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国際⽂化情報学会実施要項

・開催⽇時・場所開催⽇時・場所
2020 年 12 月 5 日（土）〜 12 月 12 日（土）

学会総会 12月5日（土）12時40分～

13時20分

Zoom オンラインミーティング

により実施

研究発表会 12月5日（土）13時30分～

12月11日（金）18時

オンライン（オンデマンド方式・

詳細は以下）

表彰式 12月12日（土）13時～14時 Zoom オンラインミーティング

により実施

＊ 上記「Zoom オンラインミーティング」ID/PW は、「国際文化情報学会」web ペー

ジ上に設置される「特設ページ」（要 PW）上に通知される。

・学会総会議題学会総会議題
1．2019 年度会計報告
2．2020 年度の学会運営⽅針
3．「国際⽂化情報学会会則」改定の提案について
4．次年度以降の運営⽅針について
5．その他

・表彰式スケジュール表彰式スケジュール
1．学部長挨拶
2．学会各部門最優秀賞、奨励賞の発表・表彰式
3．講評
4．研究発表参加者への連絡
5． 「2022年度入学者向け国際⽂化学部学部パンフレット表紙デザイン」最優秀賞・

各賞の発表

・審査に当たる教員、院生の皆さんへ審査に当たる教員、院生の皆さんへ
審査に関わる様々な通知は、企画・広報委員会からメールで行います。
企画・広報委員会からのメール連絡を随時確認の上、所定の期⽇までに必要な審
査を済ませ、所定の⽅法でご提出ください。
どうぞよろしくお願いします。
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 『異⽂化』編集委員からのお知らせ

・企画・広報委員会からのお知らせ
 それぞれの「研究発表」部門の最優秀賞・奨励賞受賞者の論⽂・作品は、後⽇「国
際⽂化情報学会」web ページ上に掲載発表されます。
 該当者には後⽇、企画・広報委員会より通知がありますので、ぜひご対応をお
願いします。

（以下は 2019 年度版です。）
https://ibunka.info/2019results/gaiyo.html

国際⽂化情報学会の教員審査の結果通知を希望する⼈へ

学会発表に対する教員審査員による評価を知りたい発表者は、下記の要領で 
 「教員審査結果通知申請フォーム」より申請することができます。

1) 申請は代表者 ( プログラムに書いてある⽅ ) が行ってください。
2)「教員審査結果通知申請フォーム」へのアクセスには⼤学付与の Google アカウ
ントへのログインが必要です。
3）申し込み期⽇：12 ⽉ 14 ⽇（⽉）午後 13 時～ 12 ⽉ 18 ⽇（金）午後 17 時（Google
フォームにて）
4）結果は申込者に対し、随時メールで通知します。基本的には 12 ⽉中に通知は
完了する予定です。
5) グループで発表を行った場合には、通知を受けた発表者がメンバーに共有して
ください。
6)「教員審査結果通知申請フォーム」の URL
https://forms.gle/rjmUR7Bi8mesVdqk7
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審査
「論⽂発表」の審査は教員 3 名および院生審査員 1 ～ 2 名による採点（各 10 点

満点） の合計、「ポスター発表」「映像作品」「インスタレーション、パフォーマンス」
の審査についてはそれぞれ教員 3 名による採点（各 10 点満点）の合計により、最
優秀賞 1 件、奨励賞 2 件を決定する。発表の各カテゴリーについてはそれぞれ審
査員数（合計点）が同一になるようにする。院生審査員は、⼤学院生の「論⽂発表」
にのみ配置し、院生審査員を含め各発表者の審査 員数が同数になるようにする（で
きなかった場合は以下の「審査員に欠員が生じた場合」に準じて行う）。つまり「論
⽂発表」については学部生の発表と院生の発表で審査員数が異なる。万一審査員
に欠員が生じた場合は、控えの審査員を派遣するが、事情によりそれかができな
かった場合は、その発表者の審査に当たった教員、院生審査員全員の評点の平均
点を欠員分の評点として加点する。

審査用紙はあらかじめメールの添付ファイルで、運営担当部署（国際⽂化学部
企画・広報委員会）から配布する。データには前もって所定の PW をかけておく。
審査担当者は該当オンデマンド発表を閲覧の後、審査用紙に記入し提出する。なお、
審査の依頼と⽅法・依頼内容は全て、企画・広報委員会から、審査担当者である
学部所属教員・国際⽂化研究科の⼤学院生に直接メールで通知される。公平な審
査 実施のためにも、審査担当者にはこの点くれぐれもご協力をお願いしたい。 

評価基準
発表の評価基準は以下に⽰す通りです。これを⽬安に審査員の責任において最

終的な評点を出してください。審査用紙には講評欄を設けるので、その評価にい
たった理由を書き込んでください。

A 部門（論⽂発表）A 部門（論⽂発表）
1 ．テーマ設定、問題提起に妥当性、

説得力があるか
2 ．内容、論述に批判的視点が認めら

れるか、反省・省察の度合いは十分
か

3 ．論点、着⽬点に独創性や思考の痕
跡があるか

4 ．論理展開は適切と考えられるか、
⽂章、論述⽂に冗長さや不足はない
か

5 ．先行研究を踏まえ、引用や参照が
適切な形式で⽰されているか

6 ．章立てや構成が適切か、不備や論
旨に無理な点がないか

7 ．論述と結論に説得力はあるか
＊ 8．持ち時間を有効に使って発表で

きているか
＊ 9．質疑に対して適切な回答が得ら

れているか
（「＊」印項⽬は⼤学院生の「論⽂発表」
審査にのみ該当）
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B 部門（ポスター発表）B 部門（ポスター発表）
1 ．テーマ設定、問題提起に妥当性、

説得力があるか
2 ．内容、論述に批判的視点が認めら

れるか、反省・省察の度合いは十分
か

3 ．内容の論点、着⽬点に独創性や思
考の痕跡があるか

4 ．考察・論理展開は明瞭で適切と考
えられるか

5 ．論旨の構成、章立ては適切か
6 ．先行研究を踏まえ、引用や参照が

適切な形式で⽰されているか
7 ．説明の言葉に冗長や不足がなく、

適切に表現されているか
8 ．発表全体がスムーズだったか、視

聴者の理解に配慮しようとしている
か

C 部門（映像作品）C 部門（映像作品）
1 ．テーマ設定、問題提起に妥当性、

説得力があるか
2 ．内容と形式に対する批判的視点が

認められるか、反省・省察の度合い
は十分か

3 ．シークエンスの構成や物語の進行、
論理展開に妥当性・説得力があるか

4 ．カメラワークやシークエンスに不
自然さや稚拙すぎる点はなかったか

5 ．映像編集、表現について、創意工
夫は見られるか

6 ．音声や聴覚効果は、十分聞き取り
やすく表現されているか

7 ．表現として、映像作品として完成
しているか

D 部門（インスタレーション、パフォーマンス）D 部門（インスタレーション、パフォーマンス）
1 ．テーマ設定、問題提起に妥当性、

説得力があるか
2 ．テーマや提⽰される事柄・内容に

対し、批判的な視点や省察が認めら
れるか

3 ．形式に対する批判的視点があるか、
インスタレーションやパフォーマンス
という形式の選択に妥当性があるか

4 ．全容がきちんと把握できる提⽰に
なっているか、説明の言葉は明瞭か

5 ．創意工夫や思考の痕跡が認められ
るか

6 ．展⽰・パフォーマンスの構成、表
現に、妥当性や説得力があるか

7 ．提⽰されたものの全体は、表現と
して完成しているか

評点の指標として以下を参照。
　１０～９　　　　　８～７　　　　　　６～４　　　　　　３～１
　　優秀賞に値する。　奨励賞に値する。　可も不可もない。　劣っている。
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A. 論⽂部門
発表者 所属ゼミ／指導教授 タイトル ページ

飯田祐希子 佐々木一惠ゼミ 女性の社会進出による結婚の変遷―国際結婚は上昇
婚の一種か― 8

井萱亜実 石森ゼミ ファンタジー化される BL 作品 ―「腐女子」による
消費と同性愛イメージへの影響― 9

池谷泰佑 佐々木一惠ゼミ 言語がもたらすアイデンティティと⽅言の継承 －
千葉県の東海岸部を例に－ 10

今井愛莉 輿石ゼミ ⽇本⼈にとっての英語教育のゴール 11
上田瑞季（院） 森村修 なぜ幸福な⼈生は有意味な⼈生とイコールではない

のか？ ―「⼈生の意味」の分析哲学研究― 12

⽂ 龍（院） 髙栁俊男 子供を朝鮮学校に通わせる在⽇朝鮮⼈のエスニッ
ク・アイデンティティの維持について―朝鮮学校在
学生の保護者を対象に―

13

王林思遥 今泉・中山ゼミ 魯迅の「木刻運動」 ―魯迅と青年美術家達との交流
を中心に― 14

⼤越美咲 石森ゼミ 「多⽂化共生」における対等性─外国⼈集住地域の
事例からの考察 15

加藤桃子 松本ゼミ 生き残る公立高校男女別学　——埼玉県立浦和第一
女子高等学校を事例に—— 16

菊地いづみ 松本ゼミ 「何かしたい」をどうやって形にするか　―東⽇本
⼤震災被災地で支援を続ける⼤学院生たち― 18

小林　真冬香 今泉・中山ゼミ ⼤学生はなぜ戦争に参加していったのか　―1937
年から 45 年までの法政⼤学を中心に― 19

小林　凌 佐々木一惠ゼミ ⽇米 2 つの帝国とスポーツからみるハワイ⽇系 2 世　
－戦前の若林忠志の野球⼈生を通じて－ 20

塩島有紗 松本ゼミ 「犬を助けたい」から許せない　——動物愛護の多
様性を探る—— 21

柴田明子（院） 佐々木一惠、
髙栁俊男

疎開⽂化⼈研究に向けて——関口存男の場合 22

嶋田　結 曽ゼミ 観光型コミュニティサイクルの課題と問題点　~　
神奈川県におけるコミュニティサイクル比較検討か
らみる自転車観光

23

関元亜希子 深谷ゼミ アメリカ映画における黒⼈差別とキリスト教 24
相　⽂倩 桐谷・熊田ゼミ アフターコロナの世界で現代アートを活かした地域

活性化の可能性と課題　－直島アートプロジェクト
の再考察－

25

髙津　麗 輿石ゼミ ⽇本⼈はどのような英語発音を⽬指すべきか　―
「伝わる英語」と「英語らしさ」の観点から― 26

髙梨佳澄 松本ゼミ 自然を楽しむ⼈々による「遊び場保全運動」　——
サンゴ礁を守るダイバーを事例に—— 28

発表者・発表団体一覧
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高橋明子（院） 粟飯原⽂子 ハイチ系移民女性たちのトラウマ記憶と女性たちの
絆　——エドウィージ・ダンティカ Breath, Eyes, 
Memory をめぐって——

29

玉村優奈 松本ゼミ 見過ごされる配慮——JICA の環境社会配慮ガイド
ラインと異議申立案件をめぐって—— 30

鄭　燕敏（院） 浅川希洋志 ⽇本⼈⼤学生と中国⼈⼤学生のフロー体験に関する
比較研究　―⽂化的自己観の視点から 31

友利⽂香 桐谷・熊田ゼミ ⽇本の高等教育機関における第二外国語教育の役割 32
中野鈴乃 今泉・中山ゼミ 植民地支配解放後の韓国における「⽇本語」－韓国

外国語⼤学⽇本語科の設立から― 33

中村　綜 今泉・中山ゼミ ⽇本企業における英語使用の実態について　—ある
中小企業への調査から 34

西野佳奈（院） 熊田泰章、
輿石哲哉

アニメ・マンガの受容から異⽂化理解へ　―アメリ
カにおける受容者が学ぶ⽇本語についての考察― 35

春口龍一 松本ゼミ 広がる国際交流―鹿児島県で続く「からいも交流」
の歴史― 37

松山絵里 深谷ゼミ 戦意高揚プロパガンダとしての戦争娯楽映画『誰が
為に鐘は鳴る』 38

村松美優 佐々木一惠ゼミ 20 世紀初頭ハワイにおける禁酒運動から見る⽇本
⼈移民コミュニティの多様性 39

メンデス亜希良 佐々木一惠ゼミ 狭間に生きる「ハーフ」たち～マージナル・マン理
論を用いた当事者研究の視点から～ 40

安田朱音 佐々木一惠ゼミ キリスト教主義学校はブランドなのか？　－キリス
ト教主義女子学校出身者へのアンケート・インタビ
ューから－

41

楊　淳鈞（院） 岩川ありさ アニメ『ガンダム』と「ガンプラ」ユーザーの能動
性——「虚構の時代」を再考する 42

吉川綾美 桐谷・熊田ゼミ 私たちのアイデンティティと私たちの社会　－ヨー
ロッパでの学びを通して考えたこと－ 43

吉田真結 深谷ゼミ ⽇本におけるバレエダンサーの社会的地位について 44
米澤優里菜 深谷ゼミ 19 世紀末～ 20 世紀初頭のイギリス上流階級に見る

「世紀末の不安」 45

劉　梓華（院） 曽士才 現代中国における宗族の復興と持続性―広東省珠江
デルタ仏山市の一村落の事例から 46

劉　競沢（院） 曽士才／
浅川希洋志

中国⼈留学生向け進学塾の実態——留学生の受験を
支える新たなエスニック・ビジネス 47

劉　欣鈺（院） 松本悟 中国の対外研修協力に関する考察 49
六戸亜海 林ゼミ ⽇本におけるブラックフェイス問題－ミュージカル

に見る一例から－ 50

B. ポスター部門
発表者 所属ゼミ タイトル ページ

浅沼みのり 輿石ゼミ 学校での英語教育における英詩の有用性 52
池内佳奈 甲ゼミ 他者との関わりの中で学びを深める教室 53
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李　寿英 輿石ゼミ 英語の敬語について（English Keigo を考える） 54
⼤嶋良明 - Hammond Solovox の音源機構の検討 55
河合　翼 重定ゼミ 経路探索アルゴリズム　データベースと連携した

SNS 56

後藤一樹 重定ゼミ 深層強化学習を用いたゲーム AI の実装（髙橋）
絶対卒業するマン（後藤） 57

小林恵梨奈 輿石ゼミ 言語相対論に関する考察　- 言語は、世界を知覚し、
世界について考えるやり⽅に影響を与えるのか 58

小森美伊 中山・今泉ゼミ コロナ禍における外国⼈への対応　―藤沢市へのイ
ンタビューを通して― 59

佐藤　匠 衣笠ゼミ これからの⼤学ミスコンのあり⽅ 60
新川　亮 ⼤嶋ゼミ スマートフォン加速度センサー情報を用いた音響効

果のリアルタイム制御の検討 61

中山翔太 輿石ゼミ 英語はなぜ SOV 型の言語から SVO 型の言語へと変
化したのか 63

羽毛田　元 輿石ゼミ 中学校英語教育における反転授業の活用 64
長谷川雄⼤ 衣笠ゼミ ⽇本における職業とルッキズムの関係性 65
藤森　望 ⼤嶋ゼミ TouchOSC によるルーパー・サンプラー環境でのリ

アルタイム演奏性の検討 66

三野杏夏 ⼤嶋ゼミ Pure Data と Camomile を利用した DAW 用音響プ
ラグインの制作 67

三輪浦唯 輿石ゼミ Japanglish ～フィリピン英語から考える⽇本語英語～ 69

C. 映像部門
発表者 （ゼミ） タイトル ページ

明石菜緒 佐々木直美ゼミ #ShareOurHeritage ～心に築く平和の砦～ 71
香取　声 森村・川村ゼミ あの頃、タカシの車で 72
原　亜由　 稲垣ゼミ Cities on the Move 73
村野ゆめ・飯田
円香

鈴木靖ゼミ 在⽇コリアン学生として生きる 74

D. インスタレーション部門
発表者 （ゼミ） タイトル ページ

岩田美⽉ 森村・川村ゼミ 竹下、ハムハムハム―偶発性に身を委ねた「集合
的創造性」の実践 76

⼤原芽生 稲垣ゼミ パフォーマンスアート　コロナ禍での芸術表現に関
する実践研究 77

香取　声 森村・川村ゼミ ⼤学内で飲酒する 78
藤田百音 桐谷・熊田ゼミ 縺れ 79
山本葉⽉ 稲垣ゼミ 新しい⽇常 -市ヶ谷キャンパスを舞台としたサイト・

スペシフィック・アートの研究 - 80
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A. 論⽂部門

発表者：飯田祐希子
所属ゼミ：佐々木一惠
タイトル：女性の社会進出による

結婚の変遷―国際結婚は上昇婚の一
種か―

発表概要：
昨今、グローバル化が進展するに

つれ、国際結婚（本研究では「⽇本⼈」
と⼈種、民族、⽂化、宗教、エスニ
シティの異なる「外国⼈」との結婚、
という嘉本伊都子の定義を使用す
る。）をする⽇本⼈が数多く存在する
ようになった。しかし、依然として
国際結婚というと、欧米⼈男性と⽇
本⼈女性の結婚を連想し、アジア⼈
同士の結婚を思い浮かべる⼈は少な
い。⽇本⼈女性と欧米⼈男性・アジ
ア⼈男性との結婚におけるイメージ
の違いは何か、またなぜこのような
イメージがつくられていったのだろ
うか。

国際結婚の歴史を紐解くと、公的
に国際結婚が認められるようになっ
たことは明治時代であった。しかし
以前にも外国⼈との交流はあり、主
に遊女がその役割を担っていた。明
治時代では、結婚というものが本⼈
の意思よりも家と家の間の関係が重
視されたことや結婚が家族全体の家
⽗長の重⼤な利害にかかわる出来事
になった背景から、国際結婚に⾄る
ケースはまれであった。⽇本が朝鮮
半島を併合後、同化政策の一環とし
て⽇本⼈と朝鮮⼈の結婚が推し進め
られたが、内鮮結婚は、親に反対さ

れる傾向が強かった。第二次世界⼤
戦後、とりわけ占領期に国際結婚を
した⽇本⼈女性は、妊娠させられて
捨てられてしまうというネガティブ
なイメージが作り出されていった。
このように、明治以降の⽇本におけ
る国際結婚は歴史的にネガティブな
イメージがついてまわっていた。ま
た、外国⼈相⼿をする女性は、「一般
⼈女性」とは 区別され差別され、「一
般⼈女性」を守るための《防波堤》
とも象徴されていた。 しかし高度経
済成長期に入ると、⽇本⼈女性の国
際結婚に対するイメージが変化して
いく。⽇本が経済力をつけ、世界の
⼤国と肩を並べることができる国力
を持ったことや、1950 年に国籍法が
改正され国際結婚によって⽇本⼈女
性の国籍が喪失することがなくなっ
たことがその背景にあった。

本研究では、高度経済成長期以降
の⽇本⼈女性の国際結婚をグローバ
ル・ハイパガミー（ハイパガミーとは、
自分の両親よりも高い社会的地位に
ある男性と結婚する一つの結婚の在
り⽅である）の視点から検証してい
く。とりわけ、バブル崩壊後、デフ
レ経済が続く 2000 年代以降に実際に
国際結婚をした⽇本⼈女性を対象に
アンケート調査を行い、欧米⼈男性
とアジア⼈男性との結婚を比較をし
ながら分析をしていく。

参考⽂献
嘉本伊都子『国際結婚論！？【現代

編】』法律⽂化社、2008 年 
嘉本伊都子『国際結婚の誕生』新曜社、

2001 年 
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佐竹眞明『在⽇外国⼈と多⽂化共生：
地域コミュニティの視点から』明
石書店、2011 年 

竹下修子『国際結婚の社会学』学分社、
2000 年 

三浦清一郎『国際結婚の社会学』落
合英秋、2015 年

発表者：井萱亜実、烏谷美璃、原
川朋子、永田明梨

所属ゼミ：石森⼤知
タイトル：ファンタジー化される

BL 作品
―「腐女子」による消費と同性愛

イメージへの影響―

発表概要：
BL（ボーイズラブ）とは、男性同

士の恋愛と性関係を描いた少女恋愛
ジャンルであり、漫画とアニメに限
らず、小説、ドラマ、ゲームなどポピュ
ラー⽂化の重要なコンテンツである

（袁 2020：61）。近年 BL 作品の流行
とともに、その消費のされ⽅や社会
との関連性に焦点を当てる研究が多
く見られるようになった。その先行
研究では、同性愛への拒否感が社会
の中で和らいできたことが BL 作品の
流行につながったこととされている。
さらに、また、BL 作品の数が増える
に従って男性同性愛そのものに対す
る理解や認知が広がったという指摘
もなされている（堀、守 2020：44）。
しかし、BL 作品がどのように消費さ
れているのか、そしてそれが男性同
性愛の理解につながっているのかに

ついて詳細な研究は限られている。
そこで本研究では、BL 作品の主

な愛好者である、いわゆる「腐女子」
を対象とするインタビュー調査を実
施し、彼女たちの意見をもとに BL 作
品の消費のされ⽅を明らかにすると
ともに、現実世界における同性愛に
対する理解と BL 作品の関係性につ
いて考察を行った。

具体的には、BL 作品を愛好する
13 ⼈の読者たちを対象に予め設定し
た項⽬に関する聞き取りのほか、そ
の回答に応じてさらに質問内容を重
ねる半構造化インタビューを行った。

インタビュー調査の結果、つぎの
こ と が 明 ら か と な っ た。 ま ず、BL
作品の魅力については「とりあえず
可愛いし尊いから見てて癒される」、

「受けの照れ顔が可愛い」、「男の⼈
の、女性といるときには見せないよ
うな恥ずかしそうな顔や泣きそうな
顔にぐっとくる」などの意見が聞か
れた。これらのことから、男性に女
性的な要素を見出していることが読
み取れる。その一⽅で、現実社会の
同性愛カップルに対する認識に関し
ては、多くの⼈が「本⼈の自由なの
で特に何も思いません」などの意見
が聞かれた。なかには「実際に見た
ら少しびっくりするかもだけど、ぜ
ひとも成就できるように頑張って欲
しい」という意見も挙げられており、
同性愛カップルに対しては否定的と
まではいえないものの、あまり興味
や関心を持っていないことが明らか
となった。

以上を踏まえれば、BL 作品の読者
たちは、BL 作品には女性の欲望が反
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映されており、その読者たちは、そ
れらの作品が「現実と切り離された
もの」として描かれているからこそ、
魅力を感じているといえる。ただし、
それは男性同性愛の理解という⽅向
に向かうものではない。たしかに読
者たちは、BL 作品に触れることによ
り同性愛者がいるということを認識
し、同性愛者に対して否定的という
わけではないが、BL 作品が男性同性
愛の理解につながるという先行研究
の指摘は必ずしも妥当とはいえない
のである。

参考⽂献
袁暁君（2020）「< 共同研究班活動報

告 > 現代でも BL はファンタジー
と して消費されているのか」『KG
社会学批評 』9：61-64。

橋本みさき、⼤岩敦子、山田綾、天
野稔子（2016）「男性同性愛マンガ
の変化と現在「やおい」・「BL」と

「リアル系男性同性愛マンガ」『愛
知教育⼤学家政教育講座研究紀要』
45：35-46。

堀あき子、守如子（2020）「社会学者
が語る学問としての BL」『ダ・ヴィ
ンチ』7 ⽉号，pp.44-45。

発表者：池谷泰佑
所属ゼミ：佐々木 一惠ゼミ
タイトル：言語がもたらすアイデ

ンティティと⽅言の継承
－千葉県の東海岸部を例に－

発表概要：

九州や関西、東北における地⽅⽅
言が昨今注⽬される中、関東、とり
わけ首都圏の⽅言が取り上げられる
ことはほとんどない。しかし、関東
の首都圏でも⽅言が未だに残ってい
る地域があり、それが共通語化して
いるもの（首都圏⽅言）もある。また、
それとは別に関東圏の地域特有の⽅
言もある。こうした地域独特の⽅言
については、伝承されにくい傾向が
指摘されている。戦後の首都圏では、
労働力としての⼈口の流入（移住 1
世）により⼈口が増加したが、1960
年代後半からは（移住 2 世）による
自然増加が見られた。そして、こう
した移住 1 世、2 世は新興住宅地に
集住したことから移住地の⽅言を継
承することはなかった。また、「⽅言
を後世に残したいかどうか」という
アンケートに対して肯定的な回答が
多いのは、弦前、京都、高知、福岡、
鹿児島、那覇で、否定的な回答が多
いのは、札幌、千葉、東京、⼤垣であっ
た。こうした点から、関東圏内でも
移住者により形成された東京や、神
奈川県や埼玉県などのいわゆるベッ
ドタウンでは、その土地特有の⽅言
が消えていくのは想像できる。一⽅、
千葉県東海岸部⽅面の地域（銚子市
や南房総市など）などのように、海
に囲まれ、比較的土着の⼈が多い地
域も存在している。こうした首都圏
近郊の地域で、⽅言はどのような役
割を担っているのか。また、若者へ
の継承はどのような状況なのか。千
葉県の東海岸部出身あるいは所縁あ
る若者にインタビューをし、明らか
にしていく。

国際⽂化情報学会　2020

10



参考⽂献
・福池 秋水 「共通語と首都圏⽅言の

スタイルシフトに関する一考 察 : 
現代⽇本漫画を題材に」 『関西外国
語⼤学研究論集』107 巻、2018 年。

・木部暢子・竹田晃子・田中ゆかり・
⽇高水穂・三井はるみ 編著『⽅言
学入門』三省堂　2013 年。

・久野マリ子　「首都圏⽅言の形成と
共通語化」『首都圏の言語の実態と
動向に関する研究 成果報告書 首都
圏言語研究の視野 』2014 年。

発表者：今井愛莉
所属ゼミ：輿石ゼミ
タイトル：⽇本⼈にとっての英語

教育のゴール

発表概要：
本論では⽇本⼈の理想的な英語の

習 得 の 仕 ⽅ と し て、 ⼤ 学 卒 業 ま で
に 持 て る 英 語 力（reading/writing/
listening/speaking の 4 技能）を最⼤
限まであげるということが、⽇本の
英語教育のゴールであると私は主張
したい。

近年、⽇本ではいわゆる使える英
語力を求める声が世間から上がり、
読み書きに特化したものから英会話
力を重視した授業へと変わりつつあ
る。しかし、実際に成果があげられ
ているか考えるとそうでもなく、加
えて「使える英語力」の基準が定まっ
ていない中で闇雲に英語力を伸ばそ
うとしても全く意味がない。

先程も触れた「使える英語力」は

そもそも「英語を話したり聞いたり
する」面から生まれた発想といえる
言えないという発想からきたもの。
しかし、その「使える英語力」に関
しては個⼈によって達成⽬標が異
なってくると私は考えているのでそ
の個⼈個⼈が英語を⼿段として活用
していく⽬標に到達できやすいため
の英語力を一律で挙げることを改め
て主張したい。

⽇本の英語教育の現状（英語が苦
⼿であると感じる生徒と英語がある
程度のレベルまで到達した生徒）を
分析してそこから得られた考察と、
⽇本語と英語の言語差の問題と「ネ
イティブのように話さなくてはなら
ない」という⽇本⼈特有の英語意識
などに触れ、これからの英語教育が
どうあるべきなのか考察する。

そして義務教育段階から⼤学に⾄
るまでの具体的な英語の授業⽅法を
提案する。

参考⽂献リスト
◆本名信行・竹下裕子 ,「世界の英語・

私の英語 多⽂化共生社会をめざし
て」,2018, 桐原書店

◆ 塩澤正・吉川寛・倉橋洋子・小宮
富子・下内充，「『国際英語論』で
変わる⽇本の英語教育 ,2016, くろ
さわ出版

◆ 加 藤 洋 介 ,「 異 端 の 英 語 教 育
史」,2016, 開⽂社出版

◆ 村野井仁 ,「第二言語習得研究か
ら見た効果的な英語学習法・指導
法」,2010, ⼤修館書店

◆ ⼤津由紀雄 ,「英語学習 7 つの誤
解」,2007, ⽇本放送出版協会
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◆ 鈴木祐治・吉田研作・霧崎賽・田
中茂範 ,「コミュニケーションとし
ての英語教育論」1997, 株式会社ア
ルク

