
吹

Ⅱ

3時限

1

211546 フィールド調査法特講

(13:00

森田

敦郎

吹/⼈科M31
吹

1

211753 共生社会論特講Ⅰ

（３-４限）
（３

志水

宏吉

（３-４限、隔週）
（３

石塚

裕子

共生社会論特講Ⅰ

志水

宏吉

（３-４限、隔週）
（３

石塚

裕子

～
14:30)
4時限

1

(14:40

-

フィールド調査法特講

森田

敦郎

吹/⼈科M31
吹

1

-

（３-４限）
（３

吹/⼈科E303
吹

～
16:10)

1

211915 マイノリティと共生
（４-5限、隔週）
（４

5時限

1

(16:20

-

なほ 豊
豊/全学総合棟

ほんま
高橋

綾

榎井

縁

Ｉ（３階）
341
なほ 豊
豊/全学総合棟

マイノリティと共生

ほんま

（４-5限、隔週）
（４

高橋

綾

Ｉ（３階）

榎井

縁

341

～
17:50)
その他
学
年
1

2

3

時間割

科目名

教員

教室

コード
211907 コミュニティ・ラーニ

渥美

公秀

岩手県野田村

ング特定演習

石塚

裕子

8/17-8/25

211909 プロジェクト・ラーニ

榎井

縁

-

ング特定演習

石塚

裕子

山本

晃輔

中澤

渉

211504 インターンシップ
インターンシップB

-

各教員
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September 23rd-28th, 2019

Course Facilitators: David Berman Howarth; Steve Muller

“Communicating with Confidence and Impact”

Academic English Skills Training

2019 年度夏期英語研修について

that will be created throughout the duration of the course.

are expected to immerse themselves fully within the total English environment

the weekly classes held throughout the semester for students. As such students

⼈間科学研究科本館 2 階

Tel: 06-6105-6489

未来共⽣プログラム事務室（担当：伊藤）

（5）問い合わせ先

5 ⽉ 17 ⽇（⾦）以降に通知（受給決定通知書をお渡しします）

（4）新規受給決定者の通知

⽉額 40,000 円（未来共⽣プログラムにおける平成 31 年度の⽀給⽉額）

（3）⽀給額

⽅法：持参
※受給を希望しない場合も、その旨申し出てください。

場所：未来共⽣プログラム事務室

confidence and impact.

This is an intensive English training course designed to go beyond the confines of

期間：4 ⽉ 5 ⽇（⾦）から 4 ⽉ 12 ⽇（⾦）16：00 まで

use posture and body language to build personal presence and communicate with

申請書類提出期間及び場所：

(3) 振込依頼書

(2) 誓約書

(1) 給付奨学⾦受給調書

申請書類：

（2）申請⽅法

⼈間科学未来共⽣博⼠課程プログラム履修⽣のうち平成 31 年度⼊学⽣

（1）新規申請対象者

基づき、選考を経た上で給付奨学⾦を⽀給する制度を⽤意しています。

⼤阪⼤学では、博⼠課程教育リーディングプログラム履修⽣を対象に、学⽣の受給申請に

2019 年度 給付奨学⾦受給申請について＜新規＞

給付奨学⾦

techniques, students are trained in how to use their voices effectively and how to

speaking, interview techniques and communication skills. Drawing on drama

confidence building, interactive course focusing on the practicalities of public

The “Communicating with Confidence and Impact” course is a learner-centered,

4.

5.

ハンドブック＜新入生，共通＞（令和元年度）

2019 年度 給付奨学⾦受給申請について＜新規＞

給付奨学⾦（⼊学後選抜）

⼈間科学研究科本館 2 階

Tel: 06-6105-6489

未来共⽣プログラム事務室（担当：伊藤）

（5）問い合わせ先

6 ⽉ 14 ⽇（⾦）以降に通知（受給決定通知書をお渡しします）

（4）新規受給決定者の通知

⽉額 40,000 円（未来共⽣プログラムにおける平成 31 年度の⽀給⽉額）

（3）⽀給額

※受給を希望しない場合も、その旨申し出てください。

⽅法：持参

場所：未来共⽣プログラム事務室

期間：5 ⽉ 10 ⽇（⾦）16：00 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) 給付奨学⾦受給調書

申請書類：

（2）申請⽅法

⼈間科学未来共⽣博⼠課程プログラム履修⽣のうち平成 31 年度⼊学⽣

（1）新規申請対象者

基づき、選考を経た上で給付奨学⾦を⽀給する制度を⽤意しています。

⼤阪⼤学では、博⼠課程教育リーディングプログラム履修⽣を対象に、学⽣の受給申請に

5.

2019 年 4 ⽉ 25 ⽇

学⽣⽀援について

概要〕
インターナショナル・カフェ
・費⽤：500 円程度（飲み物、軽⾷など。持ち込み歓迎。）

・時間：18:00~19:30

・会場：⼈間科学研究科

・開催：原則として、授業期間中の毎⽉最終⾦曜⽇

〔⽉例茶会

のできる、居⼼地のよい空間をつくりたいと思っています。

会です。お酒の飲める／飲めないにかかわらず、多くのひとがゆるりと集まって、気軽に話

します（授業期間中のみ、⾃由参加）。「⽉例茶会」は、（お茶に限らず）ノンアルコールの

毎⽉最終⾦曜⽇の授業終了後、プログラム履修⽣が集まって交流する「⽉例茶会」を開催

「⽉例茶会」の開催

でください。

る場合は、学⽣⽀援担当・神⽥(kanda.m@respect.osaka-u.ac.jp)まで、⾯談を申し込ん

実施しています。プログラムの履修に関して不安がある場合や、休学・留学の相談などがあ

また、プログラムが必要と認めた場合、あるいは履修⽣の希望にもとづいて、随時⾯談を

確認し、今後の修学・研究計画をクリアにすることです。

定期⾯談の⽬的は、プログラム履修が履修⽣の研究活動の⽀障となっていないかなどを

〜開始時（3 ⽉末〜4 ⽉初旬）に、定期⾯談を実施します。

プログラム 1 年次の秋学期開始前〜開始時（9 ⽉末〜10 ⽉初旬）、2 年次の春学期開始前

談

⾯談の実施：定期⾯談（1 年次・秋学期、2 年次・春学期）、随時⾯

⾏うことを⽬的としています。

念のもとで研究活動の場を拓き、ひとりひとりが持てる⼒を⼗分に発揮できるよう⽀援を

本プログラムの学⽣⽀援活動は、プログラム構成員であるわたしたち⾃⾝が「共⽣」の理

7.
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・ほんま

7 ⽉ 27 ⽇（⼟）「プロジェクト・ラーニング成果発表会」のあとに

⿇⾐⼦ (kanda.m@respect.osaka-u.ac.jp)

＊学⽣⽀援担当の神⽥が対応いたします

未来共⽣プログラム共同研究室（吹⽥キャンパス・⼈間科学研究科東館 E105）

【未来共⽣プログラム相談窓⼝】

・学⽣⽀援担当：神⽥

信英 (sawamura@hus.osaka-u.ac.jp)

亮 (kawabata@hus.osaka-u.ac.jp)

・プログラムコーディネーター：澤村

・プログラム責任者：川端

【未来共⽣プログラム・ハラスメント相談対応】

名誉やプライバシーを固く守ります。

思うところ・感じるところのある場合は、担当者までご相談ください。担当者は、相談者の

いう存在が尊重されていない、不当な扱いを受けた、もやっとする⼀⾔を向けられるなど、

が『ハラスメント』に該当するのかどうか、わからない」といった迷いは不要です。⾃分と

きるように、「未来共⽣プログラム ハラスメント対応相談窓⼝」を設置しています。「これ

未来共⽣プログラムでは、プログラム履修⽣が安⼼できる環境で学び、研究することがで

しれません。

どの若⼿研究者が、修学や研究活動を続けることを困難にする要因のひとつといえるかも

が報告されています。ハラスメントの種別を問わず、こうした被害は、⼤学院⽣、研究⽣な

ント、マタニティ・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント）

⼤学院という教育・研究の場においても、ハラスメントの被害（セクシュアル・ハラスメ

ハラスメント対応相談窓⼝の設置

い合わせください。

各⽉とも、セミナーやイベントの実施を重ねることも可能です。希望のある場合は、お問

12 ⽉ 20 ⽇（⾦）クリスマス茶会

11 ⽉ 29 ⽇（⾦）霜⽉茶会

10 ⽉ 25 ⽇（⾦）神無⽉茶会

・上⻄

6 ⽉ 28 ⽇（⾦）⽔無⽉茶会
＊⼟曜開催

・榎井

5 ⽉ 31 ⽇（⾦）「海外インターンシップ報告会」のあとに

ハラスメント対応相談窓⼝での対応の流れについては、次ページを参考にしてください。

なほ（CO デザインセンター）(naho@cscd.osaka-u.ac.jp)