◆ 「THE DIRECT METHOD：A 
GOOD START TO TEACH ORAL 
LANGUAGE」,2017,European 
Centre for Research Training 
Development UK

◆成田一，「⽇本⼈に相応しい英語教
育」2013，株式会社松柏社

◆江利川春雄，「⽇本⼈は英語をどう
学んできたかー英語教育の社会⽂
化史」，2008，研究社

◆西山教行 / ⼤木充　編，「世界と⽇
本の小学校の英語教育 早期外国語
教育は必要か」，2015，株式会社明
石書店　

◆牧野眞貴「英語苦⼿意識を克服さ
せる授業デザイン—スポーツ学生
を対象として」，2010，「近畿⼤学
英 語 研 究 会 紀 要 」 第 6 号 ,125 －
138

◆佐野正之「はじめてのアクション・
リサーチ」,2005, ⼤修館書店

発表者：上田瑞季
所属ゼミ：森村ゼミ・森村修教授
タイトル：なぜ幸福な⼈生は有意

味な⼈生とイコールではないのか？
―「⼈生の意味」の分析哲学研究―

発表概要：
“イギリスの思想家ジョン・スチュ

アート・ミル（1806 ～ 1873）は、功
利主義の主唱者ジェレミ・ベンサム

の著作を読んで以来、生涯の⽬的を
意識し始めた。彼は世界の改革者に
なろうと夢見ていたが、自身の幸福
をこの⽬的と完全に一致させなけれ
ばならないとも考えていた。数年間
はこの状態が問題なく進み、彼の生
活は充実していた。

ところが、ミルが 20 歳になったこ
ろ、彼は自身に次の問いを発するこ
とになった。「かりにおまえの生涯の
⽬的が全部実現されたと考えて見よ。
おまえの待望する制度や思想の変革
が全部、今この瞬間に完全に成就で
きたと考えて見よ。これはおまえに
とって果して⼤きな喜びであり幸福
であろうか？ 1」。この問いに対して、
彼が出した答えは「否！」であり、
彼の生涯を支えてきた全基盤がガラ
ガラと崩れ落ちることとなった。「私
の全幸福はこの⽬標を絶えず追いつ
づけることにあるはずだ。ところが
この⽬標が一朝にして魅力を失って
しまった。して見ればそこに⾄る⼿
段に、どうしてふたたび興味を感ず
ることができよう。もう私の生きる
⽬的は何一つ残っていないように見
えた 2」と、彼は自伝に残している。

ミルのエピソードから、一つの問
いが浮かび上がってくる。それは「幸
福な⼈生と有意味な⼈生はイコール
ではないのか」という一般的な見解
とは相反する問いである。なぜなら、
一般的に「幸福な⼈生＝有意味な⼈
生」と考えられているからだ。そこ
で本稿の⽬的は、「幸福」と「⼈生の
意味」の関係を整理し、「なぜ幸福な
⼈生は有意味な⼈生とイコールでは
ないのか」という問いに答えること
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である。その際に、筆者が考える本
稿の意義は、この問いを明らかにす
ることで、「⼈生の意味」に関する常
識的な思い込みにメスを入れるだけ
でなく、「⼈生の意味」の哲学に関す
る一考察を行うことである。

そもそも「⼈生の意味」をめぐる
問いを取り上げる背景には、20 世紀
末から現在に⾄るまで、英米系の分
析哲学の分野で「⼈生の意味」の問
題が議論されてきたことがある。こ
の分野における「⼈生の意味」の問
題は「⼈生の意味」が言語的・形式
的にどのように語られてきたかを問
うものである。それゆえ本稿も「⼈
生の意味」を分析哲学的に考察する
ことで、先の問いを検討する。

最後に本稿の概略を簡単に⽰して
おく。第 1 節では、分析哲学におけ
る「幸福」の諸理論を提⽰し、「幸福」
が具体的にどのような立場で語られ
ているかを明確にする。第 2 節では

「⼈生の意味」の哲学における様々な
立場を取り上げ、そこで語られる「意
味」という言葉の〈意味 3〉を分析す
る。第 3 節では「⼈生の意味」と「幸
福」の理論の整理を踏まえて、先の
問いに答えることを⽬指す。”
1　朱牟田夏雄訳『ミル自伝』、岩波

書店、1960 年、p.120。
2　朱牟田夏雄訳、同書、p.120。
3　「意味」は言語的意味を表わし、〈意

味〉は言語的意味〈以上〉を表わ
す際に用いる。

発表者：⽂龍
所属ゼミ：高柳 俊男
タイトル：子供を朝鮮学校に通わ

せる在⽇朝鮮⼈のエスニック・アイ
デンティティの維持について ―朝鮮
学校在学生の保護者を対象に

発表概要：
1．研究背景

現在⽇本には約 36 万⼈、⽇本国籍
を取得した⼈を含めると約 50 万⼈を
超える在⽇朝鮮⼈が住んでいる。在
⽇朝鮮⼈とは植民地時期に強制的に
或いは自発的に⽇本に来て、解放後
に朝鮮半島に帰らない或いは帰れな
いまま⽇本に住んでいる朝鮮⼈とそ
の子孫のことである。現在 4、5 代⽬
になった在⽇朝鮮⼈は⽇本で生まれ、
⽇本学校に通い、ハングルはもちろ
ん自分が在⽇朝鮮⼈であることも分
からない⼈がたくさんいる。国籍も
⽇本籍あるいは韓国籍に変えてだん
だん⽇本社会に同化されている。

しかし、その中にはエスニック・
アイデンティティを維持するため、
自分の子供を「朝鮮学校」に通わせ
る保護者たちがいる。朝鮮学校は一
条校ではなく、専門学校であるため、
学費が一般の⽇本学校より高く、高
校無償化はもちろん、都道府県から
の支援金の給付もない状況である。
そして、専門学校であるゆえに、⼤
学試験の受験資格も取得できない、
朝鮮学校に通う学生は⼤学に入るた
めには、⼤検を受けなければならな
い。近年になって一部の私立⼤学と
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公立⼤学は朝鮮学校卒業生の受験資
格を認めたが、国立⼤学はまだ朝鮮
学校の学生に扉を閉ざしたままであ
る。また、朝鮮学校の数もだんだん
少なくなっていく状況に伴い、学生
は家から一番近い朝鮮学校に通うの
にも、片道 2 時間かかるのが一般的
になっている。そのため、最近は小
学校まで、中学校まで朝鮮学校に通
わせて高校からは⽇本学校に通学さ
せる保護者も増えている。
2．研究⽬的

本研究は、戦前から⽇本にきて今
は 4 ～ 5 代⽬になった在⽇朝鮮⼈（総
称）がどうやって自分のアイデンティ
ティを維持しているかに焦点を当て、
特に様々な不便や不利益があっても
自分の子供を朝鮮学校に子供を通わ
せている保護者を研究対象として、
彼らが朝鮮学校に自分の子供を通わ
せる原因から、彼ら自身のエスニッ
ク・アイデンティティの特徴を明ら
かにし、そのエスニック・アイデン
ティティを次世代に向けてどのよう
に維持していくかを明らかにするこ
とである。
3．研究⽅法

まず、⽂献調査を通じて在⽇朝鮮
⼈と朝鮮学校の形成歴史、北朝鮮と
の関係を把握した。そして、朝鮮学
校に子供を通わせている 12 名の保護
者に対するインタビューを行い、彼
らが自分の子供を朝鮮学校に通わせ
た原因と彼らのエスニック・アイデ
ンティティ特徴を分析した。また、
参考として⼤学までずっと⽇本学校
に通っている在⽇朝鮮⼈ 4 世と⼤学
までずっと朝鮮学校に通っている在

⽇朝鮮⼈ 4 世のインタビューを行っ
て、彼らの特徴を分析した。アンケー
ト調査も行っているが、⽬標数 50 枚
に対して 29 枚回収した。

発表者：王林思遥
所属ゼミ：今泉・中山ゼミ
タイトル：魯迅の「木刻運動」
―魯迅と青年美術家達との交流を

中心に―

発表概要：
本論⽂では、1930 年代に魯迅の推

し進めた木刻運動に焦点を当て、魯
迅は青年美術家達とともにどのよう
に「木刻」の思想を民衆に広め、魯
迅と青年美術家達が「木刻」という
⼿段を使ってどのように中国の民衆
の意識を変えようとしたのか明らか
にする。

魯 迅（1881 ～ 1936） は、 中 国 の
民衆の精神の改造・社会の変革のた
めに活動した作家、思想家、革命家
であった。魯迅の行った「木刻運動」
とは、中国民衆が民族としての誇り
を回復し、民衆に精神の改造を促す
と同時に当時の社会を変えようとし
た民族解放運動である。魯迅は、青
年美術家達とともに当時の帝国主義
列強に支配されていた社会の状況を
描いた木刻（木版画）を通して思想
を伝えようとした。

魯迅は中国の古来の美術の一つで
ある拓本に中国の伝統的な美を発見
し、さらに外国の版画作品を収集し
紹介する中で中国独自の新たな創作
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木刻を青年美術家と共に生み出した。
1930 年代から魯迅は青年美術家と交
流し彼らの活動を支えていた、一⽅
青年美術家は魯迅からの支援に励ま
され木刻に取り組んでいた。彼らの
活動の成果として、⼈々の間に木刻
が広まり、現代版画会主催の全国木
刻流動展覧会では 1 週間に 8 万⼈の
観客が来場した。

魯迅がいかに木刻運動に貢献して
きたかということに主眼を置き、木
刻運動を指導者である魯迅の立場か
らのみ考察している研究が多い。（奈
良和夫（1981）, 山中夕起子（2007））
それに対し、杉本雅子は、実践者側
である青年美術家の立場から木刻運
動を分析している。（杉本雅子「揺籃
期の中国木刻 -- 一八芸社と魯迅を中
心に」（帝塚山学院⼤学論集（28）、
1993））同論⽂では、木刻運動を指導
者魯迅と実践者青年美術家達との相
互的な活動と捉えた上で魯迅の紹介
した木刻作品を見た青年美術家が木
刻に取り組み始める様子を明らかに
している。

以上から、筆者は、魯迅の木刻運
動を、杉本と同様、魯迅と青年美術
家との相互的な活動と捉えた上で、
青年美術家の立場からでなく奈良と
同様に魯迅の立場から木刻運動をみ
ていく。その上で、木刻運動におけ
る魯迅と青年美術家の関係に着⽬し、
木刻運動が青年美術家や民衆達に与
えた影響を分析する。

筆者は、魯迅の美術活動を踏まえ
て、魯迅や青年美術家達が民衆達の
精神を⽬覚めさせるために「木刻」
を広めていった点に注⽬したい。魯

迅が木刻運動を進めた中国の 1930 年
代とは帝国主義列強の抑圧下で民衆
が立ち上がった時代であった。そこ
で本論⽂では、魯迅と青年美術家達
が帝国主義列強に支配されていた負
の歴史を木刻運動を通してどのよう
に乗り越えていったのか魯迅と青年
美術家との交流についても触れなが
ら、論じる。

まず魯迅の木刻運動以前の美術活
動を概観し、魯迅と一八芸社との交
流について論じ、青年美術家達にど
のように木刻が受け入れられたのか
述べる。最後に、現代版画会につい
て分析し、青年美術家が展覧会を通
して民衆にどのように木刻の思想を
うったえたのか考察する。

発表者：⼤越美咲、玉城遥、中澤
歩美、長沼直志、花立七彩、立石瑛
美

所属ゼミ：石森⼤知
タイトル：「多⽂化共生」における

対等性─外国⼈集住地域の事例から
の考察

発表概要：
近年、先進国を中心として移民・

難民に対する非寛容さや排外主義的
な傾向が強まっており、異⽂化的他
者との共生は重要な課題といえる。
⽇本でも在留外国⼈が増加し、総務
省が「多⽂化共生推進プラン」を発
表するなど、「多⽂化共生」の取り組
みに注⽬が集まっている。総務省に
よれば、地域における多⽂化共生は
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「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」（総務省 2006:5）と定義される。

多⽂化共生の取り組みの現場では、
数多くの課題が指摘されている。た
とえば稲津（2010）によれば、多⽂
化共生の取り組みにおいてエスニッ
ク・マジョリティの規範の正当性が
主張され、結果的にエスニック・マ
イノリティに同化を促しているとい
う。このように、マジョリティが⽇
本の制度や慣習への適応をマイノリ
ティに促す一⽅的かつ不均衡な関係
性がみられ、上記の多⽂化共生の定
義における「対等な関係」を築くこ
との困難さが指摘できる。とはいえ、
いくつかの取り組みのなかには不均
衡な関係性の是正に配慮するととも
に、マイノリティの社会参加に積極
的な活動もみられる。

このような問題意識のもと、本研
究では、とくに⽇本⼈住民と外国⼈
住民の関係性に注⽬しながら、外国
⼈集住地域である西尾市、名古屋市、
横浜市での取り組みについて考察を
行う。たとえば西尾市の県営 X 団地
の事例では、外国⼈住民の増加を受
け、自治会の副会長、駐車場係、 各棟
班長などの役員に必ず 1 名以上外国
⼈住民が就く体制に変更した。2007
年度にはペルー籍住民が自治会長に
就 任 し（ 松 宮 2013）、2008 年 時 点
で外国⼈住民の団地自治会加入率は
100％であり、31％の外国⼈住民が役
員を経験する（山本・松宮 2009:34 ）
など、外国⼈住民が地域社会の活動

に参加している。
これらの事例では、外国⼈住民も

地域社会の活動に参加することで地
域を担う主体に加わったといえる。
たしかに⽇本社会への慣れを促すと
いう意味では同質化を完全に免れて
はいない側面もある。しかし、マジョ
リティからマイノリティへの一⽅的
な関係性が崩れ、対等に近い関係性
が生まれているという点は重要だろ
う。このような取り組みが増えるこ
とで、マイノリティとマジョリティ
という枠組みを超え、両者がともに
地域社会の当事者として諸課題にあ
たり、地域を支えていくことが可能
になるのではないかと考える。
［参考⽂献］
稲津秀樹（2010）「『多⽂化共生』

政策現場における意図せざる結果と
しての＜ナショナルな規範の言説＞
の構築」『関西学院⼤学　先端社会研
究所紀要』4:53-70。

総務省（2006）『多⽂化共生の推進
に関する研究会報告書』多⽂化共生
の推進に関する研究会。

松 宮 朝（2013） 「 地 域 か ら 多 ⽂ 化
共生を考えることの意味─公営住宅
か ら の 視 点 」『 共 生 の ⽂ 化 研 究 』8

（11）:76-83。
山本かおり・松宮朝（2009） 「西尾

市県営住宅外国籍住民調査中間報告 
（特集 ⽇系ブラジル⼈）」『共生の⽂化
研究』2（3）:30-38。

発表者：加藤桃子
所属ゼミ：松本ゼミ
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タイトル：生き残る公立高校男女
別学　——埼玉県立浦和第一女子高
等学校を事例に——

発表概要：
戦後公立高校の共学化は進み、現

在残っている公立高校男女別学は男
子校 14 校と女子校 32 校の 46 校のみ
である。12 校の公立高校男女別学を
抱える埼玉県では 2000 年に共学化問
題が再熱し、苦情処理委員からは男
女共同参画社会づくりの視点から※、
市民団体共学ネット・さいたまから
は別学は性差別の象徴として 12 校全
てを共学化すべきだと指摘をされた
が、最終的に維持されることとなっ
た（埼玉県立浦和第一女子高等学校
PTA 2003）。そこで本研究は、実際
に共学化問題の矢面に立たされ、高
等女学校を前身とする埼玉県立浦和
第一女子高等学校（以下、浦和一女）
を事例に調査をし、公立高校男女別
学はどのような背景と理由で維持さ
れているのかを明らかにする。なお、
公立高校を取り上げたのは、維持の
判断に県民の意見が反映されるため、
別学・共学論が表す社会の姿を⽰せ
ると考えたからである。

浦和一女の百年誌や共学化問題の
記録、埼玉県議会の議事録をドキュ
メント分析した結果、戦前とは異な
る以下の 2 つの理由が、今⽇でも男
女別学を維持していることがわかっ
た。

1 点⽬は、別学を共学にする際の県
の財政負担である。男子校や女子校
の施設を共学用に改修するためには、
かなりの費用が必要であり県の負担

となる可能性があった。2 点⽬は、戦
前とは異なる別学の意義が提唱され
たことである。良妻賢母の育成が⽬
的であった戦前の高等女学校と、知
性と教養をそなえた社会で活躍でき
る⼈の育成を⽬標とする現在の公立
の女子校では、存在意義は異なって
いる。また、浦和一女の生徒や卒業
生は、女子校を、同性のみで過ごす
ことで性別の枠組みに囚われること
なく行動でき、より「多様」な自分
を見つけられる場であると捉えてい
た。生徒たちは別学維持のために討
論会を行い、署名活動を通し別学の
良さを発信した。教育委員会の定例
会にも、それらの活動が取り上げら
れており、これらの考えが教育委員
会の別学を維持する判断に影響した。

本研究は、埼玉県共学化問題で別
学が維持された理由を調査するため、
浦和一女を事例に研究を行った。一
次資料にアクセスできた点、共学化
問題の当時非公開の公的な県議会録
で調査をした点は重要な調査であっ
た。加えて、良妻賢母育成のステレ
オタイプに映ってしまう女子校に対
し、戦前とは異なる新たな価値を在
校生や卒業生が強く打ち出している
ことに⽬を向けたことは意味がある。
男女別学だけでなく、形式上戦前と
同じ一見男女不平等のように見える
他の制度も、そこには新たな価値が
生まれている可能性がある。そのよ
うに考えてみる重要性を提起した点
に本研究の意義がある。
※　勧告書　第 4 号　平成 14 年 3 ⽉

28 ⽇　 整 理 番 号 12-003 13-001、
提出先：埼玉県教育委員会委員長　
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埼玉県教育局指導部高校教育課長。
 埼 玉 県 立 浦 和 第 一 女 子 高 等 学 校
PTA（2003）『埼玉県立浦和第一女
子高等学校共学化問題の記録』関
東図書。

発表者：菊地いづみ
所属ゼミ：松本ゼミ
タイトル：「何かしたい」をどうやっ

て形にするか
―東⽇本⼤震災被災地で支援を続

ける⼤学院生たち―

発表概要：
本研究の⽬的は、自然災害の被災

地支援活動において、特に経験や専
門知識を持たない一般の⼈々の「何
かしたい」という思いを行動に移す
ための⼿がかりを考えることである。
一般の⼈々の被災地支援における問
題は「ボランティア元年」と呼ばれ
た 1995 年の阪神・淡路⼤震災の時か
ら指摘されている。それらは主に「体
制・仕組みに関わる問題群」と「個々
の活動者の未熟さ、不慣れさに起因
すると思われる問題群」であった（菅 
2008）。その 16 年後に起きた東⽇本
⼤震災では、国際協力 NGO センター
が民間レベルでの支援活動を分析し、
次の 3 つの点により支援がかえって
迷惑になる場合があると指摘してい
る。第 1 に支援を継続する中で住民
の自立心や地域コミュニティの回復
力への配慮不足。第 2 に調査の重複
や支援の偏り。第 3 に支援者の言動
の不適切さである。支援活動がかえっ

て迷惑になってしまう問題がある中
で、専門知識や経験がない⼈々の「何
かしたい」という気持ちはどのよう
に現場に受け入れられていくのか。
本論⽂では、被災地支援の素⼈であ
る⼤学院生を中心に「寺子屋」とい
う子どもたちに勉強を教える活動を
東⽇本⼤震災発生から現在まで継続
す る UT-OAK 南 三 陸 支 援 団（ 以 下
UT-OAK）を事例にこの問いに取り
組んだ。

調査⽅法は主に UT-OAK の会合議
事録や報告会の資料を用いたドキュ
メント分析とインタビューである。
加えて筆者が参加した UT-OAK の座
談会の内容も調査対象とした。結論
は以下である。

UT-OAK は先行研究で指摘されて
いる問題を何度も抱えていたが、現
地協力者をはじめ地元の⼈々ととも
に乗り越えていた。支援を継続する
中で最も論点となっていたのは避難
所の閉鎖や子どもの減少などの復興
による変化の中でどこまで活動を継
続するのかであった。その都度議論
を重ね、現地協力者や地元の⼈々の
協力もあり、寺子屋を「子どもたち
の居場所」として継続してきた。他
に問題となっていたのは、公営住宅
と自主再建住宅の住民間で軋轢が生
じたことであった。これには「誰で
も来られる」施設で寺子屋を開催す
ることによって対応した。また、遠
慮せずに被災者から食材をもらうこ
となどを通して「支援する側・され
る側」ではなく現地協力者と信頼関
係を築いていたことが分かった。UT-
OAK のように何かをしたいと思って
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集った小さなグループは他にも多く
あるに違いない。個⼈の善意を行動
につなげやすくするためにも、本研
究で⽰したような経験を記録し積み
重ねていくことが重要である。

菅磨志保（2008）「阪神・淡路⼤震
災が生み出した仕組み」菅磨志保、
山下祐介、渥美公秀『シリーズ災
害と社会　災害ボランティア論入
門』弘⽂堂、110-122 頁。

特定非営利活動法⼈国際協力 NGO
センター（JANIC）（2014）「東⽇
本⼤震災 市民社会による支援活動　
合同レビュー事業検証結果報告書
～国際協力 NGO の視点から～」。

発表者：小林真冬香
所属ゼミ：国際⽂化演習　今泉裕

美子ゼミ（代講：中山寛子）
タイトル：⼤学生はなぜ戦争に参

加していったのか
―1937 年から 45 年までの法政⼤

学を中心に―

発表概要：
本論⽂は、⽇中戦争とアジア太平

洋戦争下（1937 ～ 45 年）の⼤学生
がなぜ戦争に参加していったのか、
法政⼤学の学生を中心に、当時の政
策や教育体制、⼤学といった⼤学生
を取り巻く環境とともに明らかにす
るものである。ここでいう「参加」
とは、1937 年以後の学徒動員（勤労
動員に始まる、学生の戦争遂行への
参加協力、精神動員、科学動員、学

徒出陣）を指すこととする。
十五年戦争、特に 1937 年の⽇中

戦争開始後、多くの民衆が戦場や銃
後で戦争を支えた。一⽅で、1927 年
の兵役法では中学校以上の在学者に
対し徴集を延期することが定められ
ていたため、⼤学生は兵役を逃れた。
彼らの⼤部分は卒業後、政治・経済・
⽂化エリートとして官僚や高度な専
門職、⼤⼿企業組織の社員になるこ
とを⽬指しており、軍隊に入るとい
う選択肢を取らない学生が多かった。
しかし⽇中戦争勃発後、1938 年に国
家総動員法とその後の国民徴用令を
受けて、学校における集団勤労作業
の実施が始まる。そして 1943 年には

「徴兵臨時特例」により兵役年齢が
19 歳に引き下げられ、理工学系など
を除き、徴兵年齢に達した学生は陸
海空軍各部隊に入営することになる。

法政⼤学でも、軍事教練が必須と
なった 1939 年から教授会に配属将
校が出席するようになる。アジア太
平洋戦争開始後、学校報国隊が結成
され勤労奉仕や警防といった業務を
担うなど、教職員や学生が総動員体
制の下で活動していった。『学徒出
陣証言集「法政⼤学と出陣生徒」事
業報告書　（下）』（法政⼤学史委員
会、2018）から、学内外で特別警察
や配属将校の監視が強まり、以前の
ように議論ができなくなるなど行動
が制限されていったことがわかった。
学生たちは、どのような過程を経て
どんな思いをもって戦争に参加して
いったのだろうか。

十五年戦争下における⼤学生に関
して、様々な⼤学で学徒動員・学徒
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出陣調査が行われており、戦没兵の
⼿記や帰還兵の経験を記録する取り
組みがなされている。しかし記述の
ほとんどはアジア太平洋戦争期の学
徒動員の実態の記述に焦点が当てら
れており、それ以前からの学生や学
生生活の言及は少ない。学徒動員の
実態はどうだったかという視点だけ
でなく、教育制度や学生生活も見て
いくことで、当時の状況と彼らが戦
争に参加していった過程を考察する。

本論ではまず、⽇中戦争、アジア太
平洋戦争下における政治状況と教育
体制を概観する。1937 年～ 45 年の⼤
学生が高等教育以前にどのような教
育を受けたのかをまとめ、彼らが軍隊
や戦争をどう捉えていたか検討する。
また、総動員体制の中で⼤学がどのよ
うな状況にあったのかをまとめる。そ
して、学徒出陣生徒の証言集や当時
の法政⼤学新聞などから、学生の言
論思想、⽂化的活動や娯楽を含めた
学生生活を検証する。前述のような法
政⼤生が学徒動員をどう捉えていた
のか証言集などから把握し、戦争にな
ぜ参加していったのか、または参加せ
ざるを得なかったのか明らかにする。

発表者：小林凌
所属ゼミ：佐々木一惠ゼミ
タイトル：⽇米 2 つの帝国とスポー

ツからみるハワイ⽇系 2 世
－戦前の若林忠志の野球⼈生を通

じて－

発表概要：

1908 年、 ハ ワ イ の ホ ノ ル ル で 生
まれた若林忠志は⽇本⼈の両親を持
つ、いわゆる⽇系 2 世である。多民
族社会であるハワイで育った若林は、
マッキンレー・ハイスクール在学中、
当時ハワイで盛んに行われていたス
ポーツである野球に熱心に取り組む
ようになった。1928 年 3 ⽉、アメリ
カ本土の⽇系⼈野球チームであるス
タクトン⼤和の⽇本遠征に誘われ、
初めて両親の祖国の地を踏んだ若林
は、その遠征中、法政⼤学からの勧
誘を受けた。本牧中学校（現在の横
浜高校）を経て、1929 年 4 ⽉、法政
⼤学へ入学し、法政野球部の六⼤学
リーグ初優勝を含む、3 度の優勝に貢
献した。法政卒業後は、1936 年にプ
ロ野球黎明期の⼤阪タイガースへ入
団し、その後のプロ野球の発展に尽
力していく。

若林が少年時代を過ごしたハワイ
は、上述した通り多民族社会である。
ハワイへの⽇本⼈の移民は、1868 年

（明治元年）の通称「元年者」から始
まった。本格的な移民は 1885 年から
盛んになり、プランテーションの契
約労働者として働きながら、⽇系⼈
コミュニティを形成していく。⽇米
紳士協定（1908 年）の締結後、出稼
ぎから定住へと志向を変化させて生
活基盤を整えるのにともない、ハワ
イ生まれの⽇系 2 世の数も急激に増
加していった（森　2018）。若林もそ
の 1 ⼈である。こうしたハワイの中
で野球は、1900 ～ 10 年代に主に白
⼈のプランテーションの経営者たち
によって、労働者のストライキへの
対策として導入され、広がっていっ
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た。⽇系⼈野球に関しても、1905 年
に「朝⽇」という野球チームが発足
するなど、当初から盛んであった。
こうして芽吹いたハワイの⽇系⼈野
球であるが、その発展にはアメリカ
本土、そして⽇本の野球界との交流
が欠かせなかった。1907 年のセント
ルイスカレッジの⽇本遠征を皮切り
に、⼤学チームのハワイ遠征や、ハ
ワイの野球チームの⽇本遠征などが
行われ、ハワイは⽇米野球交流の最
前線としての役割を果たすように
なっていった。若林自身も法政時代
のハワイ・アメリカ本土への遠征に
参加している。しかし、当初の⽇米
の野球の発展のための交流という⽬
的に加え、徐々に⽇米 2 つの帝国の
政治的な思惑を帯びた側面が表れる
ようになっていく。

本発表では、野球史という枠組み
を超えて、⽇米 2 つの帝国とスポー
ツの持つ両義性、すなわち国際親善
や友好の推進 / ナショナリズムとの
密接な関係性、という政治的なコン
テクストの中で、戦前の若林の野球
を通じた活動を追いながら、若林ら
⽇系 2 世が果たした役割について検
討していく。それは、野球史におい
ていわれている「プロ野球の発展や
⽇米野球交流への貢献」にとどまる
ものではなかったことを⽰していく。