啓介（⼯学研究科）(uenishi@mit.eng.osaka-u.ac.jp)

縁（未来共⽣プログラム） (yuenoi@respect.osaka-u.ac.jp)

〔相談窓⼝担当者〕

4 ⽉ 26 ⽇（⾦）新⼊⽣歓迎会

〔開催⽇程（予定）〕
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問題点の内容による判定
問題点の有無

本プログラムの履修に⽀障をきたす
４

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）

（IELTS などの語学成績）

ゼンテーション審査
ラシー、⑥コミュニケーションリテ

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
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

2 年終了時までに本プログラムにおいて

単位を修得した科⽬・取得単位数及び成績
６つの要素によって構成される。①

（1）本プログラムの履修状況

（多⽂化コンピテンシーは、以下の

多⽂化コンピテンシーの評価

結果（後期課程に合格することが要件）
の充⾜

３

所属研究科による博⼠後期課程の合格判定
所属研究科の博⼠後期課程進学要件
２

定結果(規定単位数の取得、修⼠論⽂審査)

所属研究科における博⼠前期課程の修了判

評価基準
評価項⽬

所属研究科の博⼠前期課程の修了
１

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」における発表が課されています。

表します。

をもとに、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は下表の通りです。QE の合否については、3 ⽉下旬に KOAN にて発

プログラム 5 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（博⼠前期課

QE（Qualifying Examination）について
8.

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
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安心できる環境で学び・研究できるために（未来共生プログラムハラスメント対応相談窓口の設置）
セクシュアル・ハラスメント …… 職務・研究・修学・課外活動における関係を利用し、相手に不快な思いをさせる「性的な言動」（性的な関心や欲求に基づく
言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識または性的嗜好若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む）をいい、時間と場所を問わない。
マタニティ・ハラスメント……妊娠・出産・育児、若しくは介護に関する休業の利用を理由にした不利益な取り扱いや、不快感を与える言動をいう。
アカデミック・ハラスメント……教職員、学生、又は関係者が、その職務上の権限又は様々な人間関係を不当に利用して、他の教職員、学生又は関係者に
対して行う研究上、教育上又は修学上の不適切で不当な言動をいい、時間と場所を問わない。
パワー・ハラスメント……教職員が職務上の地位や権限又は様々な人間関係を不当に利用して他の職員又は関係者に対して行う就労上の不適切で不当な
言動をいい、時間と場所を問わない。
※ また、こういったことがあったときに黙認することは認められません。

セクシュアル/アカデミック/パワー/マタニティ・ハラスメントが起きたら…
［1］

教員・関係
者に相談

本人への注意や話し
合いなど
大阪大学ハラスメント相談室

※可能であれ
ば相談窓口に
報告ください

←［1］～［3］のどれでもかまいません。相談したいと思った方の負担が少ない形を選んでください。

未来共生相談窓口の担当者のいずれかに相談⇒
※ 特段の事情がある場合には、他も可能です。

①相談を受けた担当者が責任者・プログラムコーディネーター等※に報告
し、複数チームにより関係者からヒアリング等の調査や事実確認を行う。
②事実確認の結果をプログラム責任者・プログラムコーディネーター等※
に報告する。本人の希望に応じて第三者も含めたメンバーで、必要に応じ
た事実確認および対処を検討する。その後プログラムコーディネーターの
もと、問題解決のための措置を実施する。
※人は特定せず、特段の事情がある場合には、他のプログラム担当者が対応する。
対応については、相談者と確認しながらすすめていきます。対応の一例として、該当したプロ
グラム担当教員 、 特任教員・特任職員 、プログラム履修生への厳重注意、プログラム参加禁
止（期間）の決定や、役割担当の交代、更生にむけた研修等への参加の推奨なども考えられ
ます。

未来共生プログラ
ムハラスメント相談
対応
◆責任者
川端亮
◆プログラムコー
ディネーター
澤村信英
◆学生支援担当
神田麻衣子
◆未来共生プログ
ラム相談窓口
榎井縁
上西啓介
ほんまなほ

被害者、関係者に対して、プログラムへの参加や研究活動において、安心や安全が確保できるように対応
必要に応じて、プログラムとして、再発防止策（大学の基本指針・規定・ガイドラインの周知や研修など）を行う
※ハラスメント対応には第三者として以下の方々に加わっていただくことが可能です。いずれの方も未来共生プログラムを理解した上で、
ハラスメント対応に協力いただける精神科医師、弁護士、SOGIや人権教育に関わる教員などです。
・大阪医科大学・大阪大学キャンパスライフ健康支援センター

・大阪弁護士会弁護士

松本康之

康純

・高校教員 土肥いつき
沖本和子

・大阪多様性教育ネットワーク

添付資料

相談窓口担当者に、直接またはメール等でご
連絡ください。アドレスは毎年度配布してい
る「 RESPECT
ハンドブッック」
に掲載しています。

未来共生プロ
グラム相談窓
口は大阪大学
ハラスメント相
談室と連携しま
す。必要に応じ
て被害者や関
係者の相談、
相談担当者へ
の助言を受け
たり、研修など
の情報の共有
をします。

［3］

［2］
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横書き 1 枚

本⽂ 10.5 ポイント、数字は半⾓

・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

・スライド枚数：10 枚（表紙と参考⽂献記載ページを含む）

② 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

ポイント

・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

・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

① 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）

③ 博⼠論⽂の作成を踏まえて、修⼠論⽂を位置づける

② 未来共⽣と専攻分野との関連性を述べる

する

① 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

・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】

いてのプレゼンテーションを審査します。審査の結果は、KOAN にて発表します。

プレゼンテーション審査では、履修⽣による修⼠論⽂の内容と未来共⽣との関連性につ

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

※平成 30 年度⼊学者のみ

実施要項】

・⾯接順は別途通知する

・⾯接開始時刻の 20 分前に控室に来室する

② 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）

① インターンシップ計画書

・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 にて発表します。

的に沿ったものであるかどうかについて、⾯接審査を⾏います。

施できる準備ができているかどうか、また、その内容は上記のインターンシップ理念と⽬

ターンシップ審査では、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

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

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ます。

た知⾒を⽣か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

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

海外インターンシップ審査について※

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

・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

は、発表⽤パワーポイントに加えて、印刷⽤パワーポイントも作成・提出すること

・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

載すること

るのは困難なので、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

・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

・⽂字フォント：⾃由

はこの限りではない
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プレゼンテーション審査

海外インターンシップ審査

13:05

15:00

審査スケジュール（発表順）の通知：2 ⽉ 3 ⽇（⽉）

y-ishizuka@hus.osaka-u.ac.jp に提出）

ール添付で

（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,

発表⽤パワーポイント提出期限：2 ⽉６⽇（⽊）午前 8 時
その他はメ

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：1 ⽉ 31 ⽇（⾦）午後 4 時

修⼠論⽂概要提出期限：1 ⽉ 31 ⽇（⾦）午後４時

詳細は後⽇連絡

詳細は後⽇連絡

開始予定

開始

海外インターンシップ審査：⼤阪⼤学吹⽥キャンパス

場所：プレゼンテーション審査：⼤阪⼤学吹⽥キャンパス

開会

13:00

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：2 ⽉７⽇（⾦）

2019 年度

※平成 30 年度⼊学者のみ

プログラム修了および最終試験について

１

本プログラムの履修状況

評価項⽬

評価基準

リサーチワークの達成状況

学外研修の参加状況

本プログラム規程に定められた単位の修得

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 にて発表します。

験を受験しなければなりません。

って実施します。履修⽣は、原則としてプログラムの履修年限満了を迎える年度に最終試

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

って構成され、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

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

了認定審査を⾏います。

ー」が有すべき多⽂化コンピテンシーの獲得を総合的に判定するため、コースワーク等修

チワークの修了、及び（3）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

って所定の課程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

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

すること。

所定の学外研修及びリサー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

籍研究科の所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、

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

9.
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共⽣との関連性に関する報告書の審査
（2）プレゼンテーション審査