参考⽂献
・森仁志『越境の野球史　⽇米スポー

ツ交流とハワイ⽇系 2 世』関西⼤
学出版部、2018 年。

・内田雅也『若林忠志が見た夢　プ
ロフェショナルという思想』彩流

社、2011 年。

発表者：塩島有紗
所属ゼミ：松本ゼミ
タイトル：「犬を助けたい」から許

せない
―動物愛護の多様性を探る―

発表概要：
本研究の⽬的は、動物愛護団体が

共通の⽬的を持つ別の団体を動物愛
護ではないと捉えて、刑事告発した
理由を探ることを通して、動物愛護
の多様性を明らかにすることである。
具体的には、⽇本で殺処分されてい
る犬の命を救うために活動する「ピー
スワンコ・ジャパン（ピースワンコ）」
が、「⽇本の保護犬猫の未来を考える
ネットワーク（保護犬猫ネットワー
ク）」によって刑事告発された事件を
事例として扱い、調査を行った。

研究をするにあたり、平和を⽬指
す上で暴力の使用を認めるかどう
かで対立する平和主義（松元 2013）
や、環境保護をする際に⼈間社会の
発展を優先するか、自然そのものを
優先するかで対立する環境主義（松
野 2009）の先行研究を援用し、動物
愛護にも真っ向から対立する捉え⽅
があるのではないかと考えた。そこ
で、まず告発理由とピースワンコの
弁明を雑誌やホームページから記し、
動物愛護に関する既存⽂献から動物
愛護に内在する考え⽅の幅を分析し、
それらをさらにこの事件とつなげて
分析した。その結果、以下のことが
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分かった。
第一に、動物愛護と言っても何を

優先に考えるかは異なるため、それ
がときに正反対の行動につながるこ
ともあるからである。動物が感じる
苦しみを除くことと、命を奪わない
ことのどちらを優先に考えるか、動
物の自然な生き⽅と動物の死亡を引
き起こさないよう数を管理すること
のどちらを重視するかという違いが、
共通の⽬的を持つ動物愛護団体で
あっても、動物愛護として捉えない
理由になっていた。このような考え
⽅の違いは、⼈や団体、さらには歴
史によっても違いがあるため、どの
ような活動をし、どのような動物を
対象とするのかということが一様で
ないのである。第二に、動物の愛護
及び管理に関する法律（動物愛護管
理法）において優先されていること
が一⽅の団体の考える動物愛護に近
く、そのことが他⽅を動物愛護とし
て認めない姿勢を強めていたからで
ある。保護犬猫ネットワークの主張
と動物愛護管理法の規定が一致して
いたことで、法律が主張を補強する
根拠として使われ、その結果、批判
が刑事告発までに発展していた。

本研究で扱った事例は一つのみで
あり、結論を一般化することが⽬的
ではない。従って、今後もさまざま
な事例を調査することが必要である。
しかし、今まで研究されてこなかっ
た動物愛護に内在する考え⽅の多様
性を明らかにしたことは、意義があ
ると言える。

松野弘（2009）『環境思想とは何か

－環境主義からエコロジズムへ－』
筑摩書房。

松元雅和（2013）『平和主義とは何か　
政治哲学で考える戦争と平和』中
公新書。

発表者：柴田明子
所属ゼミ：佐々木一惠先生
高柳俊男先生
タイトル：疎開⽂化⼈研究に向け

て―関口存男の場合

発表概要：
第 二 次 世 界 ⼤ 戦 の 戦 中 戦 後 に は

多くの⽂化⼈が地⽅に疎開してお
り、疎開先の⼈々とともに⽂化活動
を行った者もいた。彼ら疎開⽂化⼈
の活動とその影響についてはこれま
でも様々な視点から研究されている。
関口存男（せきぐちつぎお　1894〔明
治 27〕～ 1958〔昭和 33〕年）もそ
うした疎開⽂化⼈の一⼈である。ド
イツ語学者であり法政⼤学でも教鞭
を執った関口であるが、1945〔昭和
20〕年 3 ⽉から 1948〔昭和 23〕年
11 ⽉まで長野県妻籠へ疎開をしてお
り、公民館活動や演劇指導を行って
いた。

本報告では、先行研究に基づいて
疎開⽂化⼈研究で提出されてきた視
点を⽰し、その後、関口の疎開時代
を取り上げる。その上で今後の研究
の可能性を考える。

疎開研究は一つ一つの具体的事例
を明らかにすることから始まるが、
事例へのアプローチとして二つある。
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一つは社会史など歴史研究での取り
扱いである。この場合、疎開⽂化⼈
はその一項⽬である。こうしたアプ
ローチでは、戦中戦後の⽂化運動と
の繋がりも考えつつ、⽂化⼈による
戦後の疎開先での社会教育実践や民
主化運動が取り上げられ、個別の活
動家の営みが歴史のより広い⽂脈に
位置づけられる。もう一つは疎開し
た⼈物の生涯と業績研究の一環とし
てのアプローチで、作家論に例が見
られる。関口の場合、両⽅のアプロー
チが可能である。また、戦後⽂化史
の源流として疎開を考察する論考も
ある。疎開先の地域史編纂の一環で
精粗さまざまに疎開⽂化⼈が記録さ
れている場合もある。

関口の疎開は、妻籠ゆかりの社会
活動家勝野金政（1901〔明治 34〕年
～ 1984〔昭和 59〕年）と社会学者
であり出版業界⼈でもある米林富
男（1905〔 明 治 38〕 年 ～ 1968〔 昭
和 43〕年）に誘われてだった。疎開
時代を⽰す資料としては、刊行され
た伝記・回想、町史の他、未刊行資
料として長男の随筆、書簡、勝野と
米林の⼿記がある。それらによれば、
疎開は米林主導で計画され、そこに
勝野や関口が関わったと考えられる。

関口と米林は 1948〔昭和 23〕年
の暮れまで妻籠に残り、公民館運動
を盛り上げていった。1946 年〔昭和
21〕年 10 ⽉には妻籠公民館を設立、
翌年には⽂部⼤臣賞を受賞している。
妻籠で関口は戯曲を執筆し、演劇指
導・演出・上演を行っている。この
時、関口とともに演劇活動をした⼈々
が中心となって公民館活動が爾後も

続けられ、昭和 40 年代の町並み保存
運動に繋がった。

疎開に関する先行研究では、既に
社会・政治活動に準備があった疎開
⽂化⼈が描かれていたが、関口の事
例はそれらとは異なる。関口が、な
ぜどのようなきっかけで疎開するに
⾄ったか、前史を明らかにすること
が求められる。妻籠の活動も、関口
に自発的なものがあったのか問題で
ある。それは、関口における疎開の
意味も含め彼自身を対象とした研究
を行わないと見えてこないもので、
今後の研究が必要である。

発表者：嶋田結、高橋樹、水本健太
所属ゼミ：曽士才ゼミ
タイトル：観光型コミュニティサ

イクルの課題と問題点
~　神奈川県におけるコミュニティ

サイクル比較検討からみる自転車観光

発表概要：
東⽇本⼤震災を機に「第一次自転

車ブーム」が到来し、その後多くの
シェアサイクルが登場した。また現
在新型コロナウイルスの影響で、「密
を避けられる」移動⼿段としてシェ
アサイクルの利用者は上昇傾向にあ
るという。本研究では、自転車を利
用した観光は途中下車がしやすい、
今まで見落とされていた観光地に
⼈々を運ぶことができるなどの理由
から観光回遊率を上げることができ
ると考え、自転車ネットワークの拡
⼤・各市町村の連携を強化し観光に
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おける自転車利用を増やすためには
何が必要なのかを考察する。

そもそも一般的にシェアサイクル
とは、レンタサイクルとコミュニティ
サイクルの総称であり、1 台の自転
車を複数⼈でシェアすることである。
その中でも乗り捨てが可能である
シェアサイクル全般をコミュニティ
サイクルと定義し、同一店舗に返却
をしなければならないものをレンタ
サイクルと定義する。

現在多くの事業者は公共交通機関
に、速さで勝てる 5km 圏内を⽬安に
ポート設定を行っており、市区町村を
こえると乗り捨てが不可能になって
いる。本研究では、現在⽇本の多く
のエリアで、市区町村を超えたコミュ
ニティサイクルの乗り捨てができな
いことにより、サイクルツーリズム
の促進が妨げられているのではない
かと考え、現在⽇本で唯一観光を⽬
的とした市区町村を超えたコミュニ
ティサイクルのネットワークを構築
し実証実験を行っている湘南エリア
を有する神奈川県を研究の舞台とし、
自転車と観光の今後について考える。

神奈川県の担当者によれば、エリ
アごとにコミュニティサイクル導入
の理由が⼤きく異なっていることが
多くの自治体で市区町村を超えたコ
ミュニティサイクルが実施でいない
⼤きな理由の一つになっているとい
う。観光・環境保護・放置自転車対
策など、自転車導入の理由は神奈川
県内のみでも多岐に渡っている。一
⽅で神奈川県全体の課題として、⽇
帰り観光客がとても多いことが挙げ
られる。その対策として、観光とい

う一つの⽬的を共有できた湘南エリ
アにて回遊性を向上のための広域コ
ミュニティサイクル実証実験を開始
することができたという。この実証
実験を参考に、⽇本全体で自転車ネッ
トワークを形成し、自転車を利用し
た観光を促進するためのプラット
フォームを形成し、他の交通⼿段と
の連携を強化していくために必要な
ものやその⽅法を模索する。

参考⽂献
古倉宗治『成功する自転車まちづく

りー政策と計画のポイント』、学芸
出版社、2010 年

茅ケ崎市：第二次ちがさき自転車プ
ラン

URL：http://www.city.chigasaki.
kanagawa.jp/_res/projects/default_
project/_page_/001/008/351/
bicycle-plan2.pdf

最終閲覧：2019/7/10
補足資料
2020 年 10 ⽉ 21 ⽇　神奈川県国際⽂

化観光局観光企画課　主事⼤石氏、
グループリーダー中山氏

発表者：関元亜希子
所属ゼミ：深谷ゼミ
タイトル：アメリカ映画における

黒⼈差別とキリスト教

発表概要：
本研究では、黒⼈差別に関するア

メリカの映画において、キリスト教
が差別に与える影響やその表現につ
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いて考察する。まずは、聖書の差別
に関する記述や歴史的背景について
述べた上で『それでも夜は明ける』、

『グリーンマイル』、『ブラック・クラ
ンズマン』、『アラバマ物語』の 4 作
品を取り上げる。

それぞれ登場⼈物の発する言葉な
ど表面的な表現だけでなく聖書の内
容を連想させる⼈間関係の設定や
キーワード、原作との比較を通して、
白⼈⾄上主義の肯定する理由づけに
使われる一⽅で、神の前では平等と
されるはずの⼈間を差別して痛めつ
けた罰を与えるともされるキリスト
教が、それぞれの時代と地域の差別
の⼈々の考え⽅に与える影響をどの
ように描いているか、制作者の意図
がどのように表現されているかを論
じる。

参考⽂献
T h e  u n d e r l y i n g  s y m b o l i s m  i n 

Stephen King’ s “The Green Mile”　 
（2020.11.17 閲覧）

Whose Mockingbird? A Parable for 
Bible Translators　 （2020.11.17 閲
覧）

The Mockingbird parables: Christian 
lessons in Harper Lee’ s classic　 

（2020.11.17 閲覧）
アメリカ黒⼈とキリスト教 : 葛藤の

歴史とスピリチュアリティの諸相 / 
黒崎真著　神田外語⼤学出版局

ワスプ（WASP） : アメリカン・エリー
トはどうつくられるか / 越智道雄
著　中公新書

発表者：相⽂倩
所属ゼミ：桐谷・熊田ゼミ
タイトル：アフターコロナの世界

で現代アートを活かした地域活性化
の可能性と課題

－直島アートプロジェクトの再考
察－

発表概要：
現代アートは、美術館やギャラリー

の室内で展⽰される作品だけでなく、
公園や駅前など公共の場にも置かれ
ている。私たちは知らぬ間にその魅
力に触れ、何らかの形で影響され、
何時しか私たちの⽇常生活を豊かに
する重要な要素として位置づけられ
るようになった。従って、その在り
⽅は⽇々変動する社会に対応すべき
であると考える。

本発表では、新型コロナウイルス
の影響で当たり前だった「⽇常」を
奪われた⼈々にとって現代アートが
できること、すなわち現代アートの
新たな役割について明らかにする。
その中でも特に、社会の変化によっ
て過疎化していく地域に視点を当て、
現代アートを活用した地域の再生や
創造、活性化の可能性とその意義を
考察する。その成功事例として直島
アートプロジェクトを挙げ、今⽇の
時代背景と照らし合わせながら、今
後のアフターコロナの世界で、過疎
地域においてアートプロジェクトを
行う際の課題を明らかにする。

構成として、第一章では、まずアー
トプロジェクトを用いた地域活性化
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とは何かを考える上で、具体例とし
て直島アートプロジェクトの概要を
説明する。そこから、プロジェクト
が行われた前後の⼈々の心境の変化
や反応を中心に考察を進め、アート
プロジェクトの意義について考える。

第二章では、直島アートプロジェ
クトが行われる前の歴史と成功に⾄
るまでの経緯について考察する。芸
術関係者（アーティスト、キュレー
ター、建築家）、主催者とスポンサー、
地元住民と訪問者の三つのパートに
分け、各々のかかわり⽅や具体的な
取り組みについて整理する。

第三章では、アフターコロナの新
たな状況における地域活性化を実現
するためには、どのような課題を解
決すべきか考える。直島アートプロ
ジェクトの取り組みの再構築につい
て考えるとともに、変容する世界に
応じての新たな試みを考える。

第四章では、コロナ禍において現
代アートが社会でどのように機能す
るのか、新たな位置づけについて分
析し、私たちと現代アートのかかわ
り⽅がどう変わってしまったのか、
あるいはどう変わるべきなのかにつ
いて考察する。

参考⽂献
1．秋元雄史『直島誕生』株式会社

ディスカバー・トゥエンティワン、
2018 年

2．前田和實「アートの島：直島アー
トプロジェクトを検証する」『専修
⼤学社会科学研究所⽉報』第 587・
588 号、2012 年

 file:///C:/Users/User/Downloads/ 

3011_0587-0588_07.pdf
 （2020 年 9 ⽉ 18 ⽇参照）
3．小泉元宏「地域社会に「アートプ

ロジェクト」は必要か？ 接触領域
としての地域型アートプロジェク
ト」『地域学論集』鳥取⼤学地域学
部紀要第 9 巻第 2 号、2012 年

 file:///C:/Users/User/Downloads/
rs9（2）_77.pdf

 （2020 年 9 ⽉ 18 ⽇参照）
4．「コロナ禍は芸術⽂化活動に何を

もたらしたか？　アンケート調査
結果とアーティスト・有識者が語
る現状」エンタメ特化型情報メディ
アスパイス、2020 年

 https://spice.eplus.jp/articles/ 
268046

 （2020 年 9 ⽉ 18 ⽇参照）
5．藤井慎太郎「コロナウイルスの時

代。いま、何がなされるべきか？」
『美術⼿帖 Web』美術⼿帖、2020
年

 https://bijutsutecho.com/magazine 
/insight/21623

 （2020 年 9 ⽉ 18 ⽇参照）

発表者：髙津麗
所属ゼミ：輿石哲哉教授ゼミ
タイトル：⽇本⼈はどのような英

語発音を⽬指すべきか
―「伝わる英語」と「英語らしさ」

の観点から―

発表概要：
本論では，⽇本語母語話者（以下，

「⽇本⼈」と表記）特有の英語発音に
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ついて考察し，いわゆる「⽇本語な
まり」を持つ⼈を対象とした発音の
改善点を提⽰したい．英語を第二言
語や外国語として使用する⼈口が増
える現在，World Englishes（Jenkins, 
2009） や English as a Lingua Franca

（Seidlhofer, 2011） と い う 用 語 が ⽰
すように，英語の多様性は認められ
つつあるが，⽇本語の特徴をそのま
ま英語に転移し，相⼿に通じないと
いうことでは意味をなさない．実際，
⽇本⼈の英語発音については，篠崎

（2015）が「『アメリカ英語等の NS
をモデルとすべき』という考えと『相
⼿の理解に影響を与えない範囲での
最小限を⽬標とすべき』という考え
に分かれている」と述べているよう
に様々な議論がある．そこで本論で
は，（1）非母語話者同士の共通語と
して，相⼿に伝わるための最低限の
英語発音，（2）NS の英語をモデルと
し，NS にも容易に伝わる英語らしい
発音，の二段階の基準を設定し，そ
れぞれの条件で⽇本⼈学習者が効果
的に発音を改善できると考えられる
点を提⽰する．

初めに，⽇本語と英語の特徴を音
声学的に考察する．音素，音節，リ
ズム，アクセント，イントネーショ
ンの観点から比較することで，両言
語それぞれの特徴に⼤きな相違があ
ることを⽰す． 

次に，上記の相違を基に，（1）相⼿
に伝わる最低限の英語発音を考察す
る．共通語として使用される英語は，
Cruttenden（2014） の International 
English や Jenkins（2000） の Lingua 
Franca Core でその基準が提⽰されて

いる．これらに加え，⽇本⼈にとっ
て特に重要であるリズムや音節につ
いての注意点を合わせて提案する．

続いて，言語学習において標準意
識を持つ意義を考察したうえで，（2）
英語らしい発音について記述する．

（1）の最低限の基準に加え，さらに
英語らしさを⽬指すことは，学習者
のモチベーションや，語の綴りの習
得（⼿島，2011：35）のためにも有
効だと考えられる．ここでの基準は，
様々な NS の英語の雑種から形成さ
れたモデルである Amalgam English

（Cruttenden, 2014: 327，髙津訳）に
基づくこととする．これは完全に NS
同等の発音を習得するものではない
が，（1）の基準よりも標準を意識し
たモデルだといえる．

英語発音のモデルとして「標準」
を意識することは重要であり，発音
に慣れない⽇本⼈学習者にとっては，
まずは（1）と（2）の普遍的な基準
を⽬標として発音の改善を試みるこ
とが，通じやすい発音へと改善する
ための現実的な⽅策としてふさわし
いのではないかと考えられる．

参照⽂献
Alan Cruttenden, 2014, Gimson’s 

Pronunciation of English （Eighth 
Edition）, Abingdon-on-Thames: 
Routledge. 

Jennifer Jenkins, 2000, The Phonology 
o f  English as an International 
L a n g u a g e ,  O x f o r d :  O x f o r d 
University Press.

J e n n i f e r  J e n k i n s ,  2 0 0 9 ,  Wo r l d 
Engl ishes :  A resource  book for 
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students （2nd Edition）, London & 
New York: Routledge.

B a r b a r a  S e i d l h o f e r ,  2 0 1 1 , 
Understanding English as a lingua 
franca, Oxford: Oxford University 
Press.

篠崎⽂哉，「⽇本⼈が⽬指すべき発
音とは－中学生を対象としたアン
ケート結果から」，JAILA Journal, 
2015 年 1 ⽉，62-72 頁．

清水あつ子，「国際語としての英語と
発音教育」，『音声研究』第 15 巻第
1 号，2011 年 4 ⽉ 44-62 頁．

⼿島良，「⽇本の中学校・高等学校に
おける英語の音声教育について―
発音指導の現状と課題―」，『音声
研究』第 15 巻第 1 号，2011 年 4 ⽉，
31-43 頁．

発表者：髙梨佳澄
所属ゼミ：松本　悟
タイトル：自然を楽しむ⼈々によ

る「遊び場保全運動」
―サンゴ礁を守るダイバーを事

例に―

発表概要：
これまで⽇本では、美しい海を遊

び場とするダイバーがサンゴ礁を守
る運動（以下、サンゴ礁環境運動）
を行ってきた。彼らの運動に焦点を
当てた研究はなかったが、先行研究
からはダイバーのような自然を遊び
場とする⼈々が（1）環境教育活動
を行ってきたこと（花輪 2006）、（2）
地元だけでなく、参加しづらいとさ

れる居住地から遠い場所での活動を
行ってきたこと（武 2008）が分かっ
た。そこで本研究は「いままで⽇本で、
サンゴ礁のある海を遊び場とするダ
イバーはどのようなサンゴ礁環境運
動を行ってきたのか」という問いを
立て、この 2 点を分析軸として調査
を行った。

調 査 ⽅ 法 は 新 聞 記 事 を 用 い た ド
キュメント分析である。記事からい
ままでどのようなサンゴ礁環境運動
が展開されてきたのかを、運動の主
体や活動内容に着⽬しながら時系列
に整理しつつ、ダイバーの活動を明
らかにした。調査結果を以下に⽰す。

サンゴ礁環境運動は、サンゴ礁が
生息する沖縄県の白保地区での空港
建設計画をきっかけに 80 年代に活発
化した。運動には、沖縄県の住民、⽇
本自然保護協会、国際自然保護連合、
世界自然保護基金、サンゴ礁研究者、
環境庁がかかわっていた。90 年代に
は、こうした主体によって生息調査が
盛んに行われ、運動の発展の基盤が
築かれた。2000 年代はサンゴ礁は守
るべき自然だという認識が広められ
た時期である。このころは、地⽅公共
団体、企業、教育機関、水族館が環
境教育活動、環境省や市町村が保護
制度の整備を行った。2010 年代には、
市民団体によるシンポジウムや、ダイ
バーによるサンゴ礁食害生物の駆除
といった地域ごとの小規模な活動が
行われた。こうした変化の中で、ダ
イバーは約 40 年間、主に食害生物の
駆除と生息調査を行ってきたことが
分かった。（1）については、ダイバー
は環境教育活動をあまり行ってこな
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かったこと、（2）については、地元
で活動をするダイバーだけでなく、居
住地から遠い場所で活動を行うダイ
バーがいることが分かった。
（1）の結果についてさらに理解す

るために運動の中心的な存在である
ダイバーに行ったインタビューから
は、ダイバーが、活動におけるダイビ
ングを一つの遊びとして自身が楽し
みたいという考えを持っていること
が、彼らが環境教育活動を行うこと
に関心を持ってこなかった要因の一
つとして考えられると分かった。イン
タビュー調査の結果については今後、
検証が必要である。しかし、自然を
遊び場とする⼈々による環境運動を 1
つの研究分野としたことで、環境運
動に関する研究に新たな分析軸を提
起した点は本研究の意義である。

武正憲（2008）「カヌー活動を事例
とした野外レクリエーション活動
家の環境保全意識と環境配慮行動
の関係」『ランドスケープ研究』第
71 巻、第 5 号、689-692 頁。

花輪伸一（2006）「⽇本の干潟の現状
と未来」『地球環境』第 11 巻、第 2 号、
235-244 頁。

発表者：高橋明子
所属ゼミ：粟飯原⽂子先生
タイトル：ハイチ系移民女性たち

のトラウマ記憶と女性たちの絆　　
―エ ド ウ ィ ー ジ・ ダ ン テ ィ カ

Breath, Eyes, Memory をめぐって―

発表概要：
発表の背景：エドウィージ・ダン

ティカは 1969 年にハイチで生まれ、
12 歳の時にアメリカに移住したハイ
チ系女性作家であり、最初の作品で
あ る Breath, Eyes, Memory か ら、 現
在に⾄るまでハイチ移民をテーマに
した作品を書いている。現在、国際
移 民 の 時 代 と 言 わ れ、 ⽂ 学 に お い
ても移民⽂学が注⽬されてきてい
る。ダンティカは、⽂学として移民
女性の移住する背景や移住による家
族の関係の変化を描いている。本研
究はダンティカの作品　Breath, Eyes, 
Memory  （1994）を取り上げる。ダン
ティカは、作品の中でハイチ女性に
対する性暴力と植民地主義支配と男
性支配の関係を⽰しており、トラウ
マ記憶の影響とトラウマを乗り越え
るのに重要な女性の連帯を重視して
いることを明らかにしていく。この
作品は、トラウマを抱えた主⼈公が
⼈と⼈の関係を通して、トラウマを
乗り越え、トラウマの連鎖を断ち切
り自由を希求する希望を表している
物語であると言える。

発表の⽬的：作品の中でハイチ女
性は、歴史的に性暴力を受けトラウ
マ記憶を抱えているが、政治の状況
や社会⽂化によって、そのトラウマ
記憶を語ることが許されず、沈黙を
強いられている。女性はトラウマ記
憶を抱えたまま、その記憶は次の世
代に引き継がれていく。本研究では、
どのようにハイチ女性は性暴力の被
害を沈黙させられて来たかを⽰し、
トラウマ記憶は当事者だけでなく周
りの⼈間、特に家族にどのような影
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響を与え、次の世代にもトラウマが
連鎖するかを明らかにする。さらに、
トラウマ記憶から解放されるために
は語ることが困難であってもトラウ
マを表現し、表現するのに必要な安
心できる場や⼈との関係が重要であ
ることをダンティカがこの作品で表
してていることを明らかにする。

研 究 ⽅ 法： 本 研 究 で は、Breath, 
Eyes, Memory を 分 析 す る に あ た り、
作品の背景にハイチの歴史が作品に
影響していると考え、ハイチの歴史
の⽂献を考察し、女性たちのトラウ
マ記憶と次世代への影響をトラウマ
理論を用いて検討していく。トラウ
マ理論としては、エヴァ・ホフマン、
下河辺美知子、宮地尚子の⽂献で分
析 し て い く。 一 次 ⽂ 献：Danticat, 
Edwidge.Breath, Eyes, Memory. New 
York, NY: Soho Press,1994，2005、

参考⽂献：下河辺美知子『歴史とト
ラウマ―記憶と忘却のメカニズム』
作品社、2000 年、ホフマン、エヴァ

『記憶を和解のために　第二世代に託
されたホロコーストの遺産』早川敦
子訳みすず書房、2011 年、宮地尚子

『トラウマ』岩波書店、2011 年

発表者：玉村優奈
所属ゼミ：松本　悟
タイトル：見過ごされる配慮―

JICA の環境社会配慮ガイドラインと
異議申立案件をめぐって―

発表概要：

本論⽂は、⽇本の開発援助機関で
ある国際協力機構（以下、JICA）が、
国際的に透明性と効果が評価されて
いる環境社会配慮ガイドライン（以
下、GL）がありながら、なぜ被援助
国の住民らから異議を申し立てられ
るのかを研究したものである。

異議申立とは、JICA プロジェクト
により被害を受けた、もしくは受け
る蓋然性のある複数の住民が JICA に
被害を訴えるもので、GL の遵守・不
遵守と被害の関係を第三者の審査役
が判断する。

先行研究では「ステークホルダー
協議」「情報公開」「代替案の検討」
の運用の難しさが GL の抱える問題
点 と し て 指 摘 さ れ て き た（ 浦 郷 ら　
2008、二宮 2010、中村ら 2011、上
條　2012、二宮 2015、林田 2017）。

しかし、2 つの異議申立案件の申
立 書 と 調 査 報 告 書（ 国 際 協 力 機 構 
2003、2004）をドキュメント分析し
た結果、住民が計画を検討する時間
の長さ、「相⼿国政府の理解」と「社
会的背景を踏まえた特別な配慮」の
バランス、移転先の生活インフラの
質、生計⼿段の変更における精神的
な影響、委託報告書への GL 適用の
可否という新たな問題点が明らかに
なった。

さらに、進行中の GL 改定プロセ
スでこれらの問題点がどう議論かさ
れているかをドキュメント分析 1 した
結果、全ての問題点が論点に反映さ
れていなかった。

そこから「住民による合理性」と
GL では「拘束できないアクター」に
関わる配慮は、GL そのものから見過
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ごされる視点であると結論付けた。
この視点は先行研究にはない新た

な分析軸であるため、意義があると
いえる。一⽅で本論⽂は新型コロナ
ウイルスの感染拡⼤のため、関係者
すべてにインタビュー調査を行うこ
とができなかった点が限界である。
1 資 料 及 び 議 事 録 は す べ て 以 下 の

URL から入⼿した。https://www.
jica.go.jp/environment/guideline/
review_02.html（2020 年 8 ⽉ 22 ⽇
閲覧）。

参考⽂献
臼井寛二（2008）「JICA 環境社会配

慮ガイドラインの導入による効果
分析」『計画行政』31（4）11-16。

浦郷昭子・青木智男・池田研造（2008）
「実務者の立場から見た環境社会配
慮の課題」『計画行政』31（4）17-
22。

上條哲也（2012）「環境アセスメント
の代替案比較検討における主成分
分析の提案」『環境情報科学　学術
研究論⽂集』26：25-30。

国際協力機構（2003）『ナカラ回廊農
業開発マスタープラン策定支援詳
細計画策定調査報告書』。

国際協力機構（2004）『JICA 環境社
会配慮ガイドライン』。

国際協力機構（2010）『環境社会配慮
ガイドライン』。

中村明・亀山秀雄・小原重信（2011）
「ODA 事業におけるステークホル
ダーマネジメントの実践構造化―
―環境社会配慮における合意形成
プロセスの最適化 ―」『Journal 
of the International Association of 

P2M』Vol.6No.1:15-28。
二宮浩輔（2010）「カンボジア第二メ

コン架橋計画における環境社会配
慮プロセスとその効果」『山梨国際
研究　山梨県立⼤学国際政策学部
紀要』No.5:83-98。

二宮浩輔（2015）「JICA 環境社会配
慮ガイドラインの成果と課題」『経
済政策ジャーナル』12 巻 1・2 号：
36-39。

発表者：鄭燕敏
所属ゼミ：浅川ゼミ
指導教授：浅川　希洋志
タイトル：⽇本⼈⼤学生と中国⼈

⼤学生のフロー体験に関する比較研究
―⽂化的自己観の視点から

発表概要：
フローとは、⼈間が全⼈的に行為

に没入している時に感じる包括的
感 覚 と 定 義 し、 そ の 経 験 自 体 が 非
常 に 楽 し い の で、 純 粋 に 多 く の 時
間や労力を費やすような状態であ
る。また、⼈々の注意はフローの状
態 に 入 り、 そ の 状 態 に と ど ま る た
めのきわめて重要な役割をはたす。

（Csikszentmihalyi　1975） さ ら に、
フロー経験の頻度を決めるのは、活
動のもつ⽅向性や構造といった外的
な条件だけではなく、活動を行う主
体としての⼈間がその活動をどのよ
うに捉え、その活動にどの程度の心
理的エネルギーを注ぐかということ
で、その⼈の経験は全く違うものに
な る。（ 浅 川　2012）。 し た が っ て、
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活動を行う主体としての⼈間の認知
の仕⽅はフロー体験との間には深い
関わりがあると考えられる。

北山（1998）によれば、⼈の心は
どのような⽂化に生きるかによって、
異なっている。心は⽂化に生きるこ
とにより成り立ち、更に心のプロセ
スは⽂化の維持と変容を促進すると
いう相互構成的関係である。また、
北山は、⽂化的に共有された主体の
概念・モデルを⽂化的自己観と名付
け、⽂化的自己観は⼈々の認知・感
情・行動に影響を与えることを明ら
かにした。さらに、東洋の多くの⽂
化では自集団内の⼈々とのつながり、
相互協調・相互依存に力点が置かれ
ており、相互協調的な自己観を持つ
可能性が高いことに対し、欧米では、
自己とは他の⼈や社会的状況から切
り離された存在であり、相互独立的
自己観が広く共有されていると指摘
している。

近年、フロー体験の普遍性とおよ
び⽂化的側面に着⽬する研究者は現
れているが、⽇本⼈と中国⼈に関す
るフロー体験の比較はまだ行われて
いない。本研究は、⽂化的自己観の
視点から、中国⼈⼤学生を対象とし
て、フロー理論が中国⼈にも適応可
能かを検証するとともに、中国⼈の
フロー体験に中国⼈に特有な心理的
側面が存在するのかを明らかにする
ことを⽬的とする。また、これまで
行われてきた⽇本⼈⼤学生を対象と
した調査結果と中国⼈⼤学生のフ
ロー体験を比較・検討することで、
⽂化心理学では東アジア⽂ 化圏の
⼈々として⼤きく一つのグループに

分類される中国⼈と⽇本⼈の心理的
経験としてのフロー体験に関し、⽂
化的差異が存在するかを検証する。

発表者：友利⽂香
所属ゼミ：桐谷・熊田ゼミ
タイトル：⽇本の高等教育機関に

おける第二外国語教育の役割

発表概要：
高等教育機関の学生、いわゆる⼤

学生は、なぜ第二外国語を学ぶ必要
があるのか。そのような疑問を感じ
ながら、入学間もない多くの学生は、
中学・高校の流れの中で、「英語」を
第一外国語として履修登録し、さら
に学ぶ理由も深く考えず、単位が容
易に取れそうな第二外国語探しのた
めの情報交換が盛んに行われている
光景を⽬にすることが多い。

本発表では、この⼤学生を悩ます
第二外国語を学ばなければならない
理由について、（1）⽇本における外
国語教育の歴史、（2）英語を母国語
としないヨーロッパにおける言語政
策、（3）⽇本とヨーロッパにおける
言語教育の比較をとおして考察する。

第 1 章では、⽇本の外国語教育の
歴史を、江戸幕末期から太平洋戦争
終結に⾄るまでと戦後から現代の 2
つに分けて概観する。⽇本における
外国語教育は、幕末期に欧米列強の
脅威にさらされ、陸海軍の近代化を
はかるための一種のツールとして本
格的に開始された。当時の最先端の
軍事学や軍事技術の吸収や、植民地
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獲得のために軍学校のエリートを対
象に欧米列強やアジア諸国の多様な
言語が教授された。戦後を迎えると、
戦勝国の中心であるアメリカの言語
である英語が否応なく普及したこと
で、言語の多様性は衰退し、「外国語
＝英語」として捉えられるようにな
り現代に⾄っている。戦前の偏狭な
国粋主義の反省をふまえ、政治・教
育分野において国際化が強調され、
その⽬標達成のために教育機関では
国際共通語である英語の習得を⽬指
す「英語一辺倒」な言語教育が実施
されるようになった。

第 2 章では、世界共通語としての
英語を習得した上で、複数の言語を
自由に操るヨーロッパ（EU）の言語
政策を俯瞰し、英語一辺倒な言語教
育だけでは補填できない能力の発展
に寄与する言語教育の在り⽅につい
て考察する。EU の言語政策では、複
言語主義、言語的多様性、相互理解
が重要な観点となっている。これに
より個⼈に焦点が当てられ、アイデ
ンティティの尊重や異⽂化理解を促
進させることを重視している。英語
を共有のツールとして広くコミュニ
ケーションを図ることは可能である
が、それだけでは相⼿を深く理解す
ることは難しい。語学力やコミュニ
ケーション能力の養成だけでなく、
他者の内面を知るためにも、EU の言
語政策から学べることが多く存在す
ると思われる。

第 3 章 で は、 第 1、2 章 を ふ ま え
た上で、高等教育機関における第二
外国語教育の役割について考察する。
第二外国語の授業を履修しても、そ

の言語の習得に⾄らないのが現実で
ある。それにも関わらず高等教育機
関での第二外国語教育が消滅しない
のは、英語だけでは理解できない多
言語国の⼈々の存在や⽂化、思想な
どいわゆる教養を身に付けるために
必要があるからだと考える。

終章では以上のことをまとめ、⽇
本の高等教育機関における第二外国
語教育の課題とその解決策について
提言する。

発表者：中野鈴乃
所属ゼミ：国際社会演習　今泉（中

山ゼミ）、今泉裕美子、中山寛子。
タイトル：植民地支配解放後の韓

国における「⽇本語」―韓国外国語
⼤学⽇本語科の設立から―

発表概要：
本論⽂では、韓国外国語⼤学（以

下、外⼤と称す）⽇本語科設立の背
景、当時の韓国の⼈びとが「⽇本語」
を学ぼうとした理由や、⼈びとが「⽇
本語」に対してもっていた意識を明
らかにする。

1961 年 4 ⽉、⽇本の植民地支配解
放後の韓国で初めて「⽇本語」の高
等教育機関、外⼤⽇本語科が設立さ
れた。解放直後の韓国では、⽇本に
植民地支配の抑圧を受けたことに対
する反動から、⽇本的なものを排除
する動きが起こった。1946 年 3 ⽉、
米軍政庁学務局に言語科学総委員会
が設置され、教科書用語、その後、
⽇常用語全般に渡り、「⽇本語」の⽂
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字を徹底的に排除し、韓国語に置き
換える運動が起きる。しかし、1961
年、韓国政府から外⼤に⽇本語科設
立の認可が下りた。なぜこのタイミ
ングで「⽇本語」を学ぶことが「必要」
とされ、設立の認可が下りたのだろ
うか。

先行研究として、河先俊子『韓国
における⽇本語教育必要論の史的展
開』（ひつじ書房、2013）がある。河
先は韓国における⽇本語教育史と、
⼈びとの⽇本語教育に対する認識を
関連づけ分析している。しかし、⽇
本語教育に対する認識は、外国語と
しての⽇本語を学ぶ意味合いが強く、
国語として教育されていた「⽇本語」
に対する⼈びとの認識は十分に検討
できていない。朝鮮総督府は「皇民化」
教育達成のため、国語としての「⽇
本語」の使用を強制した。解放後の
韓国でも、⽇本語には⽇本的なもの
という感情が向けられている。その
ため、本論⽂では「⽇本語」という
表現をとり、「⽇本語」へ対する意識
を分析する。

解放後、米軍政期を経て李承晩を
⼤統領とする⼤韓民国が樹立された。
李承晩は韓国⼈ナショナリズムを高
めるため、「反共防⽇」をスローガン
に政策を展開した。韓国社会でも⽇
本的なものを徹底的に排除する運動
が起き、韓国語と混合した「⽇本語」
は徹底的に排除されていく。

1960 年、四⽉革命により、張勉政
権へと変わると韓国社会の状況は⼤
きく変化したが、1950 年に朝鮮戦争
が起きた韓国では経済復興が喫緊の
課題であった。アメリカが⽇韓関係

の「安定化」を求め政治的圧力を強
めたこと、政権が経済危機を対⽇関
係正常化にともなう⽇本の補償支払
いで乗り越えようとしたことから「⽇
本語」使用は必要とされつつあった。

市民間でも李承晩政権により⽇本
的なものが表面的に抑えられていた
反動により、「⽇本ブーム」が起こっ
た。1960 年 11 ⽉、外⼤は韓国政府
⽂教部に⽇本語科設立の申請をし、
1961 年 4 ⽉、⽇本語科が設立された。

本論⽂では、韓国政府による「⽇
本語」の排除の過程、冷戦下の⽇韓
関係、当時の韓国の⼈びとの社会状
況を外⼤の 60 年記念誌、韓国、⽇
本の新聞記事を用い検討することで、
外⼤の⽇本語科が設立された背景、
⼈びとが「⽇本語」に対してもって
いた意識を明らかにし、解放後の韓
国社会における「⽇本語」の「必要性」
について考察する。

発表者：中村綜
所属ゼミ：中山寛子ゼミ（今泉裕

美子ゼミ）
タイトル：⽇本企業における英語

使用の実態について
—ある中小企業への調査から

発表概要：
本論⽂は、中小企業を例に英語使

用の実態を明らかにし、今⽇の⽇本
政府主導による「グローバル化」に
伴う国民全員を対象とした英語教育
政策を検討することを⽬的とする。

⽇本政府は「グローバル化」の進
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行に伴い、2000 年代以降英語学習の
必要性について様々な公⽂書を通し
て述べている。それらには、「グロー
バル化」に伴って⼤⼿企業や一部の
業種だけではなく様々な分野で英語
力が求められる時代になっており、
採用や昇進など将来に⼤きな影響を
与えていると報告されている。また、

「グローバル化が急速に進展する中、
英語によるコミュニケーション能力
の向上は喫緊の課題」（2019）とい
う⽂部科学⼤臣の発言にあるように、
英語の必要性を政府が強調している
ことがわかる。同様に経済同友会な
どの財界も近年の英語教育政策に関
して様々な提言を行っている。具体
的には⼤学の英語入試における外部
試験の活用などがあり、2020 年を⽬
途に開始予定だった⼤学共通テスト
における英語民間試験の導入に影響
を与えた。また、「世界の 4 ⼈に 1 ⼈
が英語を話し、ビジネスに与える影
響が一番⼤きい」（2013）と述べてい
るように、財界もグローバル化によっ
て⽇本⼈全員が英語を学ぶ必要があ
ると認識していることがうかがえる。

企業の英語使用に関して、橋本健
広は「中小製造業における外国語の
使用状況」（『関東学院⼤学経済経営
研究所年報』（35）、2013）において、
多くの中小企業が企業活動の際に “国
際語としての英語” を使用している
と結論づけた。それに対し、寺沢拓
敬は「⽇本社会は「英語化」してい
るか ― 2000 年代後半の社会調査の
統計分析から ―」（『関東甲信越英語
教育学会誌』（27）、2014）の中で、
近年の労働環境での英語使用は限定

的な使用を含めても 1 割に満たない
ことを明らかにした上で、「国民全員
に英語力が必要であるかのような認
識の政策案は，現状からかなり遊離
している」と指摘した。両者の結論
は相反するものであり、現在の企業
ではどの程度英語が使用されている
のか改めて検討する必要がある。特
に、 現 在 ⽇ 本 の 企 業 は 事 業 者 数 の
99.7％、従業員数の約 70％が中小企
業に属しており （中小企業庁 2018）、
⼤⼿企業に限らず様々な分野でも英
語が求められると政府が認識してい
ることから中小企業を主とした実態
調査を行うことが望まれる。

以上のような関心から、本論⽂で
は以下のような構成とする。最初に
今⽇までの政府による英語教育政策
に焦点を当て、その変遷と政策に影
響を与えた財界による提言を明らか
にし、政府の英語を重視する認識が
どのようにして形成されてきたのか
を分析する。そして、先行研究や筆
者が行った企業およびゼミの卒業生
を対象としたアンケートと聞き取り
調査の結果を基に、業務上の英語使
用や採用・昇進の判断における語学
力の有無などを考察し、「グローバル
化によって全ての企業において英語
が必要」という政府の認識と英語を
中心とする外国語教育政策について
検討する。

発表者：西野佳奈
所属ゼミ：熊田ゼミ
指導教授：熊田泰章先生、副指導
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教授：輿石哲哉先生
タイトル：アニメ・マンガの受容

から異⽂化理解へ
―アメリカにおける受容者が学ぶ

⽇本語についての考察―

発表概要：
これまでに、研究としてではなく、

発表者が知り合いのアメリカ⼈たち
と⽇本⽂化の受容について話し合っ
たことで、アメリカにおいて⽇本の
アニメを観るということは、アメリ
カの⽇常に溶け込んでいて、もはや
特別なことではないと見なされてい
るように感じてきた。その中で、ア
メリカでの⽇本語学習の動機付けに
ついての⽂献を読み、⽇本のアニメ
やマンガをきっかけに⽇本語の学習
を始めた⼈や、学習⽬的にアニメや
マンガの理解がある⽇本語学習者も
いることがわかった。しかし、アニ
メを観るという経験をした後、実際
に⽇本語の学習を始めて、しかも、
それを初期に放棄することなく継続
するという行動を誰しもが取ってい
るわけではない。そこで、アニメを
観たり、マンガを読んだりした経験
をそのままにせず、その経験を通し
て、⽇本語を勉強してみたいという
気持ちになった⼈が、⽇本語学習の
初期段階から、その学習を通してア
ニメやマンガの言語表現の理解を深
め、そのような言語表現を生み出す
⽇本の考え⽅や⽂化を学ぶことに進
んでいくことを促進するように、そ
のためのあるべき⽇本語学習につい
て考察を行うことを本研究の⽬的と
する。

アニメやマンガの言語表現におけ
る特徴として、⽇常的な口語による
簡潔な発話であることが挙げられ、
その発話においては、役割語を多用
することで、簡潔さを高めつつ、発
話者の⼈物造形と受話者との関係性
が明⽰されている。本研究では、先
行研究によって、役割語がアニメ・
マンガで果たしている機能を確認す
る。その上で、アメリカにおいてア
ニメやマンガを受容する⼈が、ただ
鑑賞するだけではなく、作品中の役
割語を理解することは、作品をより
深く楽しむことが可能となり、さら
に役割語を通した異⽂化理解は自己
の再理解にもつながり⼈生をより豊
かにすると述べていきたい。それゆ
え発表者は、⽇本のアニメやマンガ
に関心を持つ⼈が役割語を学習する
ための教材や解説書が作られ普及さ
れるべきであると考える。

本研究は、アメリカでアニメやマ
ンガを受容する⼈の、⽇本語の理解
の仕⽅やアニメやマンガとの関わり
⽅について確認するためのインタ
ビュー調査をしたのちに、「役割語は
アニメ・マンガの内容理解と異⽂化
理解のために重要である」「役割語は
自己の再理解のために重要である」

「役割語を学ぶことが⽇本語学習者の
将来的な増加につながる可能性があ
る」という 3 つの主張を実際のアニ
メ・マンガ作品に登場する役割語を
例に出しつつ論述していく予定だが、
本発表では、「役割語はアニメ・マン
ガの内容理解と異⽂化理解のために
重要である」という点を論じる。
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参考⽂献
・井出里咲子、砂川千穂、山口征孝
（2019）『言語⼈類学への招待―ディ
スコースから⽂化を読む』ひつじ
書房

・北山忍（1998）『自己と感情　⽂化
心理学による問いかけ』共立出版

・金水敏（2003）『ヴァーチャル⽇本
語　役割語の謎』岩波書店

・平野健一郎（2000 年）『国際⽂化論』
東京⼤学出版会

発表者：春口龍一
所属ゼミ：松本ゼミ
タイトル：広がる国際交流―鹿児

島県で続く「からいも交流」の歴史
―

発表概要：
中央政府主導で「地⽅の国際化」

が叫ばれて約 40 年。本研究は鹿児島
県で約 40 年続く民間の国際交流「か
らいも交流」の分析を通じて、地⽅
にとっての国際化の意義を考える。
1980 年代から、旧自治省による構想
など中央政府主導で「地⽅の国際化」
がスローガンのようになり、主に国
際交流と国際協力が行われてきた （毛
受ら 2003）。しかし、活動に携わる
スタッフの能力不足や専門性の欠如 

（有田ら 2006）、参加住民の固定化や
高齢化による組織の弱体化などが理
由で （毛受ら 2003）、活動は停滞しつ
つある。これらのような課題がある
にもかかわらず、鹿児島県の⼤隅半
島にある農家を中心に、東京などの

都会に住む外国⼈留学生を 2 週間受
け入れる、からいも交流は続いてき
た。中央主導で進められた地⽅の国
際化が停滞していく中、農村部の小
さな団体を中心にしたからいも交流
が、なぜこれほど長く活動を続ける
ことができているのか。資料分析と
インタビュー調査を行い、以下 3 点
の結論を導いた。

先行研究が指摘した課題は、活動
に携わるスタッフの能力不足や専門
性の欠如 （有田ら 2006）、参加住民の
固定化や高齢化による組織の弱体化 

（毛受ら 2003）の 2 点であり、から
いも交流はこれらを以下の⽅法で乗
り越えた。第 1 に、国際交流で横の
つながりを作り地域全体で交流を支
えたことで、多くの⼈を活動に巻き
込んだ。第 2 に、長年携わっている⼈、
様々な年齢層、経験層が異なる⼈々
が積み重なることで、誰かが抜けて
も補い合える体制を作った。第 3 に、
先行研究の指摘を乗り越えた以外に
活動が続く理由として、活動の継続
が危ぶまれた際、継続を求める地域
の⼈の声があった。背景には、地域
に根差したものを使用し、地域全体
で外国⼈との交流を深めてきたこと
が考えられる。ここに、中央からの
地⽅交付税交付金などの中央政府か
らのインセンティブがなくても、自
分たちで資金を調達してでも活動を
やる意義があると考えられる。

からいも交流は、鹿児島を訪れた
外国⼈留学生を通して地域住民が地
元の良さを再発見したことで活動の
継続に繋がり、先行研究が指摘した
課題を乗り越える原動力となった。
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活動を通して見えてきた地⽅の国際
化の意義とは、地⽅が⼤都市と同じ
ような国際性を身に着けることでは
なく、異なる⽂化背景を持つ⼈たち
を通じて自らが住む場所を見直すこ
とではないか。本研究はからいも交
流が続く理由を分析するために、か
らいも交流を経験した全ての地域の
活動を網羅できているわけではない。
しかし、先行研究からは分からなかっ
た、国際交流が続く理由や現在まで
の活動の変化を明らかにした点に、
本研究の意義がある。

参考⽂献
有田典代編著 （2006）『国際交流・協

力活動入門講座Ⅲ―国際交流・国
際協力の実践者たち―』明石書店。

毛受敏浩編著 （2003）『国際交流・協
力活動入門講座Ⅰ―草の根の国際
交流と国際協力―』明石書店。

発表者：松山絵里
所属ゼミ：深谷ゼミ
タイトル：戦意高揚プロパガンダ

としての戦争娯楽映画『誰が為に鐘
は鳴る』

発表概要：
本稿は、第二次世界⼤戦下のアメ

リカで製作されたハリウッド映画『誰
が為に鐘は鳴る』（1943）が、戦争
ラブロマンスの中に反ファシズムの
政治宣伝を織り込んだ戦意高揚のた
めのプロパガンダ映画であることを、
原作小説と映画の脚本や演出を比較

し検証するものである。第二次世界
⼤戦下のハリウッドでは多くの戦争
娯楽映画が製作された。これらは⼈々
が映画に戦争からの逃避を求め、不
安や混乱を一時的に解消しようとし
たためとされる一⽅、戦争映画の中
に兵士たちの英雄的行為を描くこと
で戦意高揚を促し、また、娯楽映画
の中に反ナチスや反ファシズムなど
の政治宣伝をメタファーとして描く
ことで、政治プロパガンダを⼤衆に
広めるためであるともされてきた。
本稿で取り上げる映画『誰が為に鐘
は鳴る』は、同じく第二次世界⼤戦
下にパラマウント社によって製作さ
れ、1943 年 に ア メ リ カ で 公 開 さ れ
た。現代アメリカの⽂豪アーネスト・
ヘミングウェイが執筆した長編小説

『誰がために鐘は鳴る』を原作とし、
1937 年頃のスペイン内戦を舞台に描
かれる戦争ラブロマンス映画である。
しかしながら原作小説と映画にはス
トーリーやセリフ、登場⼈物の描き
⽅などに異なる部分が見受けられる。
それらは映画の脚本を製作するにあ
たって、戦意高揚や政治宣伝を織り
込むために生じたものではないだろ
うか。本稿では、小説『誰がために
鐘は鳴る』と映画『誰が為に鐘は鳴る』
を比較し、映画の中で戦意高揚のた
めの政治的な情報操作がどのよう行
われているかを考察していく。

〈参考⽂献〉
植草甚一「アメリカの戰爭映画」、『映

画新報』2、p12-13、映画新報社、
1950 年。

ヘミングウェイ , アーネスト『誰がた
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めに鐘は鳴る』上・下、高見浩訳、
新潮⽂庫、2018 年。

〈フィルモグラフィ〉
『誰が為に鐘は鳴る』、サム・ウッド

監督、1943 年。

発表者：村松美優、八十田舞、櫻
井海鈴、増田凪紗、吉沢敬太、上杉
奈都子、今市百音、西本昴平

所属ゼミ：佐々木一惠
タイトル：20 世紀初頭ハワイにお

ける禁酒運動から見る⽇本⼈移民コ
ミュニティの多様性

発表概要：
19 世紀後半から 20 世紀初頭にか

けて、アメリカ合衆国の帝国主義政
策のもとに同国の準州となったハワイ
において禁酒運動が隆興した。この
禁酒運動は、当時のハワイの⼈口の約
4 割を占めるようになっていた⽇本⼈
コミュニティにも⼤きな影響を与えて
いった。本研究では、ハワイにおける
禁酒運動において、⽇本⼈移民がど
のように禁酒運動に向き合っていた
のかを、禁酒会員・酒屋経営者・芸
子や売春婦という三つのアクターか
ら検証する。禁酒運動に対する三者
の対応を追うことで、⽇本⼈コミュニ
ティの複雑な関係や多様性について
検討し明らかにしていく。

ハワイにおける禁酒運動が拡⼤し
た背景には、アメリカの禁酒団体の
活動があった。1874 年にアメリカで
設立された女性キリスト教禁酒同盟

（WCTU）のレヴィット夫⼈、ジェ
シー・アッカーマン、アダ・マーカッ
トらが 19 世紀末以降相次いでハワイ
を訪問し、支部を設立し、禁酒運動
を推進していった。また、アメリカ
の禁酒運動における政治活動の中心
的存在であった禁酒党員のジョン・G・
ウーリーがハワイにおける禁酒法制
定に向けた運動を積極的に展開した。

⽇本⼈コミュニティにおいては、
ハワイ総領事であった安藤太郎が禁
酒運動に乗り出したことで、禁酒思
想が浸透していった。次々と⽇本⼈
移 民 の 禁 酒 会 が 設 立 さ れ、 中 に は
6,000 ⼈を上回る会員を擁する禁酒会
もあった。当時のハワイの邦字新聞

『やまと新聞』は、こうした禁酒会の
活動を伝えている。当時、⽇本国内
においても、プロテスタント諸派の
宣教師による伝道活動や西洋化の動
きなどによって禁酒運動は新たな社
会改革運動として認識され、広がり
を見せていた。このように、禁酒運
動はアメリカと⽇本の双⽅で台頭し、
ハワイにおいても盛んになっていた
が、ハワイの⽇本⼈コミュニティに
おける禁酒運動に対するスタンスは
必ずしも一様ではなかった。

本研究では、ハワイの⽇本⼈コミュ
ニティにおける禁酒運動を、邦字新
聞を中心とする一次史料を用いて、
複数のアクターの視点から検証して
いくことで、⽇本⼈コミュニティの
複層性や多様性を浮き彫りにしてい
く。

キーワード：ハワイ、⽇本⼈移民、
禁酒
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【参考⽂献】
⼤関原一浩「併合後のハワイにおけ

る性管理：性管理体制の成立と準
州・連邦政府による⽇本⼈売買春
の摘発」『西南学院⼤学国際⽂化論
集』34 巻 2 号、2020 年。

飯島真里子「ハワイ⽇本移民の二段
階 移 動： 国 際 移 動 か ら 国 内 移 動
へ 」『The Journal of American and 
Canadian studies』28 号、2011 年。

岡本勝「婦⼈キリスト教禁酒同盟：
そ の 多 様 化 と 政 治 運 動 化 に つ い
て」『同志社アメリカ研究』22 号、
1986 年。

安藤太郎『安藤太郎⽂集』⽇本國民
禁酒同盟、1929 年。

発表者：メンデス亜希良
所属ゼミ：佐々木一惠ゼミ
タイトル：狭間に生きる「ハーフ」

たち～マージナル・マン理論を用い
た当事者研究の視点から～

発表概要：
本論は、⽇本国内で「ハーフ」と

呼ばれる⼈々が自身のパーソナリ
ティを捉える際に、どのような要因
をもってそれを定義することになる
のかを分析する事を⽬的としている。
昨今、⽇本国内で「ハーフ」「ダブル」

「混血児」などと表象されてきた⼈た
ちをめぐる研究が次第に増え始めて
きている。例えば、彼らをめぐる言
説や教育問題を取り上げた研究（下
地　2018；上田　2018 など）や、テ
レビや雑誌、新聞、映画、漫画など