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

ミュニケーションリテラシー）

横書き５枚

・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

【プログラム修了最終試験 報告書 作成要項】

について、そ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

（1）書類審査

最終試験について

を修了したことを証する。」（〇〇は在籍研究科名、△△は専攻名、□□は学位の分野名）

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』

る。

「本学⼤学院〇〇研究科△△専攻の博⼠課程を修了したので博⼠（□□）の学位を授与す

プログラムの修了も認められ、その旨が学位記に以下のように記載されます。

す。また、在籍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

は、発表⽤ パワーポイントに加えて、印刷⽤パワーポイントも作成・提出すること

・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

記載すること

るのは困難なので、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

・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

・⽂字フォント：⾃由

この限りではない

・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

・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】

⼈にも理解で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

（2）プレゼンテーション審査について

プログラム 年次報告書』 等への掲載を予定しています。

『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

プレゼンテーション審査資料」として、

＊この報告書は、「平成 30 年度最終試験

ン審査

述べる

③ 研究者、専⾨家としての今後の課題及び展望を述べる

明確に

② 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

する

① 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

・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

共⽣との関連性に関するプレゼンテーショ

出する予定の博⼠論⽂の研究成果と、未来

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

つの要素によって構成される。①多⾔

リテラシー、⑤政策リテラシー、⑥コ

すでに提出した博⼠論⽂もしくは今後提

（1）書類審査

（多⽂化コンピテンシーは、以下の６

最終試験

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

２
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研究者、専⾨家としての今後の課題及び展望を述べる

を明確に述べる

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

明する

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

プレゼンテーション審査

詳細は後⽇通知

審査開始

コースワーク等修了認定審査合格発表：2 ⽉ 26 ⽇（⽔）KOAN にて個別通知

発表⽤パワーポイント提出期限：2 ⽉ 17 ⽇（⽉）午前 8 時

審査スケジュール（発表順）の通知：2 ⽉ 12 ⽇（⽔）

報告書提出期限：2 ⽉３⽇（⽉）午前 8 時

場所：⼤阪⼤学吹⽥キャンパス

10:05

開会

プログラム修了最終試験

⽇時：2 ⽉ 18 ⽇（⽕） 10:00

2019 年度

・プレゼンテーション審査当⽇、発表者は全員指定の時間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、メールにて通知する

③

②

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

修学・学⽣⽣活等における諸事項

IC レコーダー
デジタルカメラ

①
②

（1）貸出備品

続きに従い、⼤切に使⽤してください。

貸出を⾏っています。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

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

備品貸し出しについて

所定の⼿続きを⾏ってください。

休学や履修辞退などを希望する者は、異動希望⽇の 2 ヶ⽉前から 1 ヶ⽉以上前の間に、

休学、履修辞退等について

は、振込依頼書の再提出が必要です。

い。なお、給付奨学⾦の振込通知などは郵送により⾏いますので、住所に変更があった場合

住所、メールアドレス、電話番号などに変更があった場合は、すみやかに知らせてくださ

住所変更等について

なお、急を要する場合は、携帯電話に連絡する場合もあります。

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。

合がありますので、添付ファイルの受け取りが可能なアドレスを登録してください。メーリ

しくはメーリングリストに登録している個⼈アドレス宛てに⾏います。資料を送付する場

本プログラムを履修している学⽣への通知・連絡は、KOAN 掲⽰板、メーリングリストも

履修⽣のへ通知・連絡⽅法について

10.
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ノートパソコン

④

添付資料

貸出可否は使⽤⽬的・⽅法が適切なもの。

本プログラムが適当と認めた者。

②

③

理・運⽤することに努めます。

おいて情報を共有します。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

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、教員間に

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、プログラム運営

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。

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、個々

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つのリテラシ

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

と）。

貸出時と同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

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

（6）貸出・返却時点での留意点

を⾒つけたら、すみやかに教員研究室に連絡すること。

際、弁償⼜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

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

（5）紛失・破損時の取り扱い

がある。

１ヶ⽉毎に更新申請を⾏う。予約があるときには、更新申請が認められない場合

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

（4）貸出期間

本とする。備品の転貸は禁⽌する。

する。使⽤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

（3）貸出⼿続き

本プログラム履修⽣。

①

（2）貸出対象者

ビデオカメラ

③

11.

9：00〜16：30

M226

E105

M135

606

⼤阪府豊中市待兼⼭町 1 番 2 号
⽂理融合型研究棟 6 階

〒560-0043

未来共⽣プログラム学⽣控室＜豊中キャンパス＞

本館 1 階

⼤阪府吹⽥市⼭⽥丘 1 番 2 号
⼈間科学研究科

〒565-0871

未来共⽣プログラム学⽣控室＜吹⽥キャンパス＞

TEL 06-6105-6487

東館１階

⼤阪府吹⽥市⼭⽥丘 1 番 2 号

⼈間科学研究科

〒565-0871

未来共⽣プログラム教員研究室

開室時間：平⽇

TEL 06-6105-6489/6490

本館 2 階

⼤阪府吹⽥市⼭⽥丘 1 番 2 号

⼈間科学研究科

〒565-0871

未来共⽣プログラム事務室

プログラム事務室及び研究室

ハンドブック＜新入生，共通＞（令和元年度）

プログラム担当教員⼀覧

ミュラー

ほんま

なほ

准教授

COデザインセンター

COデザインセンター

国際教育交流センター

茂一

森栗

教授

国際公共政策研究科

教授

光一

西口

言語文化研究科

言語文化研究科

国際公共政策研究科

倫哉

河村

教授

工学研究科

医学系研究科（医）

経済学研究科

准教授

佐代

筒井

教授

教授

教授

法学研究科

法学研究科

人間科学研究科

所属研究科

評価・広報担当、産学官連携担当

学生支援担当

英語教育担当

選抜・審査担当

教務担当

国際連携担当

ジャーナル担当

副プログラムコーディネーター、財務・人事担当

ホーキンス ヴァージル

仁

山下

職名

准教授

教授

教授

教授

特任講師

特任講師

准教授

教授

教授

教授

プログラムコーディネーター

准教授

啓介

上西

博康

磯

真里

長田

衛東

康太

福井

許

ベバリー・アン

山本

氏名

学内プログラム担当者

裕子

縁

榎井

石塚

敦郎

森田

麻衣子

大祐

園山

神田

特任講師

公秀

渥美

ステファン

特任教授

宏吉

志水

教授

信英

澤村

担当

研究科長・教授 プログラム責任者

亮

職名

川端

氏名

プログラム担当者（運営統括委員）

12.

平尾 一朗

石塚 裕子

神田 麻衣子

ミュラー ステファン

脇阪 紀行

榎井 縁

氏名

本プログラム特任教員
担当およびメールアドレス

（非常勤）

特任助教

特任講師

特任講師

ichirohirao@respect.osaka-u.ac.jp

評価・広報担当

y-ishizuka@hus.osaka-u.ac.jp

評価・広報担当、産学官連携担当

kanda.m@respect.osaka-u.ac.jp

学生支援担当

stevemuller@respect.osaka-u.ac.jp

英語教育担当

wakisaka-n@respect.osaka-u.ac.jp

特任講師

ジャーナル担当

（非常勤）

yuenoi@respect.osaka-u.ac.jp

選抜・審査担当

特任教授

特任教授

職名
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阪

⼤

学

2019 年度

＜在学⽣＞

ハ ン ド ブ ッ ク

博⼠課程プログラム

⼈間科学未来共⽣

⼤

2019年度 履修⼿続きおよび成績発表について
2019年度 開講科⽬⼀覧
2019年度 基礎領域科⽬⼀覧
2019年度 時間割

2.
3.
4.

次

1.

目

p. 8

p. 5

p. 4

p. 3

ハンドブック＜在学生のみ＞（令和元年度）
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冬学期：

秋学期：

１１⽉２７⽇（⽔）〜

秋〜冬学期：１０⽉１５⽇（⽕）〜

春〜夏学期：４⽉２２⽇（⽉）〜

１０⽉８⽇（⽕）１３時

４⽉１５⽇（⽉）１３時

添付資料

所属している研究科の成績閲覧開始⽇

１０⽉２１⽇（⽉）

４⽉２６⽇（⾦）

秋〜冬学期：９⽉２４⽇（⽕）１２時〜

成績閲覧開始⽇について

翌２⽉１０⽇（⽉）

※但し１１/２９、１２/２、３、９は秋学期授業

春〜夏学期：４⽉６⽇（⼟）１９時〜

履修取消期間について

１２⽉９⽇（⽉）

※但し１１/２７、２８、１２/４、５、６は冬学期授業

１０⽉１⽇（⽕）〜

[ターム型科⽬]

８⽉６⽇（⽕）

６⽉１０⽇（⽉）

翌２⽉１０⽇（⽉）

６⽉１１⽇（⽕）〜

夏学期：

１０⽉１⽇（⽕）〜

４⽉８⽇（⽉）〜

８⽉６⽇（⽕）

春学期：

[ターム型科⽬]

４⽉８⽇（⽉）〜

履修登録期間について

秋〜冬学期：

春〜夏学期：

授業（期末試験を含む）の実施期間について

専
⾨
科
⽬

PW

⾔
語
科
⽬
未来共⽣選択英語Ⅱ
未来共⽣選択英語Ⅲ

9E0034
9E0044

コンフリクトと共⽣の諸問題
Introduction to Academic Reading
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

9E0011
9E0053
9E0054

メディアから⾒る未来社会

メディア考現学―「いちょう論説」づくり

Theory

9E0029

9E0024

9E0023

9E0012

Research Seminar in Social and Cultural

Key Concepts and Topics in Anthropology

フィールド・ラーニング

9E0052
9E0030

海外インターンシップ

9E0043

プロジェクト・ラーニング

未来共⽣選択英語Ⅰ

9E0033

9E0022

未来共⽣英⽂執筆トレーニング

9E0004

未来共⽣外国語 1（英語）

未来共⽣英語演習Ⅳ

9E0051

9E0037

未来共⽣英語演習Ⅲ

9E0042

未来共⽣英語演習Ⅱ

未来共⽣特別演習

9E0016

未来共⽣ワークショップ

9E0050

科⽬名

9E0041

コード

分
コ
ア
科
⽬

時間割

区

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム

2019 年度 開講科⽬⼀覧

2.

1. 2019 年度 履修⼿続きおよび成績発表について

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

単位数

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

選択

必修

必修

必修

修

選択必

選択

選択

選択

選択

必修

必修

必修

必修

必修

必/選
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科目名

2
2

211480 人間科学方法演習

211504 インターンシップ
インターンシップB

磯

2

255110 感染制御学特論

小西

2
戸邉

神出

2

2

戸邉

酒井
酒井

白石
⽩⽯

尚哉

秋～冬

秋～冬

春～夏

学期

亨

かおる

計

亨

規夫 他
規夫

三恵 他
三恵

友孝
友孝

博康

博康

泰勲

衛東

賢次 他
賢次

康太

康太

真里

公秀

ゆき

英世

渉

麻里

一宏

春～夏

春～夏

春～夏

春～夏

春～夏

冬

通年

夏

春～夏

秋～冬

春～夏

秋～冬

春～夏

秋～冬

秋～冬

春

春～夏

春～夏

春～夏

秋～冬

春～夏

至朗 他 春～夏
⾄朗

祖父江
祖⽗江

2

2

255002 生涯保健学

系研 255010 国際疾病疫学
究科( 255100 地域ヘルスプロモーション学特
究科
論
保）
255103 地域ヘルスケアシステム特論

医学

2

255001 生命倫理・医療文化論

医） 251505 環境健康リスク論

2

磯

朴

2

究科

学研

医学 250506 疫学総論
系研
250507 疫学各論
究科(
究科

許

三成
三成

2

2

福井

福井

長田

渥美

藤目

栗本

中澤

樋口

高田

桃木
桃⽊

宇野田

⼩⻄ 真理⼦
小西

232110 国際経営

ーシップ）

総合演習（経営者と語るリーダ

担当教員
⼩⻄ 真理⼦
小西

2

220547

2

2

220322 法社会学

220409 法政策学

2

2

220315 国際私法

援に関する理論と実践）

211876 集団・地域社会における心理支

共生行動論特講Ⅰ（家族関係・

2

2

211279 教育文化学特定演習Ⅰ

211801 多文化共生学特講Ⅰ

2

201538 歴史学方法論講義

2

2

201144 日本思想史演習

211631 コンフリクトの人文学特講Ⅰ

2

2

200512 臨床哲学講義

200506 臨床哲学演習

時間割 コード
時間割

232016 アジア企業・マネジメント

経済

科

研究

法学

科

研究

科学

人間

科

研究

文学

開講部局

単位

基礎領域科⽬⼀覧

未来共生イノベーター博士課程プログラム

3.