の表象の分野に関する研究（竹沢・
川島編　2016 など）が少しずつ増え
てきている状況にある。これらの研
究の中で、「ハーフ」言説は「消費社
会において魅力的な商品になる一⽅
で、ひとたび犯罪化や暴力性という
枠づけによって語られてしまうと脅
威の対象となる危うい表象を形作ら
れている点や、⽇常生活のあらゆる
場面で「⽇本⼈か / 否か」を問われ
る状況にある立場の脆弱性が明らか
になっている（下地　2018）。⽇本に
おいてはとりわけ戦後から、「ハーフ」
が⽇本⼈なのか / 否かが問われる状
況にあり、それは生活面だけではな
く、国籍法など司法のフェーズにま
で及んでいる。そのような環境に生
まれ育った「ハーフ」当事者たちの
話を聞くと、自らのアイデンティティ
に関する悩みに直面している⼈も少
なくない。また、その悩みに対する
答えも多様な⽅向性がある。しかし、
彼らのアイデンティティの捉え⽅が
分岐する要因は何なのかという観点
は、これまでの「ハーフ」研究の分
野においては焦点があまり当てられ
なかった。そこで、本論⽂において
はストーンキストのマージナル・マ
ン理論（本論⽂におけるマージナル・
マンとは、2 つ以上の⽂化の狭間に位
置し、いずれにも十分に帰属できな
い者を表す）におけるライフサイク
ルモデルの視点に立ち、体系的に当
事者たちの語りを分析する。ストー
ンキストの理論を用いることで、パー
ソナリティが分化していく要因をよ
り明確にし、あいまいな意味合いを
持つ「ハーフ」言説が個⼈のパーソ

国際⽂化情報学会　2020

40



ナリティにまで影響を及ぼしている
状況を明るみにしていく。

【参考⽂献】
上田誠二『「混血児」の戦後史』青弓

社　2018 年　　
川端浩平『＜ダブル＞がイシュー化

す る 境 界 域 － 異 な る ル ー ツ が 交
錯する在⽇コリアンの語りから』　
2014 年、岩 渕功一編『＜ハーフ＞
とは誰か　⼈種混淆・メディア表
象・交渉実践』青弓社　2014 年

竹沢泰子・川島浩平編『⼈種神話を
解体する 3　「血」の政治学を超え
て』東京⼤学出版会　2016 年

下地ローレンス吉孝『「混血児」と「⽇
本⼈」　ハーフ・ダブル・ミックス
の社会史』青土社　2018 年　

発表者：安田朱音
所属ゼミ：佐々木一惠ゼミ
タイトル：キリスト教主義学校は

ブランドなのか？―キリスト教主義
女子学校出身者へのアンケート・イ
ンタビューから―

発表概要：
⽇本では、神道や仏教をはじめ、

様々な宗教⽂化が混在している。し
かし、2008 年と 2018 年の国際比較
調査グループ ISSP の調査結果より、
⽇本国内における⼈々の宗教信仰率
の低下や、宗教機能の形骸化が進ん
でいる様子が報告されている（西、
2009、小林、2019）。

このような宗教傾向がみられる⽇

本で、信者数が⽇本⼈口全体の 1.1％
程度であると報告されているキリス
ト教（⽂化庁、2018）の教えを教育
理念とするキリスト教主義学校の総
数が、過去 40 年の間で増加傾向にあ
る点は着⽬に値する（キリスト教学
校教育同盟、1980 年、2020 年）。キ
リスト教主義学校が普及された当初
の⽬的は、キリスト教の伝道や、信
仰に基づいた⼈格養成であった。し
かし、深津容伸は、現在の⽇本のキ
リスト教主義学校で、その存在の⽬
的をキリスト教伝道と位置付けてい
る学校はほとんどなく、⽇本⼈にとっ
て、キリスト教主義学校は、世俗の
教育機関に属する一つのブランドの
ようなものとなっていると主張して
いる（深津、2010）。ということは、
キリスト教主義学校では、礼拝やミ
サ、宗教関連活動、聖書の授業の実
施など、⽇常生活で積極的にキリス
ト教に触れる機会を設けているが、
それらを経験した当事者にとっても
キリスト教主義教育はブランドに過
ぎないのだろうか。

本稿では、まず明治期の⽇本でキ
リスト教主義学校が広まっていった
歴史的背景を基に、⽇本におけるキ
リスト教主義学校のイメージを検討
する。そして、実際にキリスト教主
義学校に通っていた⼈を対象にアン
ケートとインタビューを行い、当事
者たちの経験や自身に与えた影響を
調査する。その結果から、キリスト
教主義学校への一般的なブランドイ
メージや統計調査とは異なる⽇本に
おけるキリスト教主義学校の側面を
浮かび上がらせていく。
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参考⽂献
小林利行「⽇本⼈の宗教的意識と行

動はどう変わったか　～ ISSP 国際
比較調査「宗教」・⽇本の結果から
～」『放送研究と調査』NHK 放送
⽂化研究所、2019 年。

西久美子「“宗教的なもの” にひか
れる⽇本⼈ ～ ISSP 国際比較調査

（宗教）から～」『放送研究と調査』
NHK 放送⽂化研究所、2009 年。

深津容伸「⽇本⼈とキリスト教－山
梨英和学院の場合－」『山梨英和⼤
学紀要』9 巻、2010 年、17 ページ。

⽂化庁「宗教統計調査の主な結果」
2019 年。

発表者：楊淳鈞
所属ゼミ：岩川ゼミ　岩川ありさ
タイトル：アニメ『ガンダム』と

「ガンプラ」ユーザーの能動性―「虚
構の時代」を再考する

発表概要：
研究背景
戦後の⽇本ロボットアニメの中で、

今でも続いている『機動戦士ガンダ
ム』シリーズは、⽇本だけではなく
海外でも多⼤な影響力を持っている。

『ガンダム』の⼈気について言及する
ときに看過してはいけないのは、「ガ
ンプラ」である。「ガンプラ」とは、『ガ
ンダム』シリーズ中で登場した全て
のモビルスーツやモビルアーマーが
プラモデル化されている商品の総称
である。『ガンダム』シリーズのプラ
モデルはその精巧さとリアリティを

もって子供に限らず市場を獲得して
いた。「ガンプラ」を組み立てること
において視聴者たちは「作る」こと
によって能動的に作品世界に入れて、
受け身だけではない重層的な消費行
為をしていると言える。したがって

『ガンダム』のようなロボットアニメ
とその消費、さらに当時の社会状況
を考察する際、この重層性を念頭に
置かなければならない。

先行研究
『ガンダム』における機械デザイン

を「⼈間の身体の巨⼤化」として理
解し、それが「同時代の⼈々が『⼈
間の能力が巨⼤化したような』意識
をもっていたことを⽰している」とい
う⽂屋敬の議論がある（⽂屋 2018）。

また、宇野常寛は『ガンダム』作
品はその「宇宙年代記」の設定をもっ
てして消費社会における「⼤きな物
語」を作り出し、「この時代に失われ
つつあった個⼈の生に意味を与える
歴史の代替物」として機能したと論
じる（宇野 2017）。一⽅彼は、⼤量
生産品のモビルスーツは近代男性性
の不可能性を暴露するが、アムロの
機体は試作品で一機しかないという
設定によって、少年のアイデンティ
ティがかろうじて確保されたと主張
する。宇野の考察を踏まえれば、『ガ
ンダム』アニメについては「⼤きな
物語」という一言で片づけることが
できないのである。

研究⽅法
本研究はまず、あらためて『ガン

ダム』アニメの内容を分析したい。
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「ガンプラ」を作るとき、ユーザー
は完全に虚構に入るわけではなく、そ
の「虚構」を借りつつも現実で創造
していくのである。これは宇野常寛が
述べる「⼤きな物語」として機能す
る『ガンダム』とはかなり異なる側面
だと考えられる。したがって、当時の

「ガンプラ」は具体的にユーザーにど
のように受け止めていたのかについ
て、再考する必要があると考える。

ガンダムのテキスト分析とガンプ
ラの製作者の言説の調査によって、

「虚構の時代」と言われる 70 年代に
おいて、⼈々はその主体性を発揮し、

「現実」での体験を積極的に求めたの
ではないかという仮説を検証したい。
主には⽂献調査という形で行うつも
りである。

参考⽂献
宇野常寛、『母性のディストピア』、

集英社、2017 年。
⽂屋敬、「巨⼤ロボットアニメに見ら

れる社会意識の変遷」、福岡女学院
⼤学紀要 . ⼈⽂学部編 = Fukuoka 
Jogakuin University bulletin （28）、
2018 年、285-309 頁。

発表者：吉川綾美
所属ゼミ：桐谷・熊田ゼミ
タイトル：私たちのアイデンティ

ティと私たちの社会
－ヨーロッパでの学びを通して考

えたこと－

発表概要：

本発表では、⼈がそれぞれの独自
性をもって生きることの重要さと今
⽇の社会におけるその困難について
考えるために、社会の混乱がもたら
す移民を取り上げ分析を行う。

第一章では、ヨーロッパの事例と
してドイツとフランスにおける第二
次⼤戦後の移民の実態についてまと
める。また、EU としては、どのよう
な問題となってきたのかについても
整理する。

第二次⼤戦後、奇跡の復興を成し
遂げた西ドイツでは、1950 年代から

「ガストアルバイター（Gastarbeiter）」
と呼ばれる外国⼈労働者を⼤量に呼
び込み、ピーク時にはその数は 180
万⼈を超えるに⾄った。しかし、第
一次石油危機による経済停滞の中で、
1973 年に西ドイツ政府は外国⼈労働
者の募集を停止した。だが、ガスト
アルバイターの多くが家族を呼び寄
せて生活者となったため、西ドイツ
政府は一時的に滞在し帰国する労働
者の問題ではなく、移民の問題とし
て取り組むことに迫られた。

フランスでは、⼤戦後、領有してい
た植民地において独立の機運が高ま
り、1962 年にはアルジェリアが武力
衝突戦争を経て独立した。その結果、
フランスで生きることを求める⼈々の
流入により、様々な出自を持つ「フラ
ンス⼈」が急増した。「共和国」の理
想をかかげるフランスの事例を用いる
ことで、⼈種や宗教が違う集団の社会
統合政策について述べていく。

第二章では、オーストリアの移民
問題について考察する。オーストリ
アを取り上げる理由は、ハプスブル
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ク帝国がフランツ・ヨーゼフ皇帝の
19 世紀後半から 20 世紀初頭に渡る
長い統治期間において、多民族を内
に抱える巨⼤国家として結局は自壊
するに⾄ったのだが、その後の国家
と国民にかかわる特異性を見ること
によって、ナショナルアイデンティ
ティと移民問題を考察するうえで多
くの⽰唆を得ることができると考え
たからだ。そこで、多民族国家ハプ
スブルク帝国崩壊までの過程を確認
し、一言語一民族の「ドイツ系オー
ス ト リ ア（DeutschÖsterreich）」 と
いう国民国家を作り上げる過程を考
察する。次に、敗戦を機に新たなア
イデンティティを模索する過程をま
とめ、冷戦期には東西の架け橋とい
うアイデンティティを形成したが、
冷戦後に再びアイデンティティを模
索する様子を、連立政権をキーワー
ドに読み解く。経済成長率が伸び悩
んだ時期から右派政党の台頭が⽬立
つことから、経済と移民の受け入れ
の関係も考察する。

第三章では、民族アイデンティティ
を形成する要素としての言語の問題
を取り上げる。

以上の事実確認とそれについての
分析と考察によって、私たちがそれ
ぞれに生きるコミュニティと国家が、
⼈の移動と混交によってもたらされ
る問題にいかに対処してきたか、そ
してこれからどのように対処してい
くのか、私たちのアイデンティティ
についても、SA と派遣留学によって
知ったヨーロッパの具体的事例を取
り上げて、論じることとしたい。

発表者：吉田真結
所属ゼミ：映画研究ゼミ　深谷公

宣教授
タイトル：⽇本におけるバレエダ

ンサーの社会的地位について

発表概要：
本稿は、映画におけるクラシック

バ レ エ ダ ン サ ー（ 以 下 バ レ エ ダ ン
サー）の描かれ⽅について着⽬し、
⽇本でバレエダンサーとして生きる
上での問題点について考察する。

近年⽇本では、デジタル化により
芸術鑑賞の形態が変化しつつある。
音楽や映画、舞台鑑賞はその例であ
る。一⽅で新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）により、バレエダ
ンサーをはじめとしたアーティスト
が公演延期や中止で経済的や精神的
に苦しい状況にある。この状況から、
改めて⽇本におけるバレエダンサー
の社会での位置づけを認識したい。

バレエは中世末期のイタリアで誕
生し、17 世紀にフランスで発展、18
世紀にロシアへ渡り、確立した総合
芸術である。（⼤木　27）バレエの特
徴は 1 つの国で完結した舞踊でなく、
各国の⽂化を交ぜたものである。⽇
本にバレエが導入され発展したのは、
⼤正時代である。戦後、創作舞踊や
モ ダ ン ダ ン ス が 導 入 さ れ、 当 時 の
⼈々は真似することから始めた。（邦　
186、192）その後⽇本でもバレエ団
の創設や海外の講師を招待し、2016
年には約 35 万⼈のバレエ学習者が存
在するが（斉藤 15）、国家からの支
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援は希薄である。
一⽅、バレエ⼤国ロシアでは、20

世紀になると政府がバレエやオペラ
に経済的支援を始め、バレエダンサー
は国家資格を持つ職業へと変化した。

（⼤木　41）ここに⽇本とロシアの相
違点がある。しかしロシアを舞台に
した映画『ボリショイ・バレエ　2 ⼈
のスワン』と⽇本におけるバレエを
モチーフとした映画『ミッドナイト
スワン』では孤独という共通点も見
出すことができる。『ボリショイ・バ
レエ　2 ⼈のスワン』は裕福な少女と
貧しい少女が過酷な練習に耐え、恋
とバレエを競い合う物語だが、常に
孤独と葛藤している。『ミッドナイト
スワン』は虐待やトランスジェンダー
等、少数派にいる 2 ⼈がバレエを通
じて新たな⼈生を生きる物語だが、
まだ自分たちが受け入れられない環
境に孤独を感じる。

2 つの映画はバレエダンサーの踊り
を楽しむものでなく、社会問題やバ
レエダンサーのアイデンティティに
注⽬したものであり、銘々のバレエ
ダンサーの現状を表している。

2 つの映画の比較から、⽇本のバレ
エダンサーの社会的な境遇やアイデ
ンティティの上での孤独という問題
が見えてくる。本稿ではそうした問
題を検証する。

参考⽂献
斉藤慶子著『バレエ⼤国　⽇本の夜

明け　チャイコフスキー記念東京
バ レ エ 学 校 1960 － 1964』,2019,
⽂藝春秋社

⼤木裕子著『ロシアのバレエに関す

る - 考察』,2010, 京都マネジメント・
レビュー

邦正美著「舞踊の⽂化史」,1968, 岩
波新書 ,

舞踊教育研究会編『舞踊学講義』,1991,
⼤修館書店

『ボリショイ・バレエ　2 ⼈のスワン』,
ヴァレーリー・トドロフスキー監
督 ,2017 年

（アット エンタテインメント）
『ミッドナイトスワン』, 内田英治監

督 ,2020 年
（キノフィルムズ）

発表者：米澤優里菜
所属ゼミ：深谷公宣ゼミ
タイトル：19 世紀末～ 20 世紀初

頭のイギリス上流階級に見る「世紀
末の不安」

発表概要：
昨今、イギリス映画界では『ダウ

ントン・アビー』（2019）や『ヴィク
トリア女王　最期の秘密』（2017）が
映画祭において多数の賞を受賞して
おり、19 世紀以降の上流階級をテー
マとした作品は年々注⽬を浴びてい
る。2 作品の時代背景にもなっている
19 世紀末～ 20 世紀初頭は「世紀末の
不安」（以下、世紀末の不安）に駆ら
れていたため社会的に不安定であっ
た。例えばドラキュラやフランケン
シュタインのような怪物がモチーフ
とされる恐怖小説が識字率の上昇と
相まって労働者階級において特に流
行し、ロンドンで切り裂きジャック
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事件が発生したという事実がそうし
た不安を⽰している。このような 19
世紀末の事象に関しては①⼈種退化
の不安（丹治 , 1994）、②外国恐怖症

（丹治 , 1997）による世紀末の不安が
蔓延しており、社会的に不安定だっ
たことが⽂学的な視点から既に論じ
られている。しかしながら、⽂学以
外の視点や、労働者階級だけでなく
上流階級も含めたイギリス特有とも
言える階級制度の全体に注⽬した視
点からの分析は十分にされていない。

上流階級は世紀末の不安を感じて
いなかったのであろうか。上記の映
画には上流階級だけが優雅で気まま
な生活を続けることができるという
印象を持つ⼈も多いが、その印象に
は問題があるのではないか。すなわ
ち王室や上流階級の⼈々も労働者階
級のそれと同じように世紀末の不安
を抱えていた可能性がある。本論⽂
では『ダウントン・アビー』と『ヴィ
クトリア女王　最期の秘密』を分析
し、19 世紀末の⽂学において特に労
働者階級の観点から注⽬された世紀
末の不安が上流階級にも⼤きく影響
を与えていることを⽰す。すなわち、
上流階級の⼈々は表面的には使用⼈
や村民といった労働者と共生してい
こうとしているように見えるが、実
際は不安から身を守るために自らの
地位を維持し、本来の上下関係を保
とうとしていることを明らかにする。

第一章では⽂学における世紀末の
不安と 19 世紀末～ 20 世紀初頭の階
級制度を整理し、本論⽂での定義づ
けをそれぞれ行う。第二章以降は上
記 2 作品の分析を行いながら世紀末

の不安が引き起こした次の 2 つの事
象との関連性を提⽰する。第一に上
流階級に「新しい女」が登場したこと
によって階級差に加えて性差に関す
る不安が生じたこと、第二にヴィクト
リア女王が晩年にインド⼈従者と親
交を深めたため「先祖返り」したこと
で⼈種退化への不安を抱いたことで
ある。以上の点から世紀末の不安が
上流階級にもあったと⽰すと同時に、
世紀末の不安に影響されて登場した
2 つの事象に寄り添いながらも実際は
自身の保身を⽬論んでいたのではな
いかということを明らかにする。

参考⽂献
丹治愛著 （1994）『神を殺した男　ダ

ーウィン革命と世紀末』, 講談社選
書メチエ .

丹治愛著 （1997）『ドラキュラの世紀
末　ヴィクトリア朝外国恐怖症の
⽂化研究』, 東京⼤学出版 .

発表者：劉梓華
所属ゼミ：曽士才
タイトル：現代中国における宗族

の復興と持続性―広東省珠江デルタ
仏山市の一村落の事例から

発表概要：
共通始祖からの⽗系出自によって

形成され、集まり住む集団は「宗族」
と呼ばれる。宗族は中国社会研究に
とって極めて「持続性」の高いテー
マだとされている。宗族研究は二十
世紀前半から始まったが、宗族が中
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国漢族社会を理解する重要なキーコ
ンセプトとなった。戦前、⽇本⼈研
究者は血縁的な紐帯を中心にして形
成された中国社会の「後進性」を論
じた。戦後、アメリカ⼈類学者シュー
は宗族が中国社会にとって本質的な
⽂化要素であると説明したが、イギ
リス⼈類学者フリードマンはそれを
批判し、宗族を対象地域ごとの政治
経済的諸条件と合わせて包括的に見
ていくことの重要性を指摘した。新
中国成立後の宗族衰退の段階におい
ては、中国⼤陸ではもはや宗族は消
滅してしまったとさえ言われた。と
ころが、八〇年代に入り、宗族再生
現象が見られるようになると、⼈類
学者らによる宗族研究が再開するよ
うになり、宗族が復興したといわれ
るようになった。しかし、宗族集団
を経済的に支える族田はなく、祖先
の位牌を祀る祠堂もその機能を変化
させており、先行研究で言われるよ
うな単純な「復興」ではもはやない。

調査対象地である珠江デルタの宗
族⽂化は十五世紀頃に形成されはじ
めた。北⽅から珠江デルタに移住し
てきた⼈々は集団化と正統なアイデ
ンティフィケーションを果たすため
に、宗族⽂化を形成し、発展していっ
た。二〇世紀に入ると、王朝崩壊、
土地改革、社会主義化などによって、
宗族は「封建⽂化」として排撃され
た。七〇年代末、改革開放政策が実
施され、中国⼤陸が再び海外に向け
て開かれると、政府は宗族に対して
依然ネガティブな評価をもっていた
が、活動への統制を次第に緩和し始
めた。地元出身の海外、香港在住者

が地元政府に対し、祠堂や墓の再建、
祖先祭祀の再開を求めるようになっ
たからである。二一世紀に入ると、
宗族が「伝統的な⽂化」として称揚
され、肯定的に評価されるようになっ
た。宗族再生の担い⼿は国内の成功
者や地元政府へと変わった。宗族⽂
化は単なる宗族集団に属する⽂化で
はなく、国家に共有される⽂化になっ
た。

本研究の調査地は珠江デルタの他
の村々と同様に都市化が進む地域で
あるが、「宗族の復興」がみられる。
しかし、諸条件の相違によって、各
宗族なりの⽅式を用いて宗族⽂化を
継承、持続させている。

研究⽬的：
本研究は広東省珠江デルタ仏山市

の一宗族集団、G 氏宗族を中心に、
G 村および周辺の村々も視野に入れ
ながら、珠江デルタの宗族が姿を変
えながらも持続性がみられるという
仮説に基づいて考察する。

研究⽅法：
本研究は、調査地の宗族⽂化の変

遷や現代社会における宗族がいかに
して持続しているかを明らかにする。
研究⽅法は⽂献調査と現地調査を用
い、研究対象とする宗族村落の発展
状況、祠堂の役割、宗族活動、他の
宗族との関係、宗族成員間の関係を
維持する⽅式の変化と宗族の変わら
ぬ機能を明らかにする。

発表者：劉競沢
所属ゼミ：主査：曽士才
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副査：浅川希洋志
タイトル：中国⼈留学生向け進学

塾の実態―留学生の受験を支える
新たなエスニック・ビジネス

発表概要：
1. 研究背景

グローバル化が進む世界では、各
国間のヒト、モノ、情報の流通は⽇々
活発になっている。多数の移民集団
が居住する⽇本も移民の影響によっ
て多⽂化化が進んでいる。⽇本に居
住している外国⼈は 2019 年末の時点
で 365 万を超えている。特に、外国
⼈ニューカマーは 1980 年代以降急増
しており、そのなかで中国⼈は約 3
割と、⼤きな割合を占めている。

1979 年の中国の改革開放政策が実
施された後、留学生として来⽇した⼈
が増えた。中国⼈留学生は⽇本の⼤
学などの教育機関を卒業した後、就
職または経営活動を通じて⽇本に定
住する⼈が多い。しかし、中国⼈留
学生は受験から入学までの間に色々
な問題とぶつかってきた。⼤学入試
前に⽇本語教育機関に通う留学生た
ちには⼤学の入試情報が届かないと
か、⼤学入学までの期間中に⼤学で
の授業に堪えうるだけの教科指導が
不足しているなどの問題があった。
このような⽇本語教育機関で存在す
る問題を解決するため、中国⼈留学
生向けの進学塾が出現した。中国⼈
留学生向け進学塾とは、⽇本におけ
る漢字⽂化圏の留学生に対し、⽇本
の⼤学や⼤学院などの高等教育機関
を受験する際に必要な情報や試験対
策などを提供する教育機構である。

2. 研究⽬的 
中国⼈向けの従来型のエスニック・

ビジネスは飲食店、食材、雑貨から
娯楽、保育園などまでの⽇常生活に
必要な業種が主なものであったが、
本研究では、中国⼈留学生向け進学
塾の起業経緯、業界実態を調査し、
これらの進学塾が中国⼈留学生に対
し、⽇本における受験対策の提供と
進学志望の実現の役割を果たす新た
なエスニック・ビジネスになってい
ることを明らかにしたい。 
3. 研究⽅法

筆者は、⽂献調査に基づき、2020
年 2 ⽉から 2020 年 4 ⽉まで、東京都
新宿区の高田馬場や新⼤久保など進
学塾が集まる駅を中心に、中国⼈留
学生向けの進学塾の地理的分布や経
営状況についてフィールドワークを
実施し、経営者の話を聞いた。そして、
2020 年 7 ⽉から 2020 年 11 ⽉まで、
中国⼈留学生向けの進学塾の在学生
や卒業生を調査対象にし、中国⼈留
学生向けの進学塾が中国⼈留学生の
進学では具体的にどのような役割を
果たしたのかについて彼らの話を聞
いた。
4. 研究結果

筆者の調査によると、2020 年 4 ⽉
末の時点では、東京における中国⼈
留学生向け進学塾は 29 校が存在して
おり、主に新宿区の高田馬場、早稲田、
⼤久保駅に集中している。

進学塾の経営者の話によって、彼
らは元々留学生として来⽇し、受験
の苦しさを体験していたことが分
かった。その後、最初は個⼈指導の
形 で 始 ま り、 学 生 が 増 え る こ と に
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よって進学塾の経営を始めたという
共通点があった。インタビューをし
た留学生の話によると、⽇本の⼤学・
⼤学院を受験する際に、⽇本語学校
が提供しているサービスは進学レベ
ルに達していないなどの問題がある
のに対し、進学塾はこれらの問題に
対して確実に対応していることが分
かった。

発表者：劉欣鈺
所属ゼミ：所属ゼミ：松本ゼミ
指導教授：松本　悟
タイトル：中国の対外研修協力に

関する考察

発表概要：
資源開発やインフラ開発ばかりが

注⽬される中国の対外協力だが、実
は⼈材育成のための研修協力は 1950
年代に始まり約 70 年の歴史がある。
1990 年代以降、⽇本をはじめとする
援助国では研修など職業教育への関
心が低下したが（萱島・黒田 2016）、
中国政府はむしろより重視し、途上
国からの研修生の受け入れ⼈数は増
加した。そこで、本研究はこれまで
あまり⽬を向けられてこなかった中
国の対外協力による研修生受け入れ
の歴史や現状、課題を既存⽂献から
明らかにする。

1950 年 代 か ら 70 年 代 半 ば ま で、
軍事要員と中堅以下の技術者は主な
研修対象だった。被援助国の要請に
基づいた、いわば受動的な傾向があっ
た。一⽅で、植民地支配を受けた国々

への協力を通じて、中国は研修協力
が相⼿国の経済発展や自立にとって
有用だと認識し始めた。こうした認
識は「自力更生」「独立発展」ための
発想として 1964 年 1 ⽉ 15 ⽇に「対
外援助 8 原則」として発表され、中
国の対外協力活動の基本となった。

1978 年から 90 年代前半にかけて、
中国は研修協力を含めた対外協力を
輸出振興、つまり自国の貿易と投資
を推進するための一つの⼿段と考え
始めた。それに呼応して、研修対象
を主に技術者と管理者とし、協力⽅
式も多国間技術協力を加え多様に
なってきた。90 年代後半からは、途
上国の⼈的能力開発のために研修が
必要だという理念が政策の中で正式
に現れてきたことにより、研修の対
象は多様になっていった。受け入れ
⼈数も増え、2009 年までに 12 万⼈
に達したという（周 2013）。

近年、中国政府は研修協力をソフ
トパワーと繋げて考えるようになっ
てきた（⽇本国際問題研究所 2013）。
一⽅で、先行研究では、研修協力に
関する問題も取り上げられるように
なってきた。具体的には、研修生の
ニーズと合致しない授業内容、客観
性に欠ける事業後評価、母国に帰国
した研修生のフローアップ調査の不
足などである。しかし、こうした課
題を解決する具体的な⽅策はほとん
ど論じられていない。

資源開発やインフラ開発だけでな
く、研修協力分野でも途上国支援に
おける中国の存在が高まっている（謝
2013）。そこには、狭い国益優先とい
う中国の援助に対するよくある批判
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だけでは説明できない特徴があるこ
とが本研究で明らかになった。拡⼤
する中国の対外協力の全体像を理解
するためにも、先行研究が指摘して
いる研修協力の課題をどのように乗
り越えるべきかをさらに研究するこ
とには意義がある。

参考⽂献：
谢庆奎（2013）《中国援外培训》北京

⼤学出版社 .
周弘、熊厚（2013）《中国援外 60 年》、

社会科学⽂献出版社 .
⽇本国際問題研究所（2013）『中国の

対外援助』、⽇本経済評論社。
萱島信子・黒田一雄編（2019）『⽇本

の国際教育協力：歴史と展望』、東
⼤出版会。

発表者：六戸亜海
所属ゼミ：林志津江ゼミ
タイトル：⽇本におけるブラック

フェイス－ミュージカルに見る一例
から－

発表概要：
ポップ・カルチャーにおける⼈種

の表象は、近年、ポリティカル・コ
レクトネスの観点からの議論が増え
ている。ミュージカル『ヘアスプレー』
の 2020 年に予定されていた⽇本公
演（新型コロナウイルス流行により
中止）はその事例のひとつとして見
逃せないだろう。トニー賞 8 部門受
賞のブロードウェイミュージカル『ヘ
アスプレー』は、1960 年代アメリカ

のボルチモアを舞台に、ダンスが⼤
好きな主⼈公が⼈種・体型・性別な
どの差別に向き合いながら成長して
いく作品だが、2019 年、本作品の⽇
本公演決定の際は「⽇本⼈が黒⼈役
をどのように演じるか」が話題となっ
た。公式ページに掲載された声明に
よると、「黒塗り」は「敬意を持って
控えめに行われるものだとしても絶
対に許可できないもの」であるとい
う。（注 1）

ブラックフェイスとは、顔を黒く
塗り黒⼈を表現する舞台表現の一⽅
法である。ブラックフェイスは 19 世
紀半ばのアメリカで⼤流行した「ミ
ンストレル・ショウ」と呼ばれる⼤
衆芸能に取り入れられていたことで
知られる。「黒塗り」の白⼈芸⼈が演
じるカリカチュアされた黒⼈キャラ
クターは黒⼈のステレオタイプを生
み、現代にまで残る黒⼈差別の構造
を作り出した。（注 2）そのため現在
の欧米社会では、ブラックフェイス
はとうてい許容されない表象形式で
あると考えられている。
『ヘアスプレー』の制作陣による声

明とは裏腹に、⽇本では依然として
ブラックフェイスが行われている。
だが黒⼈キャラクターを演じる演者
たちの、特に黒塗りメイクに言及す
るインタビュー回答を見る限り、彼
らと⽇本側の制作者たちが差別的意
図をもって「黒塗りメイク」を用い
ているとは考え難く（注 3）、と同時
に、彼らが欧米におけるブラックフェ
イスの歴史を十分理解しているとも
推測し難い。ブラックフェイスとい
う⼈種表象をめぐっては、⽇本と欧
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米では⼤きな理解の差があるようだ。
本研究では、ブラックフェイスの

歴史的背景に触れながらその問題点
を明らかにし、⽇本と欧米の理解の
差が何に起因するのかを考察する。
ま た、 論 の 最 後 で は ポ ッ プ・ カ ル
チャーの作り⼿、受け⼿双⽅の⽂化
への態度について言及しつつ、⽇本
でブラックフェイスへの理解をどの
ように深めていくべきかについて筆
者の見解を⽰す。

【参考⽂献】
（注 1）HUFFPOST「黒⼈のように

肌を塗るメイクは「許可できませ
ん」。」2019 年 11 ⽉ 05 ⽇

 https://www.huffingtonpost.jp/ 
entry/story_jp_5dc120f7e4b0bedb 
2d520d65（2020 年 11 ⽉ 13 ⽇取得）

（注 2） ⼤和田俊之『アメリカ音楽史』
講談社、2011、8 頁　　

（注 3）エンタステージ 森公美子イン
タビュー 2016 年 2 ⽉ 15 ⽇

 https://enterstage.jp/interview/ 
2016/02/004242.html（2020 年 11
⽉ 13 ⽇取得）
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B. ポスター部門

発表者：浅沼みのり
所属ゼミ：輿石ゼミ
タイトル：学校での英語教育にお

ける英詩の有用性

発表概要：
本論で述べたいことは、学校の英

語教育の中に英詩を取り入れること
が英語への理解を高める上で有用で
あるということである。現在、学校
での英語教育の中ではもちろんのこ
と一般的に英語を勉強する上でも英
詩を読む、英詩に触れるということ
に重きが置かれることはない。しか
し、英詩を様々な観点から考察し、
時に⽇本語と比較しながらその特徴
を探ることで、英詩が英語理解につ
ながるということを⽰していく。

英詩を読むことで得られるメリッ
トは三つある。一つ⽬は音の響きや
リズム、アクセントを感覚的に捉え
るが出来ることである。内容を伝え
るということが最重要である散⽂と
異なり、韻⽂はその内容だけでなく
言葉のリズムや響き、その美しさや
心地よさが重要になってくる。つま
り詩にはその言語の音韻の特徴が集
約されていると考えられ、これを学
ぶことで、その言語への理解も高ま
る。そのためここでは英詩を見てい
く中で英語がどのような音韻やリズ
ムの特徴を持っているのか、⽇本の
詩や⽇本語と比べながら述べていく。

二つ⽬は詩から引用された言い回
しへの理解につながるということで
ある。⽇本では詩や童歌などを⽇常

的に読む習慣は失われてしまったが、
イギリスを中心に英語圏では幼少期
にマザー・グースなどの伝承童謡に
触れる機会があることから⽇常会話
の中にそれらの詩から引用された言
い回しがみられる。そういった特殊
な言い回しは辞書に載っていないこ
とがほとんどである。

三つ⽬は英詩が持つ独特の世界観
やユーモアを通して英語圏の⽂化を
感じるということである。ここでは
主にイギリスの伝承童謡であるマ
ザー・グースを取り上げて紹介して
いきたい。

非英語話者が⼤多数であり⽇常的
に詩に触れる機会も多くない私たち
⽇本⼈にとって、英語であり、さら
に詩であるという二重の他者性を
持った英詩が敬遠されるのは無理も
ない話である。しかし、そうしたデ
メリットがある中でもそれを上回る
英詩の有用性があり、なにより音で
感覚的に英語という言語の特徴をつ
かめるという点でにおいては、⽇本
の学校で行われている英語教育に視
覚的教材が多いことや若い年代の音
への感受性と音の再生能力の高さか
ら、学校での英語教育に英詩を取り
入れることは理にかなっていると考
える。

＜主要参考⽂献＞
土居光知『⽇本語の姿』改造社（1943）
平野敬一編『マザー・グースその世界』

すばる書房（1976）
志子田光雄『英詩理解の基礎知識』

金星堂（1980）
井上ひさし『私家版⽇本語⽂法』新
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潮社（1985）
東中稜代・小泉博一編『イギリス詩

を 学 ぶ ⼈ の た め に 』 世 界 思 想 社
（2000）

阿部公彦『英詩のわかり⽅』研究社
（2007）

発表者：池内佳奈、関根朱里、細
田優、眞下藍帆、坂根玲衣、梁雅婷

所属ゼミ：甲ゼミナール
タイトル：他者との関わりの中で

学びを深める教室

発表概要：
・はじめに

本研究は、⼤学での学びの導入部
分に位置づけられるチュートリアル
の授業に着⽬し、教授への質的イン
タビューと学生へのアンケートから
導いたペルソナのデザインをもとに
本講義の授業のデザインおよびその
教室の空間デザインを行う。
・本研究の⽬的

⼤学 4 年間を通じ卒業後にも生か
される自主的な研究と多角的な視野
を身につけた学生を輩出するために、
学術スキルの習得のみに留まらず、
他者との関わりの中で学びを深める
チュートリアルとその教室空間を提
案する。
・研究⽅法

教授への質的インタビューを行い、
チュートリアル講義の現状と到達⽬
標を調査した上で、本学国際⽂化学
部の学部生全学年を対象にアンケー
ト調査を実施した。これらをもとに

複数⼈のペルソナデザインを作成し、
授業と教室の空間デザインを行い、
模型を製作する。
・調査と分析

教授への質的インタビューの結果、
本講義は興味や意欲の異なる学生が
集まる必修授業であるため、これら
の学生の参加度と授業の難易度など
のバランスを考慮しつつ学術スキル
を教えている現状が明らかになった。
また、学生へのアンケートの結果、
多くの学生が「本講義での学びがそ
の後の授業に十分に活かされていな
いと感じている」ということが明ら
かになり、あらゆる学生が基礎的な
学術スキルを習得することに重点を
おいている現状が、他の専門科⽬の
授業に比べ講義終了後に知識の習得
の実感が得られにくいという点につ
ながっていると考えた。

また、久保田（2012: 7-8）によると、
従来の⼤学の役割は、「研究」が第一
であり教授から学生に知識を「教育」
し、その知識を身につけた卒業生を
輩出することが「社会貢献」であっ
た。一⽅で、新しく求められる⼤学
の役割は「研究」「教育」「社会貢献」
の三つの役割が一体化し、専門家と
ともに非専門家である市民や学生が
参加し問題解決に向けた実践的な学
びが求められるという。［1］このことか
ら、⼤学では学術スキルを用いた研
究のみならず、多様な学生や教授と
の意見の交流を通じ行う主体的な学
びも同様に重要であると考えた。
・製作

本研究は新たなチュートリアルと
して学術スキルの習得のみではなく、
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「各教授の専門分野に触れることを通
じ多様な価値観を持つ他者と意見を
交わしながら、一つの成果物を作り
上げる授業」を考案する。また、講義・
グループワーク・発表などの複数の
授業形式を一回の講義内で柔軟に行
えるようにすることで学生同士の交
流とその中での研究の実践を十分に
確保することを⽬指す。そして、グ
ループワークに適した活発に意見が
飛び交う空間と講義の際に話し⼿に
注⽬を集めやすい空間および授業後
に学生同士の交流が生み出せる教室
空間を考案する。

・参考⽂献
［1］ 久保田賢一・岸磨貴子（2012）『⼤

学教育をデザインするー構成主義
に基づいた教育実践』、晃洋書房、p. 
7-8

発表者：李寿英
所属ゼミ：輿石ゼミ
タイトル：English Keigo を考える

発表概要：
本論では、⽇本語の敬語のような

敬意表現に対する明確な⽂法体系が
ない英語において、どのような場合
に、そしてどの程度リスペクトとい
うものが現れるかを考察する。

まず初めに、英語には明確にリス
ペクトが存在するということを前提
としておく。その上で⽇本と英語を
比較したとき、⽇本語の敬語は相⼿
を重んじるため、相⼿に合わせる、

自分がどう思われるか、ということ
を⽇本⼈は意識する。それに比べて
英語の場合は、敬意を表現すること
は自分をどう思わせるかということ
であり、それによって自分の品格を
上げるという作用がみられる。つま
りこの両者の違いは受動的な敬語、
能動的な敬語であると主張する。

英語の敬語というものは様々な要
素により成り立っていくが、それら
を 統 合 し て い く と、 英 語 の 敬 語 は

「Politeness（丁寧さ）」と表現できる。
ではその Politeness が作用する状況
を考えると、例えばビジネスの場で
ある。店員と客のような関係だ。も
ちろんかなりフレンドリーに振舞う
店員もいるが、それを⽰された場合、
明らかに店員の品格は上がる。そし
て反対に Politeness が起こりにくい
状況は、先輩と後輩や上司と部下と
いった関係である。縦関係という意
味での Politeness はあまり英語では
見られないようだ。

続いてどの程度 Politeness が現れ
るかということを考察すると、英語
では敬語という⽂法体系がない分
様々なテクニックを駆使してそれを
調節し、表現できると思われる。そ
れは主に話し言葉において成せる技
であり、アカデミックな場などで使
われる書き言葉においては、より型
というものが決まっているためかな
り堅いフォーマルな表現となる。

以上のような側面が英語に現れる
Politeness である。本論の私の主張は、
英語の敬語というものは Politeness
であり、主体的な表現⽅法であると
いうことであった。今回はあまり触
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れなかったが、今後は英語における
具体的な敬意表現というものをまた
の機会に考察したい。

以下参考⽂献
・井出祥子（代表）（1986） 『⽇本⼈

とアメリカ⼈の敬語行動 - ⼤学生
の場合 -』初版，南雲堂

・井上忠雄（1999）,『敬語はこわく
ない』, 講談社現代新書

・佐々木瑞枝（1994）,『外国語とし
ての⽇本語』, 講談社現代新書

・ デ イ ビ ッ ト・ セ イ ン ＆ 佐 藤 淳 子
（2018）『敬語の英語』,

 ジャパンタイムズ
・マヤ・バーダマン 監修＝ジェーム

ズ・M・バーダマン（2018）,
 『英語の気配り：マネしたい「マ

ナー」と「話し⽅」』, 朝⽇新聞出
版

・林カオリ ,KotsuKotsu,『「英語に敬
語はない」は⼤きな誤解？時と場合
で使い分けたい英語の丁寧表現』,

 https ://www.nichibeie igo. jp/
k o t s u k o t s u / b u s i n e s s / 2 2 3 6 / 

（2020/11/11）

発表者：⼤嶋良明
所属ゼミ：
タイトル：Hammond Solovox の音

源機構の検討

発表概要：
本研究では Hammond 社が制作し

た 電 子 オ ル ガ ン Solovox に 着 ⽬ し、
その音源機構と周辺回路の構成原理

について⽂献調査および回路シミュ
レーション等での検討結果を報告し
考察する。Hammond 社が開発製造
した電子オルガン製品群のうち、世
に知られているのは B3, C3 に代表さ
れるコンソールタイプの Tone Wheel
オルガンを呼ばれるものであるが、
同社はこれらの製品とは別に真空管
⽅式による発振器音源と分周回路、
フィルターネットワークにより構成
さ れ る、 い わ ゆ る Vacuum Tube オ
ルガン（以下 VT オルガンと略す）
も 世 に 出 し て い る 事 は、 あ ま り 知
られていない。VT オルガン製品は
Novachord、Solovox、RT の ペ ダ ル
ユニット、S シリーズなどがあり、こ
れらは 1940 年代から 1960 年代中盤
にかけて製造されている。本研究で
はこのうち特に Solovox に注⽬して
その動作原理を分析検討する。

Hammond Solovox に は 年 代 別 に
Model-J, K, L と 3 種類が知られてい
る。⼤まかな回路原理は共通してお
り、 真 空 管 に よ る Tuned Oscillator
で 構 成 さ れ た Top Octave Oscillator
が生成する矩形波状の音源波形を整
流検波してパルス状の波形信号を得
たものを順次フリップフロップ回路
により分周して Soprano, Contralto, 
Tenor, Bass 音域の音源信号を生成し
ている。これらの音源信号は適宜フィ
ルタ回路網により低域通過され、オ
ルガン楽器のストップに類似したス
イッチ機構により音色形成され増幅
ののちスピーカーから音響出力され
る。

発振器となる真空管には Model-J, 
K には 5 極管 1 本が使用されている
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が、後期モデルの Model-L では 3 極
管 2 本によるグリッド正帰還が構成
さ れ て い る。 ま た Model-J, K に お
いては発振周波数を決定する Tuned 
Oscillator はコンデンサと抵抗による
共振回路であるが、Model-L におい
てはコイルと抵抗による共振回路と
なっており、チューニングの安定性、
経時変化に対する耐性、回路構成部
品の小型化などが実現され⼤きな改
良の跡が見られる。

分周回路の各段は真空管 3 本から
なるドライバ回路とフリップフロッ
プ回路で構成されており、中増幅度

（medium-mu）の管により入力周波
数の領域で安定に動作するように各
部の定数が調整されている。これら
分周回路の各段で周波数を 1/2 にす
ることで 1 オクターブ下の音域を作
り出している。

音色の形成については 4 声音源の
各要素の基本波形が矩形波、すなわ
ち奇数次高調波のみによって構成さ
れることに着⽬し、隣り合う声域同
士での高調波関係が奇数次、偶数次
で入れ替わることを巧みに利用した
倍音構成の変化で音色のバラエティ
を醸成する工夫が施されている。

これらの音源回路の出力はいずれ
も矩形波であることより、奇数次高
調波による聴感を補正する⽬的で低
域フィルタ網により信号波形は整形
されて出力されるが、これらの低域
フィルタはコンデンサと抵抗を従属
接続した 4 次の低域フィルタである。

以上が Hammond Solovox の概要で
あるが、このうち特に Modek-L につ
いてはビブラート回路を除いて Tone 

Wheel 型 の Hammond RT の Pedal 
Solo Unit の内部音源回路と基本的に
は同一であることが知られており、
VT オルガンで最も成功した回路原理
ということができよう。

発表者：河合翼、富岡雄介、髙橋
彩和、林辰哉、岡島史門

所属ゼミ：重定ゼミ
タイトル：経路探索アルゴリズム
データベースと連携した SNS

発表概要：
・ダイクストラ法を用いた経路探索

出発地点から到着地点への行き⽅
が複数存在する場合、どのような経
路を辿れば最短時間で到着するか？
この最短経路問題は例えば、ダイク
ストラのアルゴリズムによって解決
されている。そして、最短経路問題
は「ナビタイム」や「Google Maps」、

「駅探」などの経路探索サービスに応
用されている。アルゴリズムとは問
題を解決するための⼿順や計算⽅法
のことである。

今回は実在する電車の駅のデータ
を基に簡易的な経路探索プログラム
を実装した。作成したプログラムで
は、ある A 駅から B 駅への複数存在
する経路の中から、最短時間、加えて、
その経路を探索・表⽰を可能にして
いる。実装に用いたプログラミング
言語は JavaScript、PHP、SQL である。

今回の発表では、作成したプログ
ラムを用いて、その中で経路探索ア
ルゴリズムとして用いられているダ

国際⽂化情報学会　2020

56



イクストラ法、そして、それを可能
にするデータ構造を考察したい。
・サーバーサイド言語、PHP を用い

た SNS 開発
Facebook や Twitter をはじめとし

た SNS は今や私たちの生活から切っ
ても切り離すことのできない必要不
可欠な存在となった。膨⼤な情報が
毎⽇飛び交うインターネット、これ
らはどのように管理され、どのよう
にして構築されているのだろうか？

私たちは SNS の開発と題してまず
簡易的な掲⽰板（名前や発言を投稿
し、それを表⽰するもの）の作成に
取り掛かった。そこに一般的な SNS
にもある「いいね」の表⽰や投稿時
間の表⽰、その他デザインなどのア
イデアを入れ少しずつ私たちのよく
知る SNS の形に近づけていった。投
稿内容は全てデータベース化し、管
理した。

今回の発表では我々が普段何気な
く使っている SNS がどのようにして
できているのかを実際に作成してみ
てその仕組みや感じたことを考察し
ていきたい。

発表者：髙橋航平、後藤一樹
所属ゼミ：重定ゼミ
タイトル：・深層強化学習を用い

たゲーム AI の実装（髙橋）
・絶対卒業するマン （後藤）

発表概要：
・「深層強化学習を用いたゲーム AI

の実装」（髙橋）

昨年度に引き続き、「オセロゲー
ム（リバーシ）」の⼈工知能（AI）に
関する発表を行います。昨年度の国
際⽂化情報学会では「コンピュータ
オセロにおける探索・推論アルゴリ
ズム」をテーマにして、「探索アルゴ
リズム」と「評価関数」を用いて最
善⼿を推論する⽅法についての発表
を行いました。この⽅法でも、ある
程度強い AI を作ることは可能でし
たが、問題点もありました。昨年度
の⽅法では、コンピュータは決めら
れた⼿順に基づいて数⼿先を予測し、
その結果から最善⼿を推論していま
した。この⽅法では、「探索深さ（何
⼿先まで予測するか）」や「評価関数

（ある局面が自分にとってどのくらい
有利であるのかを⽰す指標）」などの
情報を、⼈間が指定する必要があり
ます。そして、この AI の強さは、以
上のような⼈間が指定した要素に⼤
きく依存してしまいます。また、自
分の番が来るたびに数⼿先を予測す
る処理を実行するため、指定した探
索深さによっては最善⼿を求めるま
でに時間がかかってしまうことも問
題点として挙げられます。

これらの問題点を踏まえて、本年
度は「深層強化学習」という⼿法を
用いた AI の実装を行いました。深
層強化学習では、AI は過去の対戦結
果を学習し、その情報をもとに最善
⼿の推論を行います。そのため、毎
回の局面で数⼿先を探索する必要は
なく、⼈間が評価関数などを指定す
る必要もありません。一⽅で、事前
に十分な学習をしておく必要がある
ため、⼤量の対戦結果と長い時間が
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必要になってしまう弱点もあります。
今回の発表では、実際に私が実装し
た深層強化学習のアルゴリズムを紹
介するとともに、

その強みや弱みについて考察した
いと思います。

・「絶対卒業するマン」（後藤）
自分が欲しいツール、卒業要綱と

取得単位の比較計算ツールです。卒
業要綱と取得単位の照合は既存の成
績表では分かりにくく、自分を含む
多くの学生が⼿作業で計算していま
す。実際に法⼤生 41 ⼈にアンケート
を取ったところ、面倒と感じる履修登
録作業は卒業要綱との照合と 25 ⼈が
回答しています。また、33 ⼈が既存
の成績表は見にくいと答えています。
履修ミスで留年した知り合いがいる
と答えた⼈は 10 ⼈もいて、⼿作業に
よる計算ミスが起こっていることが
明白です。履修ミスによる留年で起こ
る内定取り消しなどの問題解決に繋
がります。履修登録関する学部窓口
での相談経験者は 10 ⼈でしたが、ツー
ルが完成すれば件数が減り、窓口の
作業を減らせます。そして、登校で
きない可能性が残る来年の入学生へ
の負担も減らせます。全学年に快適
な履修登録ライフを提案したいです。

発表者：小林恵梨奈
所属ゼミ：輿石ゼミ
タイトル：言語相対論に関する考

察　- 言語は、世界を知覚し、世界に
ついて考えるやり⽅に影響を与える

のか

発表概要：
本発表は言語相対論、所謂サピア・

ウォーフの仮説について取り扱った
ものである。言語相対論とは 1920 年
代から 40 年代にかけてアメリカの言
語学者エドワード・サピアとベンジャ
ミン・リー・ウォーフが著した、言
語・思考・実在に関しての記述を直
接の起源とするもので、我々の母語
は、私たちが世界を知覚し、世界に
ついて考えるやり⽅に影響を与える
と主張する仮説である。本発表では、
サピアとウォーフの北米先住民の言
語に関する観察とその主張、そして
言語相対論に対する反対意見を考察
する。

サピアが観察した言語の中に、バ
ンクーバー島のヌートカ語がある。
この言語には、石という特定の対象
物の動きを表現する動詞が存在して
おり、英語のように石という対象物
と落ちるなどの動作を分けて表現し
ない。つまり、動詞と名詞が一体化
しているのである。サピアはこのよ
うな観察から、英語では別個の単語
として分かれているものが、ある言
語では一体化しており、それによっ
て知覚の仕⽅も異なってくると主張
した。

ウォーフはアメリカ・アリゾナ州
北東部の原住民である、ホピ族の言
語の研究を行い、特にホピ語と英語
の時間の概念に対する考え⽅の違い
を調査した。ウォーフは、ホピ語で
は英語のように動詞の時制を使って
時間を表現するということをしない
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ことを発見し、ホピ語では時間を線
状化し概念化できないのではないか、
つまりホピ語には時間に言及する⼿
段がないのではないかと主張した。

サピアとウォーフは先住民族の言
語に関するこのような観察から、あ
る⼈が話す言語がその⼈が世界を知
覚するやり⽅に影響すると主張した。
しかし、これらの観察を疑問視する
声も多い。ホピ族の時間概念に関す
る 研 究 に お い て は、1983 年 に エ ッ
ケハート・マロトキによってホピ語
にも多くの時間表現が存在すること
が記述されている。またホピ族で時
間をどう範疇化するのかについての
ウォーフの分析に意を唱える声もあ
り、彼自身がホピ族の言語の⽂法構
造の理解に基づいて、その⽂化につ
いて考えたことを投影しているに過
ぎないと批判する研究者もいる。

先 住 民 族 の 言 語 に 関 す る 観 察 の
データ収集には疑問の余地が多く
残っており、そのデータから導かれ
る結論も同様である。必ずしも言語
相対論は間違っているというわけで
はないが、その正当性を主張するに
はより強力な証拠が必要とされてい
る。言語によって習慣的にどんな情
報について考えることを強いるかが
異なるゆえ、母語が思考と知覚に与
える⽂化は僅かかもしれないが存在
しうるものの、その程度を明確に突
き止めることは難しい。この分野に
おける今後の展開を待ちたい。

［参考⽂献 : ガイ・ドッチャー（椋田
直子 訳）, 言語が違えば、世界も違っ
て見えるわけ , インターシフト ,2012/ 

The Ohio University Department of 
Linguistics （ed.） Language Files 12. 
Columbus, OH: The Ohio University 
Press./ エドワード・サピア（安藤貞
雄 訳）, 言語　言葉の研究序説 , 岩波
書店 ,1998］

発表者：小森美伊
所属ゼミ：中山寛子ゼミ（今泉裕

美子ゼミ）
タイトル：コロナ禍における外国

⼈への対応
―藤沢市へのインタビューを通し

て―

発表概要：
本研究では、コロナ禍と呼ばれる

状況で浮かび上がってきた、⽇本に
住む外国⼈が直面している問題点を

「外国⼈労働者」、「外国⼈への差別」、
「地⽅自治体の対応」の三つに分類し、
新聞記事、神奈川県藤沢市役所への
インタビューをもとに、最終的に多
⽂化共生に近づくために何が必要か
を明らかにする。

現在、世界中で猛威を振るってい
る新型コロナウイルスは、⽇本にも
⼤きな被害を与え、そこから⽇本に
住む外国⼈の⽇々の生活を脅かすよ
うな問題を引き起こしている。しか
し、それ以前から⽇本に住む外国⼈
は、様々な不自由を抱えていた。新
型コロナウイルスは、それらをより
鮮明にし、様々な問題を浮き彫りに
させた。現在、多⽂化共生という言
葉は一般的なものとなっており、総
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務省によると「国籍や民族などの異
なる⼈々が、互いの⽂化的違いを認
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」（「多⽂化共生の推
進に関する研究会　報告書　～地域
における多⽂化共生の推進に向けて
～」2006 年 3 ⽉ ） と 定 義 さ れ て い
る。しかし、実際に⽇本社会はその
ような多⽂化共生に近づけているの
だろうか。このような非常事態にこ
そ、マイノリティである外国⼈が差
別などの不当な扱いを受けることな
く、マジョリティである⽇本⼈と同
様のサービスを享受する生活を送れ
ることが、多⽂化共生に近づくとい
えるのではないだろうか。本報告で
は以下の三つの事例から、それらに
ついて考える。

一つ⽬の外国⼈労働者の事例では、
主に技能実習生などの外国⼈労働者
が、コロナ禍と呼ばれる中でどのよ
うな状況に置かれているか、どのよ
うな問題点があるのかを、いくつか
の具体例に分けて紹介する。それら
をふまえ、どのような課題が浮き彫
りになったのかをみる。

二つ⽬の差別の事例では、新型コ
ロナウイルスに関連して実際に起き
た差別の事例を、「政府の差別的な運
用の事例」と「一般市民による差別
的な発言の事例」に分類して紹介し、
それらの差別が起きてしまった原因
と対応策を分析する。

最後の地⽅自治体の対応の事例で
は、実際に地⽅自治体、その他 NPO
法⼈などの支援機関にどのような相
談が寄せられているのかを紹介する。

また、今回の研究にあたって、地⽅
自治体の対応をより詳しく調べるた
め、神奈川県藤沢市の担当者に実際
にどのような相談が外国⼈住民から
寄せられたのかについてのインタ
ビューを行った。これらの結果をも
とに、地⽅自治体が抱える課題と対
応策について明らかにする。

以上三つの事例から、⽇本の政府、
市民、地⽅自治体それぞれが抱えて
いる課題を整理する。それらをふま
え、上記の総務省による多⽂化共生
の定義をもとに、多⽂化共生に近づ
くためには、ホスト社会である⽇本
社会の⼈々に、どのような意識が必
要であるかを考察する。