⽕・5
火・

火・２

火・５

⽊・5
木・

月・２

⾦・1-2
金・

集中

集中

集中

⽉・2
月・

月・２

木・４

月・３

月・３

⽕・4
火・

⽊・1-2
木・

木・２

木・２

他

⽕・4
火・

⽕・4-5
火・

⽔・2
水・

⽉・3
月・

火・３

火・３

吹田

吹田

吹田

吹田

吹田

吹田

中之島

吹田

吹田

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

吹田

吹田

吹田

その他

吹田

吹田

豊中

豊中

豊中

豊中

曜日・時限 キャンパス

2

280968 地域施設整備論
インクルーシブ・リーダーシッ
281369
プ

2

300272 社会言語学研究
社会⾔語学研究B

306200 日本文化学研究総論

306103 日本語教育学基礎論
⽇本語教育学基礎論IIA

306100 日本語教育学研究総論

306006 日本語学研究
⽇本語学研究IIIB

306005 日本語学研究
⽇本語学研究IIIA

306000 日本語学研究総論

研究 300276 社会⾔語学研究B
社会言語学研究
科
アジア・アフリカ言語社会研究
305497
序説
305510 世界文学・文化論

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

300271 社会言語学研究Ａ

2

300255 言語コミュニケーション論
⾔語コミュニケーション論A

2

2

300241 ジェンダー論Ａ

300256 言語コミュニケーション論
⾔語コミュニケーション論B

2

2

300214 言語文化変容論
⾔語⽂化変容論B
300237 現代超域文化論Ａ

2

300213 言語文化変容論Ａ

2

2

280846 共生環境デザイン論

2
2

ニケーション論

280653 リスク評価論

280654

社会⾔語学研究A
文化 300275 社会言語学研究

言語

科

研究

工学

1

280642 テクノロジーデザイン演習
創生コラボレーション・コミュ

2

280641 テクノロジーデザイン論

未来共生イノベーター博士課程プログラム

茂雄

世

世

隆司
有津子
有津⼦

昌典 他
昌典

哲生

有津子

啓介 他
啓介

啓介 他
啓介

万里 他
万⾥

幹雄

加藤
加藤

均他
均

筒井 佐代
筒井

小森
⼩森

儀利古

幹雄

泰浩 他
泰浩

秀人 他
秀⼈

敏夫 他
敏夫

仁

仁

晃次

晃次

美央子

美央子

儀利古

岸田
岸⽥

今泉
今泉

小西
⼩⻄

山下

山下

植田

植田

義永

義永

G. ヨコタ

木村

小杉

小杉

他

横田
加賀
加賀

澤木
澤⽊

倉敷

加賀

上西
上⻄

上西
上⻄

秋～冬

春～夏

春～夏

秋～冬

春～夏

春～夏

春～夏

春～夏

秋～冬

春～夏

秋～冬

春～夏

秋～冬

春～夏

春～夏

春～夏

秋～冬

春～夏

秋～冬

春～夏

秋～冬

春～夏

春～夏

秋～冬

秋～冬

⾦・1
金・

⽕・5
火・

⽕・1
火・

⽉・5
月・

⽉・5
月・

⾦・1
金・

木・３

⽊・5
木・

⽔・4
水・

⽔・4
水・

⽊・2
木・

⽊・2
木・

⽉・3
月・

⽉・3
月・

⽕・3
火・

⽕・3
火・

⽕・2
火・

⽕・2
火・

集中

火・２

火・３

木・５

⾦・3
金・

⽉・4
月・

⽉・3
月・

箕面

箕面

箕面

箕面

箕面

箕面

箕面

箕面

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

豊中

吹田

吹田

吹田

吹田

吹田

吹田

吹田

ハンドブック＜在学生のみ＞（令和元年度）

ハンドブック＜在学生のみ＞（令和元年度）

未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム
未来共生イノベーター博士課程プログラム
月
学

時間割

年

コード

2019年度 時間割

火

科目名

教員

教室

学

時間割

年

コード

科目名

春〜夏学期

水
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

科目名

金
教員

教室

学

時間割

年

コード

科目名

教員

教室

1時限
(08:50
～
10:20)
2時限

1

9E0030 Key Concepts and

(10:30

G. Mohacsi

Topics in

豊/全学SCセ
豊

1

9E0023 メディア考現学
メディア考現学―「い

ミナー室B
ミナー室

脇阪

紀行

吹/⼈科M33
吹

2

9E0016 未来共生英語演習Ⅱ

S. Muller

吹/⼈科E316
吹

吹/⼈科M42
吹

3

9E0042 未来共生英語演習Ⅲ

S. Muller

吹/⼈科M41
吹

3

9E0041 未来共生ワークショッ

沖本

和子

吹/⼈科M45
吹

榎井

縁

ちょう論説」づくり

Anthropology

～
12:00)

1

9E0011 Introduction to

S. Muller

吹/⼈科M42
吹

Academic Reading

3時限

2

9E0037 未来共生外国語
未来共⽣外国語1（英語 S. Muller

(13:00

）

～
14:30)
4時限
(14:40

プ

～
16:10)

5時限
(16:20

4

9E0051 未来共生英語演習Ⅳ

S. Muller

吹/⼈科M41
吹

2

9E0053 未来共生ソーシャル・

榎井

縁

吹/⼈科教員研
吹

アクションⅠ

山本

晃輔

究室M423
究室

～
17:50)
その他
学

時間割

年

コード

2

科目名

教員

9E0022 プロジェクト・ラーニ

3

縁

石塚

裕子

山本

晃輔

園山

大祐

脇阪

紀行

神田

麻衣子

9E0050 未来共生特別演習

志水

宏吉

吹/最先端医療
吹

＜通年＞

石塚

裕子

イノベーショ

河村

倫哉

3階
吹/最先端医療
吹

グ

榎井

縁

イノベーショ

＜通年＞

神田

麻衣子 ンセンター棟

9E0043 海外インターンシップ
＜通年＞

4

教室
-

榎井

ング

-

ンセンター棟
9E0052 フィールド・ラーニン

箕面
ンタ

※同⼀科⽬を重複履修した場合、修了要件となるのは1度⽬に修得した単位のみです。
※同一科目を重複履修した場合、修了要件となるのは

箕面

箕面

集中
・セ

720528 多言語共生社会演習Ⅱ

1

宮原

暁

夏

集中
夏
暁
宮原
1
720527 多言語共生社会演習Ⅰ
ィブ

箕面

集中

集中

夏

夏

暁

暁

宮原
1
720526 グローバル共生実践演習Ⅱ

宮原
1
720525 グローバル共生実践演習Ⅰ

アテ

ニシ

吹田
理論と実践
ーバ

ルイ

豊中

⽉・6
月・
春～夏
沁夫
沁夫
思
思
グロ

720201

ー）
グローバルコラボレーションの

2

ほんま なほ
ほんま
2
協働術B（マイノリティ・セミナ
協働術

高橋
ザイン

センタ 3B1502

豊中

豊中

秋～冬

⾦・6
金・

⽉・4-5
月・
春

豊中

2

綾

⽔・4
水・

⽔・4
水・
春～夏

秋～冬
全
真山
2

全
真山
2

311456 特殊講義（武力紛争法）
特殊講義（海洋法・航空宇宙法
311494
）
COデ
3B1101 対話術
対話術A（哲学対話⼊⾨）

豊中
Hawkins 他
研究ワークショップ）M
研究ワークショップ）

311356

プロジェクト演習（国連安保理

2

Virgil

研究

科

豊中

豊中

豊中

豊中

⾦・2
金・
秋～冬

集中
2
政策

公共

国際

2

Hawkins
中内 政貴

夏

⽉・2
月・
春～夏

⽔・2
水・
秋～冬
2

311221 演習（多文化共生論）
特殊講義（アフリカの政治と紛
311259
争）
311316 特殊講義（人間の安全保障）

河村 倫哉
Virgil

⽔・2
水・

⽕・5
火・
春～夏

春～夏
倫哉

明久

2
311220 特殊講義（ナショナリズム論）

松野
2
311164 特殊講義（紛争研究概論）

河村

豊中

3階

未来共生イノベーター博士課程プログラム
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未来共⽣イノベーター博⼠課程プログラム
未来共生イノベーター博士課程プログラム
月
学

時間割

年

コード

2019年度 時間割

火

科目名

教員

教室

学

時間割

年

コード

科目名

秋〜冬学期

水
教員

教室

学

時間割

年

コード

科目名

木
教員

教室

学

時間割

年

コード

金

科目名

教員

教室

1時限

学

時間割

年

コード

1

科目名

9E0033 未来共生選択英語Ⅰ

教員
S. Muller

(08:50

イノベーショ

～
10:20)
2時限

教室
吹/最先端医療
吹
ンセンター棟

1

9E0024 メディアから見る未来

(10:30

脇阪

紀行

吹/⼈科M12
吹

1

社会

9E0029 コンフリクトと共生の

榎井

縁

吹/⼈科E106
吹

1

9E0034 未来共生選択英語Ⅱ

S. Muller

1

9E0044 未来共生選択英語Ⅲ

S. Muller

諸問題

3階(予定）
吹/最先端医療
吹
イノベーショ

～

ンセンター棟

12:00)
3時限

1

(13:00

9E0012 Research Seminar in
Social and Cultural

A. Morita

吹/⼈科教員研
吹

G. Mohacsi

究室

3階(予定）
吹/最先端医療
吹
イノベーショ

Theory

～

ンセンター棟

14:30)
4時限

3階(予定）

(14:40
～
16:10)
5時限

2

(16:20
～
17:50)
その他
学
年
1

時間割

科目名

教員

教室

コード
9E0004 未来共生英文執筆トレ
ーニング

B.A.

吹/⼈科M32
吹

Yamamoto
G. Mohacsi

3

9E0043 海外インターンシップ

4

-

園山

大祐

脇阪

紀行

神田

麻衣子

9E0050 未来共生特別演習

志水

宏吉

吹/最先端医療
吹

＜通年＞

石塚

裕子

イノベーショ

河村

倫哉

3階
吹/最先端医療
吹

グ

榎井

縁

イノベーショ

＜通年＞

神田

麻衣子 ンセンター棟

＜通年＞

ンセンター棟
4

9E0052 フィールド・ラーニン

3階

196
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9E0054 未来共生ソーシャル・

榎井

縁

吹/⼈科教員研
吹

アクションⅡ

山本

晃輔

究室M423
究室
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（趣旨）
第１条 この規則は、大阪大学人間科学研究科が設置する人間科学未来共生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、人間科学研究科長をもって充てる。
２ プログラム責任者に特別の事情があるときは、第７条に定める運営統括会議によって専任された
者が、プログラム責任者の職務を代理する。
（プログラムコーディネーター）
第３条 プログラムにプログラムコーディネーターを置き、プログラムの企画・運営を実質的に総括
するものとする。
（プログラムの運営）
第４条 プログラムの運営は、人間科学研究科が行うものとする。
（プログラム担当者）
第５条 プログラムの実施を責任ある立場で主体的に担う者として、プログラム責任者及びプログラ
ムコーディネーターに加えて、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) 他研究科から担当者として選出された教員
（副プログラムコーディネーター）
第６条 プログラムに副プログラムコーディネーターを置き、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 副プログラムコーディネーターは、プログラムコーディネーターを補佐し、プログラムコーディ
ネーター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７条 プログラムに、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) プログラムコーディネーター
(3) 副プログラムコーディネーター
(4) その他プログラム担当者のうち第５条第１号に掲げる者のうちからプログラムコーディネー
ターが必要と認めた者
(5) 第９条に掲げる各ワーキンググループの主査
３ 運営統括会議に議長を置き、プログラムコーディネーターをもって充てる。
４ 議長は運営統括会議を主宰する。
５ 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
６ 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営統括会議に出席させることができる。
（プログラム委員会）
第８条 プログラムに、運営統括会議が定める方針のもとで次の事項を審議するため、プログラム委
員会を置く。
(1) 履修学生の選抜、学籍の管理、進級及び修了等に関する重要な事項
(2) 教育課程に関する重要な事項
(3) その他プログラムに関する重要な事項
２ プログラム委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 運営統括会議の構成員
(2) その他プログラム責任者が必要と認めた者

大阪大学人間科学未来共生博士課程プログラムに関する規則
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附 則
この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

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、プログラムコーディネーターをも
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９条 運営統括会議に、プログラム運営の具体化を円滑に進めるため、前条第２項第２号の各委員
のもとにワーキンググループを置くことができるものとし、各ワーキンググループは、プログラム
担当者のうちからプログラムコーディネーターが指名する者から構成する。
２ その他ワーキンググループに関し必要な事項は、運営統括会議が別に定める。
（プログラム担当者会議）
第１０条 プログラムに、
プログラム担当者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) その他プログラムコーディネーターが必要と認めた者
３ プログラム担当者会議に議長を置き、プログラムコーディネーターをもって充てる。
４ 議長はプログラム担当者会議を主宰する。
５ 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。
６ 議長が必要と認めたときは、委員以外の者をプログラム担当者会議に出席させることができる。
（事務）
第１１条 プログラムに関する事務は、人間科学研究科及び本部事務機構が連携して行う。
（雑則）
第１２条 この規則に定めるもののほか、プログラムの企画・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。

大阪大学人間科学未来共生博士課程プログラムに関する規則（令和元年度）
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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。

添付資料

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６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（令和元年度）
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（令和元年度）

199

200

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

添付資料

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。

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
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
言語プロ 未来共生 未来共生英語演習Ⅲ
グラム 英語科目 未来共生英語演習Ⅳ
未来共生選択英語Ⅰ
未来共生選択英語Ⅱ
未来共生
コア科目

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３１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３１年４月１日から施行する。

附

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

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（令和元年度）

２

１

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
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
Research Design and Planning
マイノリティと人権
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又は
２
２
２
２

２
２
２
２
２

２

２

２
２
２

２

２

２

２

１
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。

れ、各授業科目については別に定める。

専攻語科目、研究外国語及び兼修語学は、外国語学部から提供された授業科目により構成さ

より構成され、各授業科目については別に定める。

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

未来共生選択英語Ⅲ
未来共生英文執筆トレーニング
未来共生多言語演習Ⅰ
未来共生外国語１
未来共生外国語２
共通教育外国語科目（国際教養２、第
２外国語）
未来共生 学際融合教育科目(上級専門日本語)
多言語科 専攻語科目
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

備考

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３１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

アカデミックワーク２

「未来共生イノベーター博士課程プログラム」規程（令和元年度）

添付資料

201

202

添付資料

本プログラムの履修を志願することができる者は、人間科学研究科の博士課程の前期課程に入

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 を合格

研究科長は、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、志望理由を記載した

本プログラムの標準履修年限は、５年とする。

本プログラムの最終試験に合格すること。

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。

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時間をもって１

授業科目の単位の計算は、次のとおりとする。

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時間をもって１

格を失うものとする。

単位とする。

履修学生が、転学、退学、除籍等により人間科学研究科の学生でなくなった場合又は第１３条

（履修資格の失効）
第１６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、本プログラムの履修資

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合に

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、人間科学研究科に
おいて博士の学位を授与する。

第１５条

（学位）

すれば足りるものとする。

１５条第４項ただし書又は第５項の規定を適用される場合にあっては、本プログラムに当該期間在籍

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もって１

(3)

単位とすることがある。

(2)

単位とすることがある。

(1)

第９条

（単位の計算方法）

第８条

在籍期間については、前項の規定にかかわらず、履修学生が人間科学研究科において大学院学則第

第１１条の規定に従い所定の単位を修得すること。
(3)

（授業科目の区分、科目名及び単位数）
２

人間科学研究科の博士課程を修了すること。

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人間科学研究科が開設する授業科
(2)

第７条

(1)

究科長は、人間科学研究科委員会の議を経て、本プログラムの修了を認定する。

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は、研

前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

２

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、３年

次に進級することができる。

第１３条

（進級）

前２項の規定により合格した者については、所定の単位を与える。

F（６０点未満）

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によって行う。

（教育方法）

第６条

（標準履修年限）

書類、成績証明書等を総合して履修を許可すべき者を決定する。

第５条

（選抜）

ない。

書に別に定める書類を添えて、人間科学研究科長（以下「研究科長」という。）に提出しなければなら

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修願

C（６０点以上７０点未満）

第４条

B（７０点以上８０点未満）

A（８０点以上９０点未満）

S（９０点以上）

、F を不合格とする。

（出願）

３

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、試験に代

わる方法によることもできる。

第１２条

（試験及び評価）

目４単位以上の計２１単位以上を修得しなければならない。

履修学生は、別表の授業科目の中から必修科目１５単位、選択必修科目２単位以上及び選択科

（履修方法）

ならない。

所定の期日までに履修しようとする授業科目を研究科長に届け出て、受講登録をし、許可を得なければ

第１１条

２

「⼈間科学未来共⽣博⼠課程プログラム」規程（令和元年度）
第５条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、

（履修手続）
第１０条

ることはできない。

本プログラム以外の博士課程教育リーディングプログラムを履修する者は、本プログラムを履修す

学する者とする。

第３条

（出願資格等）

行動力を備えた人材を育成することを目的とする。

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を創案できる知識、技能及び

本プログラムは、大阪大学大学院人間科学研究科（以下「人間科学研究科」という。）において、

（目的）

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のとする。

第２条

２

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６第２項及び第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「人間科学未来共生博士課程プ

第１条

（趣旨）

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム「人間科学未来共生博士課程プログラム」規程

「人間科学未来共生博士課程プログラム」規程（令和元年度）

則

１
２

公共サービス・ラーニング特定演習

１
１

２

未来共生英語特定演習Ⅰ

未来共生多言語特定演習

２

未来共生リーディング特別演習

未来共生英語特定演習Ⅱ

２

未来共生ワークショップ特別演習

２

マイノリティと共生

フィールド調査法特講

２

添付資料

選択科目

カルワーク

必修

２以上

共生社会論特講Ⅰ

授業科目

２

メディアの課題特講

選択

２

２

２

選択必修

単位数

４以上

４以上

選択

インターンシップＢ

プロジェクト・ラーニング特定演習

プラクティ コミュニティ・ラーニング特定演習

言語科目

コア科目

科目区分

１５

２以上

選択必修

修了要件単位数

１５

必修

人間科学研究科が開設する授業科目

計

設する授業科目

関連する研究科等において開

業科目

人間科学研究科が開設する授

修了要件単位数

別表

備考

ること。

２単位以上修得す

選択必修科目から

備考

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。

この規程は、平成３１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）

得なければならない。

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、研究科長に願い出て、許可を

（履修の辞退）

第１７条

２

１

CO デザインセンター提供科目

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

文学研究科提供科目

授業科目

２

２

２

備考

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、各授業科目については別に

基礎領域科目は、選択科目である。

定める。

（注）

基礎領域科目

科目区分

関連する研究科等において開設する授業科目

英語による論文作成・研究発表演習

Academic Reading

メディアと共生社会特講

「人間科学未来共生博士課程プログラム」規程（令和元年度）
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（誓約書）
第７条 給付奨学金受給学生は、給付奨学金の支給に当たって第２条第１号から第４号までのす
べての基準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
プログラム責任者へ提出するものとする。