発表者：佐藤匠、山元結子、佐田
蓮華、佐々木集都、川口ひろの、正
岡由衣、阿部桃子、阿部夏樹、斉城
七柚

所属ゼミ：衣笠ゼミ
タイトル：これからの⼤学ミスコ

ンのあり⽅

発表概要：
『動機』
私たちは法政⼤学が 2019 年 11 ⽉

29 ⽇に掲載した「ミス・ミスターコ
ンテスト」についての声明を読んで、
法政⼤学だけでなく他⼤学で行われ
ているミス / ミスターコンテストも
⼤学の存在意義と矛盾していること
に気づいた。その矛盾点を声明から
引用して説明すると、「多様な⼈格へ
の敬意」を行う場所である⼤学で、
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主観に基づいて⼈を順位付けするこ
とは容認される行為ではないという
ことである。そのような矛盾点があ
る中で、現在⼤学の催しとしてのミ
ス / ミスターコンテストが容認され
続けて良いのかを探りたいと考えた。
『⽬的』
このポスターをみた⽅に、現在色々

な⼤学で行われているミス / ミスター
コンテストがなぜ批判されているの
かを知ってもらい、今後のミス / ミ
スターコンテストのあり⽅について
考えるきっかけの場を設ける。
『発表内容』
私たちは「これからの⼤学ミス /

ミスターコンテストのあり⽅」を問
い直し、「ルッキズムを理由に批判さ
れたことで⼤学ミス / ミスターコン
テストは変化してきているが、結局
はルッキズム（外見による評価や美
の画一化）に基づいた順位付けが行
われているのではないか？」という
仮説をもとに研究を進めていく。
第一章： 問いと仮説、研究動機につい

て述べ、研究の⽅針を定める。
第二章： ミス / ミスターコンテスト

の歴史的背景や運営⽅法の
説明

第三章： ルッキズム（外見⾄上主義）
の説明とその問題点を明ら
かにする。

第四章： ルッキズムと⼤学の存在意
義から現在行われているミ
スコンについて良い点、改
善点を明記して分析する。

最終章：本研究のまとめ 
『意義』
時代の流れとともに、⼈々の価値

観が変わっていく中で「ルッキズム」
という新たな概念が生まれたことに
より、新たな問題に気づくようになっ
た。ポスト・ミス / ミスターコンテ
ストの時代に差し掛かっている今、
ミス / ミスターコンテストについて
再度考察することはルッキズムに悩
んでいる⼈や無意識に悩ませている
⼈に考える場や気づきを与えるきっ
かけになりうる。

発表者：新川亮
所属ゼミ：⼤嶋ゼミ
タイトル：スマートフォン加速度

センサー情報を用いた音響効果のリ
アルタイム制御の検討

発表概要：
われわれは映像や音響を中心にメ

ディアアート作品の制作および関連
技術の研究を行っており、映像音響
表現のためのデバイスの自作やソフ
トウェアの実装、モノづくりなど活
動範囲は多岐にわたっている。

本研究ではスマートフォンの加速
度センサーと Pure Data を用いて、
ドラムマシンとピアノサンプラー音
源に対する直感的な音響変化の組み
合わせを⽬指す。検証にはスマート
フォンのアプリケーションの Touch 
OSC と、そこから送られる指⽰や値
を音響合成するのに Pure Data を用
いた。

Pure Data とは GUI（Graphical 
User Interface）を用いてプログラム
を制作できるビジュアルプログラミ
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ング言語の一種であり、直感的・視
覚的な音響製作が可能となっている。
これを遠隔制御する Touch OSC はス
マートフォンやタブレット上で Open 
Sound Protocol と呼ばれる通信プロ
トコル（以下 OSC）による制御情報
を送出できるコントローラーアプリ
ケーションである。スマートフォン
と PC は無線 LAN で相互に接続して
おりアプリケーション間は OSC プロ
トコルで連携している。

本研究の実施例ではスマートフォ
ンの画面をタッチ操作することでド
ラムマシンの自動演奏やピアノのサ
ンプル音源の演奏を実現し、同時に
スマートフォンの傾きに連動して得
られる加速度センサー情報を利用し
てリアルタイムで音色を変化させて
いる。具体的にはスマートフォンを
振ったり傾けたりすることで、その
動作に合わせて音にビブラートをか
けたりワウワウ効果をつけたりする
ことができるようになっている。

Touch OSC から Pure Data に送ら
れてくる情報には、画面上に配置し
たボタンスイッチ、スライダー、ジョ
グダイヤルなどに操作者が指で触れ
た事象に対応して送出される制御情
報とスマートフォンを傾けた時の X
軸、Y 軸、Z 軸⽅向の加速度センサー
の検出値を連続的に送出する数値
データとがあり、前者を演奏の制御
やエフェクトの切り替え等に、後者
をインタラクティブなエフェクトの
制御に利用している。受信したこれ
らのその値や指⽰に基づいて演奏状
態や音色を変化させるのが Pure Data 
プログラムの役割となっている。ま

た、より微細なコントロールに加速
度センサーを使用することは不向き
であるため、スマートフォンの画面
を 操 作 す る こ と で も Pure Data の 
GUI をさらに細かく操作している。

今回は Touch OSC と Pure Data を
用いて直感的な音響信号の変化と、
細かいタッチ操作によるドラムマシ
ンの演奏の組み合わせをワイヤレス
で、かつスマートフォン一つで制御
している。実際にスマートフォンを
振ることで、音を揺らしているかの
ような音響の変化を楽しめることが
本作品の利点であり、加速度センサー
の数値データの変化を効果的に表現
するエフェクトとして、ビブラート
やワウワウなどを複数実装したこと
が検討内容の主眼である。

参考⽂献・参照資料
●美山千香士： ” Pure Data チュート

リアル & リファレンス”（2013）．
●Miller Puckette：” The Theory 

and  Technique  o f  E lec t ron ic 
Music”, World Scientific Publishing 
Company（2007）.

●M a t t h e w  W r i g h t 、 A d r i a n 
Freed：” Open Sound Control: A 
New Protocol for Communicating 
w i t h  S o u n d  S y n t h e s i z e r s ”, 
International Computer Music 
Association（1997）.

●Touch OSC（2008）、（https://
hexler.net/products/touchosc） 最新
アクセス⽇ 2020/11/18

●魔王魂（https://maoudamashii.
jokersounds.com） 最新アクセス⽇ 
2020/11/18
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発表者：中山翔太
所属ゼミ：輿石ゼミ
タイトル：英語はなぜ SOV 型の言

語から SVO 型の言語へと変化したの
か

発表概要：
本論の⽬的は、英語は話題化とい

う観点で SVO の⽅が解釈が多義的に
ならず効率的であったため、SOV か
ら徐々に SVO の言語へと遂げたとい
うことである。古英語期以降に英語
が SVO 型の言語へと変化していっ
たのは、歴史的な外的要因もあるが、
英語の内部に要因があったためだと
考える。

初 め に、SOV 中 心 で あ っ た 古 英
語 の 特 徴 に つ い て 見 て い く。Fries

（1940） が ‘In Old English, however, 
the  order  of  the  words  in  such 
sentences has no bearing whatever 
upon the grammatical relation.’ と述
べているように古英語は語順が自由
であり、名詞、動詞などが⽂中での
役割に応じて語尾を変化させる語尾
屈折という⼿段によって⽂法関係が
判断されていた。本発表では、まず
古英語期の男性名詞 bridegroom の屈
折表を例に上げて説明する。古英語
は主格、属格、与格、対格の 4 つの
格を持つが、主格の場合 brydguma
と語尾が屈折し、⽬的語にあたる対
格では brydguman と語尾が屈折する。
つまり、名詞を屈折させ語形に変化
を加えることで、主語か⽬的語を判
断することができた。ただ、単数、

複数主格対格共に同じ屈折で同形に
なる名詞もあったため、その場合は
名詞の前に付く指⽰代名詞との性、
格、数の一致により、主語⽬的語を
判断していた。つまり、名詞が同形
でも指⽰代名詞の違いで比較的⽂法
関係を決定できた。しかし、指⽰代
名詞の機能が発達していなかっため、
名詞単独になることも多く、主語⽬
的語を判断できないという問題が起
きた。また、語尾が水平化し、屈折
により⽂法関係が判断できなくなっ
ていった。これらの問題があり、⽂
法関係を判断するため語順を固定す
る必要が生まれた。

この理由から、英語は古英語期以
降に SOV から徐々に SVO の言語へ
と固定されていった。なぜその中で
も SVO に固定されたのかについては
話題化という観点で SVO の⽅が効率
的であるため、SVO の語順が採用さ
れていったと主張する。本発表では
Mary loves John という例⽂を話題化
して説明する。話題化とは、⽂の一
部の語句を話題として⽂の先頭に確
立させる語法である。最初に英語が
SOV の言語と仮定すると John Mary 
loves となる。この場合、話題化され
ているため OSV という解釈を取るこ
とができるが、一⽅で想定していた
のは SOV 型の言語であることから話
題化された⽂も SOV として解釈され
る可能性がある。話題化された⽂が
SOV として解釈される場合、ジョン
がメアリーを愛しているという訳に
なり意味が逆になってしまう。

次に英語が SVO の言語だと仮定
する。この場合話題化すると、John 
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Mary loves となる。SVO の⽂の⽬的
語 John を話題化していることによ
り、OSV の 語 順 に な る。 こ こ で は
SVO の言語と仮定していることから、
⽬的語 John が話題化された⽂である
と解釈することができる。

上記の 2 点を比較すると、英語が
SOV 型だと、話題化の場合解釈が多
義的になるのに比べ、英語が SVO 型
の言語だとすると多義的にならない
ことから、解釈に負担が掛からず効
率的であると言える。つまり、英語
が SOV 中心の言語から SVO 中心の
言語に変化したのは、話題化を通じ
て見た時に SVO 型の⽅が効率的で
あったためと主張する。

発表者：羽毛田元
所属ゼミ：輿石ゼミ
タイトル：中学校英語教育におけ

る反転授業の活用

発表概要：
本発表において，発表者は，中学

校での英語の授業に反転授業を導入
すべきであると主張したい．反転授
業とは，従来の授業形式における授
業と宿題の役割を反転させる，つま
り知識の理解を図る学習を講義動画
の視聴などの形で宿題として事前に
行い，授業ではその定着や応用力育
成のための学習活動を行う授業形式
をいう． 

中学校は英語学習において，小学
校での「話す」「聞く」中心の英語か
ら，本格的に「読む」「書く」も含め

た英語への転換期にあたる．この時
期には，⽂法の要素も多くなるため，
英語学習の難易度が上がる．このよ
うな変化は，学習者の動機付けにも
影響を与える．Osterman（2014）の
指摘のように，多くの⽇本⼈英語学
習者が⽂法学習をつまらないと考え，
さらには必要ないと捉えている．そ
の結果，中学校は，学習者の動機付
けが低下する期間であるといえる．
このような転換期には，英語の学習
効果を高めるための授業の改善が望
まれるところである．

反転授業は，このような転換期に
英語の学習効果を高めることが期待
できる．利点として，形式と内容の
バランスを取りやすいこと，そして
学習者の動機付けへの効果があると
発表者は主張したい．反転授業では
予習で講義，つまり形式の部分を補
いつつ，授業では内容を重視したコ
ミュニカティブな活動を取り入れる
ことができる．これにより⽂法面な
どの形式とコミュニケーションの内
容のバランスが取れるため，学習者
は自らの動機付けを維持しやすい．
一見無味乾燥な⽂法学習だけではな
く，会話活動などを授業で行える余
地があれば，楽しく学習できると考
えられる．この他の利点についても
発表では言及する．

反転授業を中学校でするには，⑴
生徒の予習に対する責任の重さ，⑵
教師の授業設計の技量・負担，⑶学
習環境の整備の必要性の三点が課題
だと思われるが，特に⑶は，講義動
画の視聴を必要とする場合には⼤き
な問題となる．
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上記のような課題はあるが，それ
でも発表者は，主に動機付けの観点
から，中学校の英語の授業で反転授
業の導入によって課題を補って余る
べき効果が得られると考える．新型
感染症の流行による映像授業の普及，
⽂部科学省の「GIGA スクール構想」
といった現在の社会状況は，反転授
業を導入するにあたっての敷居を低
くするものであるため，今がその好
機であると考える．さらなる研究や，
反転授業を効果的に行える教師の育
成，反転授業のノウハウの共有など，
今後の動向に期待したい．

主要参考⽂献
Bergmann, J., & Sams, A. （2012）. 

Flip your classroom: Reach every 
student in every class every day. 
International society for technology 
in education.（ 上 原 裕 美 子（ 訳 ）. 
2014. 『反転授業 : 基本を宿題で学
んでから、授業で応用力を身につ
ける』．東京：オデッセイコミュニ
ケーションズ．）

Osterman, G. L. （2014）. ‘Experiences 
of Japanese university students’ 
willingness to speak English in 
c lass :  A mult iple  case study’. 
SAGE Open,  4（3）, ［https://
journals.sagepub.com/doi/10.1177 
/2158244014543779. doi:10.1177/ 
2158244014543779, 11 ⽉ 18 ⽇ ア
クセス］

重田勝介 . （2014）. 反転授業 ICT に
よる教育改革の進展 . 『情報管理』, 
56（10）, 677-684.

発表者：小林可奈、栗城七奈、鳥
越菜⽉、山本優那、高継嘉、村井友哉、
高倉妃生、瀧川俊介、西川綾、野原
滉太、長谷川雄⼤

所属ゼミ：衣笠ゼミ
タイトル：⽇本における職業とルッ

キズムの関係性

発表概要：
『動機』
現在、ミスコンの多様化や履歴書

の顔欄の削除を求める運動など、外
見的な美醜を重視して⼈を評価する
“ルッキズム” が⼤きな問題になっ
ている。そのため本発表では、⼤学
三年生から本格的に始まった就活を
ルッキズムの観点からとらえ、顔採
用という事象に⽬を向けた。そのな
かで、多くのゼミ生が「CA や受付嬢
などの特定の職業は、容姿が良くな
いと入れない」といった偏見やステ
レオタイプが当然になっている現状
に対して、おかしいと感じるととも
に、「そもそもこのような偏見は、私
たち自身で作ったものではないか」
という疑問を抱いた。そこで、この
ような特定の職業についての見⽅を
生み出す要因（顧客＝消費者のニー
ズやイメージ・固定観念・ステレオ
タイプ、メディア）を、「社会」と
いう言葉でまとめるとともに、「⽇
本ではなりたい職業の選択肢が社会
によって制限されているのではない
か？」という問いを立てた。そして「制
限する要素を作り出しているのは私
たち自身なのではないか？」という

国際⽂化情報学会　2020

65



仮説を立て、研究しようと考えた。
『⽬的』
ポスター発表の観覧者に「顔採用」

の現状を深く理解してもらうととも
に、発表を通して、 “顔採用” や “ルッ
キズム” という事象に対し、「顔が良
い⽅が良いし、これは当たり前なこ
とだから仕⽅がない」という単純な
答えで終わらせるのではなく、それ
に向き合う批判的な視座をもち、こ
れらの事象を深く考えるきっかけを
与えたい。
『発表形式』
パワーポイントのスライド約 10 枚

を用いて、Zoom での録画にて発表
を行う。
『発表内容』
問い：⽇本ではなりたい職業の選

択肢が社会（顧客のニーズ、イメージ・
固定観念・ステレオタイプ　メディ
ア）によって制限されているのでは
ないか？

仮説：制限する要素を作り出して
いるのは私たち自身なのではない
か？

これらを立証するために、CA・ア
ナウンサー・モデルという、容姿が
重要とされるイメージの強い三つの
職業を具体例として取り上げ、各職
業の歴史から見る職業側と、職業別
に実施したアンケートの結果から見
る顧客側（私たち自身）の二つの軸
から、容姿が重要となる要因を読み
取り、仮説が正しいか否かを論じて
いく。
『意義』
ルッキズムだけでなくジェンダー

など多くのセンシティブな問題が注

⽬を集めている現状では、そのよう
な問題への知識や理解が求められる。
私たち一⼈一⼈が、これらの問題を
関係のないことだと捉えずに、自分
自身も考えていかなければいけない
と自覚していくことが必要であり、
今後の⽇本社会をより良いものにす
る⼤きな一歩となると考える。

発表者：藤森望
所属ゼミ：⼤嶋良明ゼミ
タイトル：TouchOSC によるルー

パー・サンプラー環境でのリアルタ
イム演奏性の検討

発表概要：
われわれは映像や音響を中心にメ

ディアアート作品の制作および関連
技術の研究を行っており、映像音響
表現のためのデバイスの自作やソフ
トウェアの実装、モノづくりなど活
動範囲は多岐にわたっている。 本研
究ではスマートフォンを用いてライ
ブ演奏をインタラクティブに制御す
る環境の制作を試みた。

本研究では、Pure Data を用いてド
ラムマシンやサンプラー・ルーパー
をライブ演奏ができるプログラムを
作成する。演奏の際には TouchOSC
というスマートフォンアプリケー
ションからインタラクティブに与え
られた情報に反応してリアルタイム
に演奏内容に変化を加えたものを出
力する。

Pure Data は、GUI を 用 い て プ ロ
グラムを制作できるビジュアルプロ
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グラミング言語であり、音声処理、
音響処理に適した制作環境を PC 上
に提供する。演奏を制御するユーザ
インターフェースには、TouchOSC
を利用する。TouchOSC には DJ, ミ
キサ、シークエンサなど AV 関連の
制御をスマートフォン画面上に配し
たプリセット機能に加えて、コント
ローラを自作しそのレイアウトを
デ ザ イ ン で き る 特 徴 が あ る。 ま た
Pure Data による PC 上の音響機器と
TouchOSC によるスマートフォン上
の制御画面の連携には、Open Sound 
Protocol と呼ばれる通信プロトコル

（以下 OSC） を WiFi 環境で用いる。
OSC は UDP/IP や TCP/IP を利用し
ネットワークを経由してリアルタイ
ムに情報をそれぞれの機器間で共有
する機能を実現する。これらにより
インタラクティブな音声出力の制御
を可能にしている。

本研究ではライブパフォーマンス
に実用的なシステムの構築を⽬的と
している。そこで、⽬指す構成原理
を検証する一例として Pure Data で
ドラムマシンとサンプラー（リアル
タイムの録音機能）/ ルーパー（決
められたフレーズを繰り返し再生す
る機能）を制作し、その場で即興演
奏を行うことを試みた。今回作成し
たドラムマシンの音源は、音楽関連
の情報サイト MusicRadar が配布す
るドラム音源ファイルを利用し、ド
ラムマシンのプログラムの基本構造
は美山千香士氏の作例を参考に機能
追加したものを用いた。各ドラム音
源の演奏情報は 16 ステップのシーク
エンサをそれぞれの音源ごとに配置

しており、これらはすべて OSC を介
してリアルタイムに書き換え可能で
ある。サンプラー・ルーパーは Pure 
Data Japan［http://puredatajapan.
info/?page_id=458］ や、 オ ン ラ イ
ン 公 開 さ れ た 動 画 デ モ［https://
youtu.be/r95fxfwa2n8］を参考に構成
し、これにミキシングやマスターボ
リューム、エフェクトなどを加える
ことで、音響処理上での変化を可能
にした。これらの機能に使われる音
量やテンポ情報（BPM）、ドラムの出
力、サンプラーの録音開始・終了、ルー
パーの停止・再生などの細かいパラ
メータの制御は統一的に TouchOSC
から行うようにインターフェースを
設計した。

今回の制作ではドラムマシンとサ
ンプラー・ルーパーにネットワーク
経由で直感的な操作インターフェー
スを組み合わせることでライブ演奏
が可能となっている。簡単に自由な
発想で即興演奏を楽しめ、さらに実
際にライブパフォーマンスで利用で
きる点が本研究での制作の主張点で
ある。

発表者：三野杏夏
所属ゼミ：⼤嶋ゼミ
タイトル：Pure Data と Camomile

を利用した DAW 用音響プラグイン
の制作

発表概要：
われわれは映像や音響を中心にメ

ディアアート作品の制作および関連
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技術の研究を行っており、映像音響
表現のためのデバイスの自作やソフ
トウェアの実装、モノづくりなど活
動範囲は多岐にわたっている。

本研究では Pure Data で音を加工
するパッチを作成し、そこから DAW
で使用できるエフェクトプラグイン
を制作することを試みた。制作した
エフェクトはステレオディレイを基
本とするいわゆる空間系エフェクト
における特色づくりを⽬指し、プラ
グイン化には Camomile を使用した。

Pure Data と は、GUI を 用 い て 効
率的にプログラム作成ができる実験
的な開発環境であり、直感的に音響
関係のアプリ開発に適している。

Pure Data 単体でも PC 上で多様な
音楽系アプリを作成することが可能
である。一⽅ DTM の市場では各種
DAW 製品が広く普及し、VST 形式
など標準化された各種プラグインで
機能拡張することが一般的となって
いる。そこで Pure Data で自作した
エフェクトをプラグイン化すること
で音楽制作上の応用範囲が広がると
考えられる。

Camomile とは、Pure Data で作っ
たパッチを DAW で使用できるよう
にする支援環境である。これを使用
することで、制作したパッチをプラ
グイン化することができる。

本研究で制作したプラグインは、
ピ ン ポ ン デ ィ レ イ の 楽 器・ ボ ー カ
ル用エフェクトプラグインである。
Pure Data では、左右それぞれのチャ
ンネルに遅延時間の異なるディレイ
を構成し交互に交差フィードバック
することで、左右交互にディレイす

るいわゆるピンポンディレイが作れ
る。この回路原理の基本系には美山
氏の作例を参考にした。そしてそれ
に加え、今回制作したものには、フィ
ルター機能とディレイの音量が変わ
る仕組みなどを追加した。既存のディ
レイ系エフェクトの多くは遅延処理
に関するパラメータの設定は外部か
ら指定するものが一般的であるが、
本研究ではフィルターのかかり具合
とディレイの音量は入力信号音に追
従して連続変化するようにエフェク
トを制作した。本研究では、音楽制
作でしばしば利用されるディレイと
いうエフェクトに、通常フェーダー
やツマミで調節することの多い部分
が音に合わせ自動で変更するような
仕組みを追加している。また本研究
でのさらなる応用例としては楽器音
の入力信号に対して歌声を参照信号
として利用しピッチ検出の情報を楽
器音の変化に反映させる拡張を考え
られる。これをプラグイン化するこ
とにより、DAW での音楽制作で音の
変化に応じて効果が変わるボーカル
ディレイエフェクトを使える点、そ
して、Pure Data と Camomile を利用
し誰でもプラグインを作成すること
ができる点が本研究での検討のねら
いである。

参考⽂献
美山千香士 :Pure Data チュートリア

ル＆リファレンス , 株式会社ワーク
スコーポレーション （2013）Pierre 
Guillot, Eliott Paris, Johannes 
Maibaum: Camomile, GitHub（ オ
ンライン）, 入⼿先
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 https://github.com/pierreguillot/
Camomile （参照 2020-10-25）.

Pucket te ,  M. :  The Theory  and 
Technique of Electronic Music, 
Wo r l d  S c i e n t i f i c  P u b l i s h i n g 
Company （2007）.

発表者：三輪浦唯
所属ゼミ：輿石ゼミ
タイトル：Japanglish ～フィリピン

英語から考える⽇本語英語～

発表概要：
本論で、私は⽇本⼈がネイティブ

スピーカの話す英語を見習うべきだ
という固定観念をなくすべきだと主
張したい。⽇本⼈はアメリカやイギ
リスで話されている英語を美化し、
これが本物の英語であり、我々も彼
らのように話すべきだと思う傾向が
ある。しかし、今後は英語の多様性
を許容すべきである。英語を外国語
として勉強をして習得したフィリピ
ン⼈を説明し、⽇本の英語教育、さ
らに今後の英語の行く末を説明して、
⽇本⼈のネイティブ英語贔屓を否定
する。

まず、フィリピンという国につい
て説明する。フィリピンは多言語国
家であると同時に英語も、教育を受
けた者であれば皆が話すことが出来
る。これは植民地であった歴史が主
に関わる。英語を話すことが出来る
が、ネイティブ英語と異なる部分も
多くある。例えば、発音であれば「r」
の発音はネイティブ英語よりも巻舌

で発音されたり、⽂法であれば、時
制の一致は行われない。これは現地
語であるタガログ語の影響を多く含
んでいる。このようにネイティブ英
語と同じように英語を話していない
にもかかわらず、82％のフィリピン
⼈が英語は得意だと答えている。一
⽅で、⽇本⼈の約 70％のビジネスパー
ソンが英語は不得意だ、話せないと
答えている。このような差は英語教
育が原因であると考えた。

⽇ 本 の 英 語 教 育 は reading と
writing 重視であると考えられている。
⽇本で英語教育が始まった幕末には
正則英語と変則英語の二つの⽅法で
教育がなされていた。正則英語はア
メリカ⼈教師によって算術などを学
びながら英語を学習していく。一⽅
で変則英語は翻訳式の学習法である。
正則英語によって、読解力の低下が
指摘されたことで、変則英語重視の
姿勢がとられ、これがのちの難しす
ぎる受験英語へとつながった。受験
のための英語学習によって、speaking
と listening の練習があまり行われな
いため、ネイティブ英語のような英
語が話せなく、これが英語を苦⼿、
話せないと答える⽇本⼈の原因であ
ると考えた。

しかし、今後英語を第一言語とし
て話すネイティブスピーカの数は減
り、外国語として英語を学習した⼈
の数の⽅が多くなる。その理由とし
ては、⼈口変動、中産階級の変動、
グローバリゼーション、経済発展が
ある。これによって、英語が地⽅語
と結びつくため多様化が起きる。例
えば、今後は中国英語やインド英語、
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⽇本語英語が当たり前になる。
よってこの論から、今後はネイティ

ブスピーカの英語を第一とするので
はなく、それぞれの言語によって訛っ
た英語を皆が許容すべきだと主張し
たい。⽂化によって教育⽅法も異な
るため、違った英語を話すことは自
明である。それよりも私たちは、フィ
リピン⼈のようにネイティブスピー
カではなくても自信をもって話すコ
ンフィデントスピーカーになるべき
だと考えた。

主要参考⽂献
・本多吉彦　鈴木邦成、フィリピン

における英語使用の現状、⽂化女
子⼤学紀要、2009
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C. 映像部門

発表者：明石菜緒、小林史佳、今
津翼、岩沢有里子、浪江優花、吉澤
雄輝、横山優太、海瀬佑太郎、岡萌
花、井⼿菜都美、中越聖也、永田絢夏、
下田玲菜、⼤野晴香、石川春花、山
本康平、小林寛士、柴田天河、永濱
夢

所属ゼミ：佐々木直美
タイトル：#ShareOurHeritage ～

心に築く平和の砦～

発表概要：
オリンピックイヤーとして華々し

く幕を開けたはずの 2020 年。私た
ちが思い描いていた世界とは全くか
け離れた 1 年となりました。新型コ
ロナウイルスが世界中で猛威を振る
い、当たり前だった⽇常が当たり前
ではなくなりました。緊急事態宣言、
外出自粛、医療崩壊、街からは⼈の
影も飲食店の灯りも消え、⼈々はマ
スクを着用することが当たり前の生
活になりました。海外渡航はおろか、
政府による GoTo トラベルキャンペー
ンが始動するまでは国内旅行者も激
減、観光産業は⼤打撃を受けること
となりました。

私たち佐々木直美ゼミは “世界遺
産に学ぶ” というテーマで世界遺産
やそれに纏わる諸問題について、様々
な視点から研究しています。今年度
は新型コロナウイルスの影響で通常
授業を行うことが難しい中、オンラ
イン授業を通して SDGs や環境問題
と世界遺産との関係について議論を
重ねてきたほか、新型コロナウイル

スが世界遺産と観光にどのような影
響を及ぼしているのかに注⽬してき
ました。その中で、ユネスコが行っ
て い る「＃ShareOurHeritage」 と い
う取り組みを知ることとなり、私た
ちが今世界遺産のためにできること
として、⽇本の世界遺産に焦点を当
て た「＃ShareOurHeritage」 の 動 画
を作成することを決意しました。