（給付奨学金の財源）
第６条 給付奨学金の財源は、本学の総長裁量経費又は運営費交付金をもって充てる。

附 則
この要項は、平成３０年７月２日から施行し、平成３０年度４月分の奨学金の支給から適用す
る。
附 則
この改正は、平成３１年４月１日から施行する。
附 則
この改正は、令和元年６月４日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。

（雑則）
第１１条 この要項に定めるもののほか、給付奨学金に関し必要な事項は、プログラムごとに別
に定める。

（事務）
第１０条 給付奨学金に関する事務は、教育・学生支援部教育企画課プロジェクト支援教務係と
プログラム事務室が連携して行う。

（支給の停止）
第９条 給付奨学金受給学生の大学院課程又はプログラムにおける学業成績及び履修状況が不
良であるとプログラム責任者が判断した場合又は長期欠席をした場合は、給付奨学金の支給を
停止することがある。
２ 給付奨学金受給学生が、在籍する本学大学院の課程（以下、
「大学院課程」という。）を退学
若しくは除籍となった場合又は Qualifying Examination 等の審査（以下「審査」という。）に
よりプログラムを履修しなくなった場合は、給付奨学金の支給を停止する。
３ 前項の規定にかかわらず、審査で不合格となった場合において、猶予期間を与える等の措置
を明確に定めたときは、支給年度末まで支給を継続することができる。
４ 給付奨学金受給学生が、大学院課程又はプログラムの原級にとどまることが決定した場合は、
給付奨学金の支給を停止する。ただし、原級にとどまる相当の事由があるとプログラム責任者
が特に認めた場合は、支給年度末まで支給を継続することができる。
５ 給付奨学金受給学生が、休学をした場合は、休学期間の給付奨学金の支給を停止する。
６ 給付奨学金受給学生が、死亡した場合は、給付奨学金の支給を停止する。
７ 給付奨学金受給学生が、特に希望する場合は、所定の手続きを経て給付奨学金の支給を停止
することができる。
８ 給付奨学金受給学生が、プログラムを継続しない意向を表明した場合は、給付奨学金の支給
を停止する。

（給付奨学金の支給方法）
第８条 給付奨学金は、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、給付奨学金受給学生の指定する銀行口座に振り込むことにより支給す
る。
２ 前項の規定にかかわらず、支給開始時において、特別な事情があるときは、数ヶ月分を取り
まとめて振り込むことにより支給することができるものとする。

履修学⽣対象給付奨学⾦実施要項（令和元年度）

（給付奨学金の返還）
第５条 給付奨学金は、返還を要しない。
２ 前項の規定にかかわらず、第２条第１号から第４号まで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及び第９条に定める支給の停止要件に該当するにも関わらず、必要
な手続きがなされていなかった場合は、給付奨学金受給学生は、事実発生時に遡って支給済み
の給付奨学金の一部又は全部を返還しなければならない。

（給付奨学金受給学生の選考）
第４条 給付奨学金の受給を希望する履修学生は、年度ごとに定められた期間内に、別に定める
給付奨学金受給調書によりプログラム責任者へ申請するものとする。
２ 給付奨学金を受給する履修学生（以下「給付奨学金受給学生」という。）の選考は、プログ
ラム責任者のもと、別に定める申し合わせに基づき実施するものとする。

（給付奨学金の支給額）
第３条 給付奨学金の支給額は、博士前期課程相当の履修学生にあっては月額 6 万円を、博士後
期課程相当の履修学生にあっては月額 9 万円を上限に、支給総額が各プログラムに配分される
額を超えない範囲で、プログラムごとに定めるものとする。

（給付奨学金の受給資格）
第２条 給付奨学金の受給資格は、支給年度において、次の各号に掲げる全ての基準に該当する
こととする。
(1) 休学をしていないこと。
(2) 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。
(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。
(4) 月額１０万円を超える給付型奨学金（ただし、留学の支援を目的とするものは除く。）を
受給していないこと。

（目的）
第１条 この要項は、国立大学法人大阪大学（以下「本学」という。）が、文部科学省による補
助金期間終了後の博士課程教育リーディングプログラム（以下「プログラム」という。）の履
修を許可された学生の中で特に優秀な学生（以下「履修学生」という。）に支給する資金 （以
下「給付奨学金」という。）に関して必要な事項を定めることを目的とする。
２ 給付奨学金は、所得税法第９条第１項第１５号に規定する「学資に充てるため給付される金
品」として支給され、所得税は課せられない。

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム履修学生対象給付奨学金実施要項

履修学生対象給付奨学金実施要項（令和元年度）

殿

※

※

プログラム責任者

☑ 人間科学未来共生博士課程プログラム

□ 人間科学未来共生博士課程プログラム

月

実施要項第２条第１号から第４号に定める受給資格があること。

給付奨学金受給調書に虚偽の記載がないこと。

1

2

記

2

1

給付奨学金受給調書に虚偽の記載がないこと。

実施要項第２条第１号から第４号に定める受給資格があること。

記

を守ることを誓います。

日生

給付奨学金実施要項（以下「実施要項」という。）の各条項に同意した上で、下記事項

月

印

を守ることを誓います。

年

日

給付奨学金実施要項（以下「実施要項」という。）の各条項に同意した上で、下記事項

生年月日

月

私は、2019 年度大阪大学博士課程教育リーディングプログラム履修学生対象給付奨

日生

年

生年月日

名

氏

印

氏

名

学籍番号

年

課程／学年

平成

書

学籍番号

日

約

研究科

月

誓

課程／学年

年

書

研究科

平成

約

学金を受給するにあたり、大阪大学博士課程教育リーディングプログラム履修学生対象

誓

履修するプログラム名にチェックを入れてください。

私は、2019 年度大阪大学博士課程教育リーディングプログラム履修学生対象給付奨

殿

□

☑ 未来共生イノベーター博士課程プログラム

学金を受給するにあたり、大阪大学博士課程教育リーディングプログラム履修学生対象

プログラム責任者

□ ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラム

□ ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラム

履修するプログラム名にチェックを入れてください。

□ インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

□ インタラクティブ物質科学・カデットプログラム

未来共生イノベーター博士課程プログラム

□ 生体統御ネットワーク医学教育プログラム

□ 生体統御ネットワーク医学教育プログラム

（様式 1）
□ 超域イノベーション博士課程プログラム

（様式 1）

□ 超域イノベーション博士課程プログラム

履修学生対象給付奨学金実施要項（令和元年度）
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７．問い合わせ先
教育・学生支援部教育企画課プロジェクト支援教務係
電話：06-6105-6123
メール：mirai-kyoumu@office.osaka-u.ac.jp

６．授業料免除の許可の取消し等
授業料免除を許可された者が、次のいずれかの事由に該当し、当該期の途中でプログラムの履
修を中断又は離脱する場合は、国際共創大学院学位プログラム推進機構会議を経て許可を取り消すと
ともに、大学院学則第３９条（学部学則第５２条の規定準用）に基づき授業料を納付することとします。
(1) 大学院学則第３３条（学部学則第３３条の規定準用）に規定する懲戒処分を受けたとき。
(2) その他プログラムの履修の継続が不適当であるとプログラム責任者が認めたとき。
また、プログラムの履修の中断又は離脱の事由が休学、退学、修了及びその他の学籍異動による場合
の授業料の取り扱いは、大学院学則及び学生納付金規程の定めるところによるものとします。

５．履修状況の確認
授業料免除を許可された者は、プログラムにおける履修状況を確認するため、当該期末までに、
「履修状況報告書（様式３）
」をプログラム責任者に提出する必要があります。

４．授業料免除の許可
プログラム責任者から推薦された者については、国際共創大学院学位プログラム推進機構会議
を経て授業料免除許可者を決定し、授業料免除を許可された者には、
「授業料免除許可通知書」を交付
します。

３．授業料免除への申請
学生が直接申請する形ではなくて、所属するプログラムの責任者が、春・夏学期及び秋・冬学期
（以下「当該期」という。
）ごとに、授業料免除適格者を推薦する形を取ります。
なお、対象者は、推薦を受けるには、所定の「意思確認書（様式２）
」を定められた期日までに提出
する必要があります。