今回の動画では、⽇本にある 23 件
の世界遺産の中から、京都・富士山・
沖縄・白川郷の 4 ヶ所を選んで紹介
しています。特に、京都と富士山に
ついては実際に足を運び現在の様子
を撮影、関係者の⽅々の声を直接聞
きました。残りの 2 ヶ所についても
現地の⽅にメールや電話での取材協
力をいただき、それぞれの遺産の魅
力をはじめ、コロナ禍における遺産
まわりの現状についても教えていた
だきました。
「世界遺産を思うことは、心の中に

『平和の砦』をシェアすることである」
これが私たちゼミ生の共通の思いで
す。そして、「コロナ禍でも世界遺産
の魅力を忘れてほしくない、⽇本に
は素晴らしい遺産がたくさんあるこ
とを伝えたい」という思いが、この
動画を作成する原動力となりました。
このような世の中ではどうしても忘
れられがちになってしまう世界遺産
の魅力に改めて触れていただくとと
もに、コロナ禍で自由な外出が難し
い今、少しでも現地の雰囲気を味わ
い楽しい気持ちになっていただける
よ う な 動 画 を ⽬ 指 し ま し た。 そ し
て、取材に協力していただいた現地
の⽅々の思いが皆様に伝わり、世界
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遺産について見つめ直すきっかけに
していただけたら幸いです。少しで
も早く平穏な⽇々が戻ってくること、
そしてその時には多くの⽅が再び世
界遺産の魅力を直接感じてくださる
こと、そんな未来を切に願い、今回
の学会の発表と致します。

発表者：香取声
所属ゼミ：森村・川村ゼミ
タイトル：あの頃、タカシの車で

発表概要：
4 ⽉の緊急事態宣言以降、県を跨ぐ

移動の自粛要請、東京都へ / からの
旅行に対する補助の除外、他県ナン
バーの車に対する嫌がらせなど、県
境が意識されるような出来事が多く
起こった。線が引かれているわけで
も、越境に書類が必要なわけでもな
く、一般的にはこれまで特に気にさ
れることのなかった県境。今回のコ
ロナ禍という未曾有の事態により、
⽇本に暮らす多くの⼈々が初めて県
境を意識させられたのではないかと
推測する。

しかしその意識させられた県境と
いうものも、あくまで県と県をおお
まかに分けるための極めて⼤雑把で
ぼんやりとした境界であり、はっき
りとした線それ自体までは想像され
ないだろう。しかし、当然のことな
がら、そこには自然地形や村同士の
土地争いの結果長い年⽉をかけて定
められた県境 “線” が存在する。そ
の付近に暮らす⼈々にとっては、例

えばどの学校に通うか、今回ならば
県独自の給付金を受け取れるかなど、
生活に関わる物事がたった数メート
ルの差で変わってくるということが
あり得るわけである。

私が県境に⽬を向けたのは、東京
都町田市の神奈川県との県境付近で
生まれ育ったからである。町田市は
しばしば「神奈川県町田市」などと
揶揄されるが、実際に東京と神奈川
の間を揺れ動きながら発展してきた
歴史を持つ。遡れば 19 世紀末まで神
奈川県の一部であり、水源問題や自
由民権運動への対処から東京府（当
時）に移管。その後も八王子と横浜
を「絹の道」や横浜鉄道（現・JR 横
浜線）でつなぐことで東京と神奈川
の物流を繋ぎつつ、豊かな⽂化・思
想を取り入れていったのである。

そのような経緯で形成された現在
の町田市は、かなり歪な形をしてい
る。それは県境線にも言えることで
あり、複数の飛地がある上に河川沿
岸では今でも度々県境の変更が行わ
れており、複雑なものになっている。

そこで私は東京と神奈川、二つの
アイデンティティの間を揺らぐ故郷・
町田市の複雑な県境線を可視化すべ
く、町田市における都県境を端から
端まで歩くというパフォーマンスを
行うことにした。

揺れ動く映像の中で黙々と歩き続
けるこのパフォーマンスでは、直接
的に何かが提起されることはないが、
絶えずその地域性を表し続けるとと
もに、町田市の地下を通過するリニ
ア中央新幹線の立坑工事とその反対
運動など、複数のローカルな現代の
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社会問題も映し出す。
県境に可能な限り沿って歩く様子

を、できるだけ少ないカット数で撮
影・構成した本作の全長は、15 時間
近くに及ぶ。本学会では 30 分の時間
制限があるため、全編の最初の 30 分
をそのまま提⽰する形をとる。

県境の全行程を長回しで見せるこ
とに拘った本作は、“何も起こらない”
時間を切り捨て、消費されることを
前提に編集する資本主義的な考え⽅
に異議を唱えるものである。

なお、映像に時折現れる音声によ
る県境案内は、私自身の幼少期の記
憶に由来する。

発表者：原亜由
上田晃⼤、原亜由、細川友佑、細

羽さやか、廣岡未来、遠藤瑞宜
所属ゼミ：稲垣ゼミ
タイトル：「Cities on the Move」
オンラインホワイトボードツール

「Miro」によるアニメーション作品の
制作

発表概要：
私たちの作品はオンラインホワイ

トボードツール「Miro」で制作され
たアニメーションである。

新型コロナウィルスの感染が広が
り、⼤学では全ての授業が遠隔で行
わ れ る よ う に な っ た。Hoppii な ど
LMS で授業内容が提⽰され、Zoom
を使ったオンライン講義、YouTube
や pdf ファイルでの配信型授業が現
在 ま で 続 い て い る。 ゼ ミ で は 主 に

ZoomのBreakout Roomを使ったディ
スカッションを頻繁に行う一⽅、私
たちの研究はコミュニケーションを
テーマとしたアートプロジェクトの
実践が軸となっており、プラクティ
カルな制作体験が必要となる。その
ために映像を共有できる「Flip Grid」
や、共同作業を可能にする「Miro」
が並行して使われている。

Miro は、 ⽂ 字 を 入 力 し た り 線 や
図を描いたり、テンプレートを取り
入れるなどの作業を、複数で同時に
できるものである。 ⽂字だけの議事
録を取るのに比較して、ディスカッ
ションを可視化するのに都合が良
い。Zoom の Breakout Room で 議 論
する際には Miro を併用するが、毎回
のディスカッションの後の付箋やド
ローイング、テキストや写真の貼り
込まれた Miro でのやりとりは、参加
した全員の思考の痕跡が読み取れる
上に、視覚的にも楽しい。そのよう
な経験の中で、私たちは Miro を使っ
てクリエイティブな作品作りができ
るのではないかと考え、アニメーショ
ン作品の制作を試みることにした。

作 品 の コ ン セ プ ト を 考 え る に あ
たって、海外での異⽂化体験をテー
マとすることにした。現在ゼミには
2 年生 5 名が参加している。彼らは
新型コロナウィルスの影響で S A が
中止され、留学できないでいる。本
来なら秋学期には海外生活を経験し
ている彼らのために、3、4 年生の体
験を 2 年生とシェアできるアニメー
ションを制作することにした。

制作にあたって、ハンス・ウルリッ
ヒ・オブリスト (Hans Ulrich Obrist, 
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1968-) とホウ・ハンル (Hou Hanru, 
1963-) に よ る 巡 回 展「Cities on the 
Move 注 1」を参照した。1997-99 に開
催された同展では、世界各国で行う
展⽰の内容を開催地に合わせて、アー
ティスト、テーマなどを変化させ地
域に密着した形に変容させている。

Miro 本来の機能を拡張して捉えて
試作したアニメーション作品を通じ
て、⼈と⼈とを繋ぐようなコミュニ
ケーションの場を提供できる可能性
を探りたい。

注 1 “Cities on the Move / Urban 
Chaos and Global Change— East 
Asian Art, Architecture and Film 
Now” Hayward Gallery

 https://waysofcurating.withgoogle.
com/exhibition/cities-on-the-move 

（2020.11.19）

発表者：村野ゆめ、飯田円香、小
関桃果、高木美緒、武村響、丁也乘、
松浦菜々香、奥島潤、深澤咲紀

所属ゼミ：鈴木　靖ゼミ
タイトル：在⽇コリアン学生とし

て生きる

発表概要：
在⽇コリアンに対して行われるヘ

イトスピーチは、2016 年のヘイトス
ピーチ解消法施行後も、法に触れな
いように言葉を変えながら未だにな
くならず、⽇本社会でも問題となっ
ている。私たちが取材に訪れた、東
京都小平市にある朝鮮⼤学校前でも

今年５⽉、ヘイトスピーチや北朝鮮
の核開発に対する批判をする⼈々で
溢れかえった。

この朝鮮⼤学校には、在⽇コリア
ン学生が通っている。在⽇コリアン
とは、⽇本の植民地時代に渡⽇した
朝鮮半島出身の⼈々とその子孫を指
す。現在⽇本には約 47 万⼈の在⽇コ
リアンの⼈々が暮らしている。

そ の 中 の 1 ⼈、 朴 賛 星 さ ん に 在
⽇コリアン学生として生きる思いを
伺った。朴さんは在⽇コリアン 3 世
で小学生の頃から朝鮮学校へ通い、
現在は朝鮮⼤学校で学びながら、学
外で朝⽇・⽇朝⼤学生友好ネットワー
クの責任者も務めている。そこでは
在⽇コリアン学生と⽇本⼈学生の活
発な交流会が開かれ、相互理解と共
生を⽬指して活動が行われている。

朴さんは取材の中で、在⽇コリア
ンに対する差別や在⽇コリアンが獲
得を⽬指す制度や権利、さらに誰に
とっても住みやすい⽇本にするには
どうすればいいかについて、自らの
思いを語ってくれた。

在⽇コリアンに対する差別は⽇本
の植民地支配時代から今⽇に⾄るま
で続いている。例えば、⽇本名でな
いと住居契約ができなかったり、朝
鮮学校の制服を纏う学生が制服を切
り裂かれたり、暴言を吐かれたりす
るといういわれのない被害に苦しめ
られている。

こうした差別をうけながらも在⽇
コリアンは、市民としての平等な権
利を獲得するために運動を続けてき
た。学生の朴さんが今最も力を入れ
ているものは「朝鮮学校の幼児教育、
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保育の無償化」と「朝鮮高校の授業
料無償化」である。無償化に⾄らな
い理由は、学校運営に朝鮮総連が関
わっていることから、北朝鮮の指導
者を崇拝するような教育を疑問視さ
れたり、⽇本と北朝鮮との関係が緊
張状態であることなどが挙げられる。
しかし、このような理由で無償化を
除外するのは、思想信条の自由とい
う点からいえば行政による教育への
不当な介入ともいえるのではないだ
ろうか。
「無知は悪いことではありません。

しかし、知ってからどう行動するか
が⼤切です。」そう語る朴さんの姿が
とても印象的であった。私たちが⽇
本の⼤学生 104 名を対象に行ったア
ンケートでは「在⽇コリアンの存在
は知っている」と回答したものの「彼
らがなぜ存在するか知っている」と
答えた⼈は 4 割程に過ぎなかった。
私たち若者が在⽇コリアンの実状を
理解し、周囲にその知識を広めるよ
うな行動に移していけば、在⽇コリ
アンに関する問題の解決になるので
はないかと私たち考えている。

私たちの作品ではより多くの若者
に同世代の在⽇コリアンの声を届け、
同世代の⼈々に在⽇コリアンについ
て知ってもらい、共生するためには
どうしたらいいのかを考えてもらう、
そんなきっかけ作りを⽬指してこの
映像作品を制作した。
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D. インスタレーション部門

発表者：岩田美⽉、岩川葵宥、香
取声、高橋優樹

所属ゼミ：森村・川村ゼミ
タイトル：竹下、ハムハムハム―

偶発性に身を委ねた「集合的創造性」
の実践

発表概要：
森村・川村ゼミでは、ソーシャリー・

エ ン ゲ イ ジ ド ア ー ト（ 以 下、SEA）
の理論と実践、また、現代に⾄るま
での非常に多岐にわたるアートの潮
流について研究を行ってきた。
『現代美術史』では、1990 年代以

降の現代美術における「他者」に対
する関心の高まりが指摘されてい
る。ニコラ・ブリオーは『関係性の
美学』の中で「リレーショナル・アー
ト」という概念を用い、関係性を産
出するアートに理論的枠組みを与え
た。これはアート界に多⼤な影響を
与え、SEA またそれに類似した「参
加型アート」、「コラボレーション型
アート」等の発展を促した。グラント・
ケスターは SEA の議論の中でリレー
ショナル・アートを発展的に継承し、

「コラボレーション」の意義を提唱し
ている。そして、アーティストと鑑
賞者が相互に関係し合うプロセスを
重視し、対話やコラボレーションを
核にした芸術実践の新たな可能性を
論じた。

このような近年の芸術実践につい
て研究していく中、同一のゼミに所
属している学生による、協働的な実
践の可能性について議論を行った。

そして、制作のテーマは、同一のゼ
ミに所属していながら価値観や関心
が異なる「他者」としての学生によ
るコラボレーティブな芸術実践に決
定した。SEA が興る以前には 1950 年
代後半から 60 年代にかけて「ハプニ
ング」というパフォーマンスの一形
態がアラン・カプローによって行わ
れた。一回性が強く再現不可能的な
それは、アーティストと鑑賞者とい
う境界線までも曖昧にさせる。私た
ちは、ここに見られるような偶然性、
偶発性をキーワードに、それを他者
という境界線を溶解させる装置とし
て、一連の制作過程に持ち込んだ。
また、オーウェン・ケリーは、「集合
的創造性」を提唱した。モダニズム
的発想の支柱にある一⼈の芸術家の
主導による「個⼈的創造性」に対して、

「集合的創造性」は一⼈の芸術家によ
る権威を切り崩し、より民主的な芸
術実践を形作る。私たちの試みは偶
発性に基づいた「集合的創造性」の
実践である。

まず、パフォーマンスの実践に最
低限必要な事項を定めたのだが、そ
こでは⼿元にあった本から無作為に
単語を選び出した。そしてそこから
一⼈一⼈のイメージを組み合わせ、
その半無意識的な反応の連鎖によっ
て⼤枠を決定した。

本映像では、白い空間内で黒い装
束に身を包んだ三⼈によって複数の
身体活動が取り行われる。この空間
においては、種々の色によって保た
れる複雑な世界の構成は「無化」され、
存在の有無、そして純粋な動体のみ
が提⽰されるのである。すなわち、
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黒という色はただ存在をのみ主張し、
逆説的に白は存在の無を主張する。
この世界を形作る複雑多様な事物の
意味付けや価値付けがなされる以前
にある有機体としての存在、それに
よって創出されるプリミティブな美
しさ。その一部分を記録し、平面に
落とし込んだものが本作品である。

発表者：⼤原芽生、⼤野真依、田
村めい、外谷光、前田茜、三輪仁美、
鈴木都久美

所属ゼミ：稲垣ゼミ
タイトル：パフォーマンスアート
コロナ禍での芸術表現に関する実

践研究

発表概要：
私たちは、コロナ禍で実施したパ

フォーマンスアートに関する実践研
究について発表したい。

未来派やダダイズムなどの前衛芸
術やコンセプチュアルアートにルー
ツを持つパフォーマンスアートは、
芸術家やその観客の身体及び言動自
体を作品とした現代美術の一つであ
る。また、AI 技術が進む中、⼈の⼿
によって作られる「アート」がビジ
ネスの世界でも注⽬され、特に⼈間
の生み出す不規則な動きそのものが
作品として表現されるパフォーマン
スアートは関心を集めている。一般
的にはあまり馴染みのないこの芸術
様式について、⼤学のオンライン授
業の中で初めて知るようになった。
現代美術史の中で語られているこの

芸術の理解を深めるために、パフォー
マンスのマスターピースと考えられ
る三つの作品を私たちの身体を実際
に使って再現してみることにした。

まず、オノ・ヨーコの「Cut Piece」ⅰ 

は、舞台に座る女性の衣服を観客が
次々と切っていく様子を映した作品
である。参加に性別は問わず、女性
としての苦悩や現代のジェンダーに
対する問題にも繋がる前衛的な作品
である。また、マリーナ・アブラモ
ヴィッチの「AAA AAA」ⅱは、彼女自
身がパートナーと向かい合い、互い
に⼤きな声を出し続ける作品である。
篠原有司男の「ボクシングペインティ
ング」ⅲは、ボクシンググローブに絵
の具を付けキャンバスを殴るように
絵を描く作品だ。

再現にあたり、制作された時代背
景と技術発展の程度はもちろん、社
会制度の異なる現在での再現となる
ため表現⽅法の差が生じてくる。ま
た、パフォーマンスアートはその時
代の特定の時間と深く関わる芸術で
あり、様式を表面的になぞるだけで
は再現したことにはならないのでは
な い か と 考 え ら れ る。 そ こ で、 パ
フォーマンスの中に、現在のコロナ
禍という現在の状況を織り込んだ上
で再現、さらにこれらの作品からヒ
ントを得たオリジナルのパフォーマ
ンスを行った。

今回の試作の中で、絵画や彫刻な
どの物理的、恒久的な作品にはない、
その瞬間でしか再現することができ
ない、この芸術様式の儚さというも
のを感じられた。瞬間の感情や行動
に対して価値を求めることを⼈によ
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る行為であるパフォーマンスアート
は、全てをデータとして記録しよう
とする現代において真逆の考え⽅で
あろう。私たちは⽂化や芸術を担っ
ていく新しい世代として、この作品
制作を通じてパフォーマンスアート
への理解を深め、将来のこの分野へ
の新しい芸術表現の探求へつなげた
い。

注
ⅰオノ・ヨーコ「Cut Piece」（2020.11.18）
 https://youtu.be/pTGSsWVK2Eo
ⅱ マ リ ー ナ・ ア ブ ラ モ ヴ ィ ッ チ
「AAA-AAA」（2020.11.18）

 https://youtu.be/KeaUOdvo0BA
ⅲ篠原有司男「ボクシングペインテ

ィング」（2020.11.18）
 https://youtu.be/Bx9XBGHce_U

発表者：香取声
岩川葵宥、岩田美⽉、高橋優樹
所属ゼミ：森村・川村ゼミ
タイトル：⼤学内で飲酒する

発表概要：
1960 年代に「反芸術」などと呼ば

れ盛り上がりを見せた⽇本の前衛芸
術は、その自由奔放な表現から多く
の議論や問題を巻き起こした。時に
非倫理的ではあれ、自らの生の感情
を発露し、退屈な⽇常を攪拌しよう
とした彼らの表現に私は強い好感を
持ったのだが、同時に、いち表現者
として、どうすればこのような表現
を今⽇の社会で成り立たせられるの

だろうか、という思いも抱いた。当
時ですら逮捕者が出ていたものを、
テクノロジーの発達により益々厳し
くなった警備の⽬のなかで、逮捕は
免れられないのではないか。

ところがそもそものところ、彼ら
は逮捕をものともしていなかったよ
うだ。むしろ逮捕されることがステー
タスですらあったという。今⽇の感
覚からすると驚くべきものがあるが、
学生運動全盛期で反権力を全面に押
し出していた当時の社会状況を鑑み
れば想像に容易い。

しかし私は正直なところ、捕まり
たくはない。逮捕されたり、止めら
れたりすることなく、無事パフォー
マンスをやりきり、無事帰宅したい。
捨て身で表現を行った先⼈たちを前
にして、これは甘ったれた考えかも
しれない。だが、時代も変わり、若
者が保守的になった今⽇において、

「捕まりたくはない」という考えは、
ある意味で今⽇の時代性を象徴する
ものともいえるのではなかろうか。

ならば考えたいのは、その時代性
を踏まえた上で今⽇の前衛芸術はど
んなあり⽅をとることができるか、
である。

当時、1970 年⼤阪万博の科学賛美
や芸術家らの万博への協力（「バンパ
ク（万博）芸術」）に反対する、「ハ
ンパク（反博）芸術」なる動きがあっ
た。「ダダカン」こと糸井貫二は、万
博の会期中、「太陽の塔」の下を全裸
で疾走し、警官に取り押さえられて
いる。あくまでわかりやすい例えと
してだが、「2025 年の⼤阪万博の会
場を “捕まらずに”（= 合法的に）全
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裸で疾走するにはどうすればいいか」
を考えるのが今⽇的な芸術表現の一
つのあり⽅といえるのではなかろう
か。

私はそうした「合法的に違法行為
を行う芸術表現」を表す呼称として

「脱法芸術」（Circumvential Art）と
いう概念をここに提唱する。

その第一歩として私は、例年通り
ならば本学会で使用されるはずだっ
た⼤学の教室を用い、規則の合法的
乗り越えを試みた。それがこの「⼤
学内で飲酒する」である。

本学市ヶ谷キャンパスでは、構内
での事件・事故の増加から 2011 年
に構内での飲酒が原則禁止となった。
また当然ながら夜間の入構も禁じら
れている。更に今年はコロナ禍によ
り入構自体が制限されている状況下
である。

これらの規則を乗り越えるべく、
私は外濠校舎の教室に PC を接続し
たモニターを設置。遠隔操作を用い
て深夜に自宅で酒を飲む自分自身の
姿をリアルタイムで教室内に映し出
すことで、仮想的かつ合法的に夜間
入構と構内飲酒を行った。

本作はその様子をビデオカメラの
遠隔操作によって撮影した記録映像
である。

発表者：藤田百音、矢原美⽉、吉
川綾美、返町萌、友利⽂香、伊東菜々
子、田川晴夏、相⽂倩、佐々木綺女、
渡辺麻由

所属ゼミ：桐谷・熊田ゼミ

タイトル：縺れ

発表概要：
桐谷・熊田ゼミは、⽂献および現

代アートを通じて、インターカルチュ
ラリティや多⽂化共生社会について
考えるゼミです。今年度の国際⽂化
情報学会では、現在世界中で猛威を
振るっている新型コロナウイルスに
よる社会問題に注⽬し、「⼈と⼈との
つながり」というテーマでインスタ
レーションの発表を行います。

今年 2 ⽉、新型コロナウイルス感
染症が世界各地で流行し始めました。
⽇本では、4 ⽉ 7 ⽇から約 1 か⽉間
緊急事態宣言が発令され、外出自粛
が呼びかけられました。家族以外の
⼈と会えない⽇々が続き、国際⽂化
学部では特に、SA による異⽂化交
流ができなくなったり、ゼミ授業も
オンラインで行われたことでゼミ生
同士の交流を深められなかったりと、
⼈とのつながりの分断を実感しまし
た。しかし、会えないからこそ、⼈
とのつながりについて深く考えるよ
うになったと思います。会えなくて
も、テクノロジーのおかげで音声電
話に限らず、ビデオ電話で相⼿の顔
を見ながら話をすることができます。
誰にも会わないことは孤独である一
⽅、見えないところで確かにつなが
りはあるのです。

そこで、私たちは、本インスタレー
ション作品において、コロナ禍にお
けるコミュニケーションを過去・現
在・未来に分けて表現しました。緊
急事態宣言下の自粛期間を過去、対
面で会えることが少しずつ増え、オ
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ンラインとオフラインが同時進行し
ている今を現在、新型コロナが収束
し、マスクなしで⼈と会えるアフター
コロナの時代を未来として捉えてい
ます。　　　　　

過去では、Zoom などのオンライン
上で⼈とつながる⽅法が普及したこ
とを Zoom で撮影した映像を用いて
表現しました。また、それぞれがコッ
プを⼿に持っている様子は、コミュ
ニケーションツールが糸電話のよう
なアナログなものから Zoom のよう
なデジタルのものへ、テクノロジー
の普及によって変化したことを表し
ています。現在では、SNS のスクリー
ンショットや Zoom 飲み会の様子に
加えて、マスクを着用した上で友⼈
と会っている写真を用い、オンライ
ンとオフラインを共存させ、それら
を糸によって吊るしたり繋げたりす
ることで、⼈と⼈とのつながりを可
視化しています。未来では、新型コ
ロナが収束した後ゼミ生がやりたい
ことを、その写真やその道具によっ
て未来への明るい希望を表現してい
ます。

本作品は秋学期のゼミ授業で使用
し て い る G602 と い う 11 ⼈ の ゼ ミ
にとっては広すぎる教室において制
作しており、コロナ禍という状況が
いかに通常ではないかが伝わると思
います。しかし、作品の最後の鑑賞
者に対する呼びかけは、また会った
時にあなたにとって⼤切なものを聞
かせてほしいという対話の呼びかけ
であり、⼈と会える未来やつながり
を感じてほしいと考えています。本
作品によって、鑑賞者が、新型コロ

ナで断たれたと思われていた⼈と⼈
とのつながりについてもう一度考え、
明るい未来への希望を持ってもらい
たいです。

発表者：山本葉⽉、張錦哲、鈴木
南都、徳永歌代、秋⽉亜美奈

所属ゼミ：稲垣ゼミ
タイトル：新しい⽇常
- 市ヶ谷キャンパスを舞台としたサ

イト・スペシフィック・アートの研
究 -

発表概要：
新型コロナウイルスにより「三密」

を避けるために対面授業が制限され、
⼤学のキャンパスからは⼈がいなく
なってしまった。自宅でオンライン
による学習を続ける中で、他の学生
や先生との繋がりが希薄になってし
まったように思えた。だが、⼈と⼈
との関係性が全くなくなってしまっ
たわけではなく、私たちは違った形
でコミュニケーションを取り、お互
いに繋がっている。その繋がりは、
少し以前にキャンパスで⼈々と頻繁
に会い、群れていたことを忘れさせ
る。

キャンパスを離れて現在に⾄るま
で、コミュニケーションに思索を巡
らせてきた。コミュニケーションの
変化を視覚化できないかと考え、私
たちはコロナ禍での「新しい⽇常」
でのコミュニケーションと対比させ
るために、市ヶ谷キャンパスを舞台
にコミュニケーションをテーマとし
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たインスタレーションを制作するこ
とにした。

この作品は、キャンパス内の任意
の場所に映像を投影し、かつてここ
に存在した⼈々のコミュニケーショ
ンを再現したものである。これらの
映像を現在のキャンパス風景に重ね
合わせることで、⼤学から消えてし
まったコミュニケーションの存在を
再び確認することを試みる。

制作にあたっては場所の特性や場
と⼈との関係性に言及する「サイト・
スペシフィック・アート」注 1 の試みを
参考にした。例えば、川俣正のアー
ト・プロジェクトでは、再開発で不浄・
危険なものが取りのぞかれていく横
浜駅周辺の状況とウイルスをめぐる
混乱からヒントを得て、偽の工事現
場を制作した注 2。また、場所に関し
て⽂化的・歴史的・社会的な場所の可
能性を意味する「ゲニウス・ロキ」注 3 は、
私たちにとって⼤学が特別な場所で
あると考えさせる。

作品の制作にあたっては、対面授
業制限下のキャンパスの特殊な状況
を活かそうと考えた。

作品の具体的なイメージは、アー
ティスト・佐藤雅晴の代表作を参考
にした。カメラ撮影した風景をアニ
メーションにした《東京尾行》注 4 は、
現実と非現実の交錯という点で高い
評価を受けた。佐藤の作品にヒント
を得て、現実の風景と非現実の会話
を混ぜ合わせて新たな風景を生み出
す新しい試みについて制作メンバー
の間でディスカッションを重ねた。

この作品の制作を通じて「新しい
⽇常」におけるコミュニケーション

を見つめ直すきっかけとなり、コロ
ナ以降の⼤学生活の新しいあり⽅の
ヒントが見つかるかもしれない。

注
1．特定の場所において、その特性を

活かして制作するという概念。
 https://bijutsutecho.com/artwiki/ 

95（2020.11.9）
2．川俣正「都市への挿入」
 http://bankart1929.com/life6kawa 

mata/（2020.11.9）
3．ゲニウス・ロキ
 https://artscape.jp/artword/index.

php/%E3%82%B2%E3%83%8B% 
E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83 
%BB%E3%83%AD%E3%82%AD 

（2020.11.9）
4．佐藤雅晴「東京尾行」
 https://www.youtube.com/watch? 

v=ho4fWB3A2KE（2020.11.9）
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