２．授業料免除対象者
授業料免除の対象者は、プログラムを履修する者のうち、博士後期課程（生命機能研究科に
あっては博士課程３年次以上、医学系研究科医学専攻、歯学研究科及び薬学研究科医療薬学専攻に
あっては博士課程）に在籍（標準修業年限内のものに限る。
）する学業成績が優れている者で、
春・夏学期及び秋・冬学期（以下「当該期」という。
）において、次の各号に掲げる全てに該当し、
かつプログラム責任者から、授業料免除適格者として推薦を受ける必要があります。
(1) 所属研究科の標準修業年限（在学期間に休学期間を含まない）を超過していない者
(2) 当該期において、プログラムの履修を中断していない者
(3) 当該期において、この制度以外による授業料の免除又は不徴収の措置を受けていない者
(4) 当該期において、授業料の納付を目的とした奨学金等による経済的援助を受けていない者

１．概要
大阪大学では、次の博士課程教育リーディングプログラム(以下「プログラム」という。) を
履修する者に授業料免除を実施する制度を用意しています。
(1) 超域イノベーション博士課程プログラム（平成 30 年度後期分から）
(2) 生体統御ネットワーク医学教育プログラム（平成 30 年度後期分から）
(3) インタラクティブ物質科学・カデットプログラム（平成 31 年度前期分から）
(4) ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラム（平成 31 年度前期分から）
(5) 未来共生イノベーター博士課程プログラム（平成 31 年度前期分から）

博士課程教育リーディングプログラム履修生に係る授業料免除について

印
月

日生

年

名：

氏
生年月日：

学籍番号：

課程／学年：

研究科：

以下の対象要件全てに該当すること。

月

3 授業料が免除された期の履修状況の報告書をプログラム責任者に提出すること。

2 授業料が免除されることに対する認識と自覚を持って学業に臨むこと。

(4) 当該期において、授業料の納付を目的とした奨学金等による経済的援助を受けていないこと

(3) 当該期において、この制度以外による授業料の免除又は不徴収の措置を受けていないこと

(2) 当該期において、プログラムの履修を中断していないこと

(1) 所属研究科の標準修業年限（在学期間に休学期間を含まない）を超過していないこと

記

度春・夏期分授業料免除を受けることを希望します。

1

年

日

所属プログラム：未来共生イノベーター博士課程プログラム

平成

履修生に係る授業料免除について（令和元年度）

私は、以下に同意した上で、大阪大学博士課程教育リーディングプログラム履修生対象の平成 31 年

プログラム責任者 殿

意思確認書

（様式２）

履修生に係る授業料免除について（令和元年度）

人間科学未来共生博士課程プログラム
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9.

8.

7.

6.

1

選考結果の通知
採択決定後、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】
未来共生プログラム事務室（人間科学研究科本館 2 階 M226）
TEL: 06-6105-6489（担当：伊藤）

提出期限および提出先
【提出期限】
・第 1 回： 2019 年 6 月 7 日（金）15:00
・第 2 回： 2019 年 8 月 2 日（金）15:00

経費
「旅費」、
「物品費（書籍、消耗品費）」、および「その他」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「人間科学未来共生博士課程プログラム 挑戦的教育研究活動を行うための経費申請
における注意事項」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、プログラムで定められた手続きを行う必要があります。

5．応募書類
「2019 年度人間科学未来共生プログラム挑戦的教育研究活動経費計画調書」を 1 部提出してく
ださい。また、長期フィールド調査を計画する場合は、調査日程（予定）を必ず記載してください。
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
2019 年度は 10 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
あります。

3．教育研究活動経費
年額 20 万円／件を上限とします。ただし、申請額のうち書籍の購入については、10 万円を上限と
します。

2．応募資格
人間科学未来共生博士課程プログラム、および「未来共生イノベーター博士課程プログラム」
（2018
年度入学生まで）の履修生であること。ただし、グループ構成員についてはこの限りではありません。

1．目的
人間科学未来共生プログラムの挑戦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。

2019 年度 挑戦的教育研究活動経費 募集要項

選考基準
・目的が明確であるか。
・活動テーマの背景が、未来共生にかかわる内容であり、かつ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。
・教育研究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。
・教育研究活動経費の明細は、経理手続き上の制約を満たしているか。
・教育研究活動計画調書全体を通した整合性がとれているか。

挑戦的教育研究活動経費（令和元年度）

2

大阪大学人間科学研究科附属未来共創センター
未来共生プログラム教員室（東館 1 階 E105）
担当：神田（学生支援担当）
TEL：06-6105-6487
E-mail：kanda.m@respect.osaka-u.ac.jp

【本件に関する問い合わせ先】

報告書
教育研究活動終了後に報告書を提出してください。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。

12.

11．経費の執行について
採択決定後、速やかに「使用計画書」を提出してください（「使用計画書」は、採択決定後にお
渡しします）。「使用計画書」の提出後に、経費の執行が可能となります。ただし、2020 年 1 月末
までに執行内容を全額確定し、2 月末までに執行を終えることが申請の条件となることに留意して
ください。

10.

挑戦的教育研究活動経費（令和元年度）
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なお、1 月及び 2 月の末日が、土日・祝日の場合は、これらの日の前日をもって期限とします。

降変更することはできません。

べて提出できるよう計画を立てる必要があります。1 月末日までに確定した執行内容や金額は、以

見積書など）を 1 月末日までに提出し、証拠書類（出張報告書、領収書など）を 2 月末日までにす

全額確定すること。また執行自体は、2 月末日までに終えること。つまり、事前書類（旅行日程表や

使用計画書を提出次第、順次経費を執行することができます。執行内容は 1 月末日までに必ず

５．経費の執行について

手続き上の制約により認められない場合があります。

なお、別紙に例示する使途については、経費として認められません。別紙の例示以外にも経理

い履修生がいます。適切な予算計画をたて執行するようにしてください。

は使途の変更は認められない場合もあります。また、例年資金を受諾しながら計画通り執行できな

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、判断します。場合によって

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。研究活動の変更

挑戦的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。研究計画に

４．経費の具体的な使途

める場合があります。

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動計画の再提出を求

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に変更があった

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、当該年度に

３．研究活動期間

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きます。

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手続き

２．研究倫理について

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。

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う研究活動の内容と本教育研

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を支援するものではあ

本経費は、人間科学未来共生博士課程プログラムに関連する挑戦的教育研究活動を支援する

１．学位プログラムに関連する研究活動内容について

挑戦的教育研究活動経費申請における注意事項

＜その他＞

＜物品費＞

＜旅費＞

経費区分

挑戦的教育研究活動経費留意事項

・学会年会費（入会費、学会参加費を除く）

・海外出張時の OSSMA 加入費用の半額は自己負担

・旅行損害保険（ただし、加入する必要はあります）

・調査訪問先における協力者等への謝金は原則不可

（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

・宿泊施設以外に宿泊する場合の宿泊費

・レンタカー利用料（原則、自動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）

・同一市町村内の移動交通費（地下鉄、路線バス、タクシー等）

経費として認められないもの（一例）

別紙

挑戦的教育研究活動経費（令和元年度）

電話

氏

E-Mail
（PC）

□

～

専攻

研究科

月

学籍番号

年

受けている（名称：

名

（西暦）

研究科

学

年
年

専攻

指導教員等
所属・氏名

月

）

□

学年

連絡先

月

受けていない

氏名（署名）

年

専攻

研究科

日
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【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た個人情報に係る事項については、挑戦的教育研究活動経費に係る業務にお
いて使用します。
（２）挑戦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。

他の経費の助成状況

（※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

名

学籍番号

申請代表者
氏
名 氏

フリガナ

所 属
研究科

教育研究活動期間

教育研究活動テーマ

申請年月日:

人間科学未来共生博士課程プログラム
2019 年度 挑戦的教育研究活動経費 計画調書

様式１
教育研究活動テーマ

-2-

本教育研究活動の全体構想を記載し、その中での本教育研究活動の具体的な目的について、わか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

挑戦的教育研究活動経費（令和元年度）
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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-

-4-

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わか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

挑戦的教育研究活動経費（令和元年度）

添付資料

合

計

円

円

円

＜物品費＞

＜その他＞

円

金額（円）

＜旅費＞

経費区分

消耗品費

書籍

-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

算

内

訳（円）

挑戦的教育研究活動経費（令和元年度）
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