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は じ め に 
 
科学技術の急激な進歩・情報通信技術の発達・市場の国際的開放などにより、グローバ

ル化が急速に進展しています。今後、グローバル化はますます進み、これからの社会は、

高度化・複雑化しながらも、国籍や民族や文化の違いを互いに理解して受け入れ協力し合

う多文化共生社会になっていくでしょう。このような中で、次世代を担う子供たちを育成

する教育の重要性が今まで以上に増しています。 
我が国では、学習指導要領が改訂され、それに基づいた新しい教育が小学校では 2020

年、中学校では 2021 年、高等学校では 2022 年から全面実施されます。新しい教育課程で

は、アクティブラーニングが重視され、小学校ではプログラミング教育が導入され、外国

語（英語の履修が原則）が教科化されます。このような新しい教育を学校現場でどのよう

に行うかが現在の課題であり、準備や試行や現職教員の研修等が行われています。 
グローバル化時代に対応した教育の在り方の見直しは、我が国に限らず国際的な共通課

題となっています。これからの学校教育では、教員に教科指導力とともにグローバルな視

点からの教育力も求められ、教員の役割はますます重要になります。 
本学は、日本・中国・韓国の教員養成系大学からなる東アジア教員養成国際コンソーシ

アムのメンバーであり幹事校となっています。このコンソーシアムでは毎年シンポジウム

を開催しています。このシンポジウムから、日本・中国・韓国における教育システムは同

じアジアの国ということから似ていますが、互いに異なり参考にし合えることが多々ある

ことが分かってきました。中国・韓国における小学校での英語教育は日本の参考になるは

ずです。また、日本で行われている授業研究や教員研修は、現職教員の力量を高める方策

として中国・韓国にも参考になると思います。日本・中国・韓国が互いに協力し合えば、

グローバル化時代に対応した新しい教育システムが構築できる可能性があります。このよ

うな考えから、グローバルな力量を持った教員の養成を目的に実施しましたのが、この「ア

ジアの教員のグローバルな力量向上に向けた双方向学生交流プログラム」です。 
留学すると、留学先の国の自然環境や文化や社会などで、体験を通して理解したことが

書籍等から得ていた情報とは違うと感じることがあります。留学先の国で教育に関する講

義を受講し学校訪問を体験すると、自国の教育の良いところの再確認とともに、より良く

できるところも見出すことができるでしょう。これは、実際に留学して現地を訪れなくて

は得ることができない貴重な体験で、それは教員になりグローバル化時代に対応した教育

を実践するときに必ず役立つでしょう。 
この研修レポートは、この交流プログラムに参加した学生が行った研究をまとめたもの

です。レポートのタイトルをご覧いただいただけでも、交流学生の視点を知ることができ、

留学先の国の若者や文化や教育に関心を持っていることが分かります。交流学生のレポー

トを読んで論点を理解すると、多文化共生への歩を進めることもできるように思います。 
本交流プログラムの修了生が、留学体験から得たグローバルな視点と専門知識を生かし

て、過去に蓄積された知識や技術のみでは対処できない新たな課題に挑戦する教員となっ

て活躍されることを願っています。 
 

理事・副学長  長谷川 正 
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現代大学生が教室の後ろから座ろうとする理由 
Y16-S005 朱 世禛 

はじめに 
 現代の大学生たちは教室の後ろに座る傾向がある。本研究の目的は、学生側がそうする

理由を明らかにすることである。 
 王文己（2013）の研究によると、同じ大学に入学できる大学生たちにはそれほどＩＱの

差がないが、授業中、ほかの大学生と最も異なるところは座る席が違うことで、座る位置

によって、どれほど先生からの情報を受け入れられるかが決まる。そして、テストで高い

点数を取った学生は教壇とプロジェクターの前に集まる傾向があると指摘した。 
  また、加藤（2004）の研究では、後方座席の「無法地帯化」という現状を指摘し、「座

席の位置と学生心理」、「座席の位置と友達関係」、そして「教師が学生への関心の薄さ」

について分析した。教師が席を指定することに関して彼女は、「座席指定法」が友達関係

を干渉し、逆に授業効率が下がるかもしれないと否定した。そして彼女が出した解決策は

「発言ポイント制」である。１・２列目に座った学生にはポイントを加算し、多くの学生

に自主的に教室の前方に座りたいと思わせる事に成功した例である。 
 ここまでの先行研究の成果は、教師側から学生の教室の後ろに座りたがるという現状を

分析した結果である。筆者は、学生側が座席の位置に対して、どう考えているのか、その

傾向と理由を知り、改善方法についてさらなる検討が必要であると考える。 
 
調査概要 
 本研究では「現代大学生の教室で座る位置に」ついてアンケート調査を実施した。この

アンケートは、東京学芸大学で、作文 1 の授業を受けた留学生たちを対象にし、席を選ぶ

傾向に関する質問紙調査を実施した。作文 1 の授業の時間内に、受講生 18 人を対象に，5
分で実施する。配布数 18 件、回収数 18 件で回収率は 100％であった。 
 質問紙はＣ103 教室の机の並び方の断面図で、自分がよく座る席と真面目に勉強したい

ときに座る席にマークを付けって（多肢選択）、そしてそうする理由を書いてもらうとい

う回答形式の質問からなる。 
 協力者は 20 代の男性 5 名、女性 13 名、合計 17 名であった。出身国は、中国は 9 名、

韓国は 2 名、日本は 1 名、中国台湾は 2 名、インドネシアは 1 名、ポーランドは 1 名、ド

イツは 1 名である。 
 
調査の結果 
 図 1 と図 2 は、Ｃ103 教室の机の並び方の断面図である。座りたがる席を選択した人数

によって、色が違う。同じ席を選んだ人が多ければ多いほど、色が濃くなる。「ｘ」があ

るところには、だれもその席に座ろうとしないという意味である。左側の席と右側の席の

中間にある 1～８の数字は列数を表している。また、多肢選択なので、統計した人数は実

際より多いことになる。 
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 図 1 は、普段自分がよく座る席の傾向を表している。図 1 を見れば、先生が普段立って

いる教壇の前の 1 列目とその近くの席は、だれも誰も座ろうとしないことが分かった。ほ

とんどの人が 5 列目から 7 列目の間に座ろうとしている。 
これは何の干渉もせず、一番自然な座る傾向である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 2 は、真面目に勉強しようとする時に座る席の傾向を表している。図２では、後ろの

6 列と 8 列に空いている席が多い。回答者たちが座ろうとする席は 2 列と 3 列に集中して

いる。また、図 2 の 1 列の左側の二つの席が図 1 と同じ、誰も座ろうとしない。この二つ

席が空いている理由は先生たちがよく荷物をその二つの席に置くことが考えられる。 
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 どうして真面目に勉強しようとする時にその選択をしたのか、その理由について調査し

た結果：「その席に着けば落ち着ける」、「前がよく見える」、「通路に近い」、「先生

の声がよく聞こえる」、「黒板がよく見える」、「集中できる」などの答えがあった。図

2 では、真面目に勉強しようとする時に座る傾向が前の席に集中している。それは、前の

席にいると、先の理由で述べたことがいくつか揃っていると考えられる。逆に考えれば、

後ろの席にいると、そのようなことがそろっていないから、勉強したい時は前の席に集中

するだろう。 
 
図 3、教室の後ろから座ろうとする理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「あなたは教室の後ろから座ろうとする傾向があるでしょうか」という質問に「ある」

と答えた人は 11 人いる,「ない」と答えた人は 7 人いる。図 3 はその 11 人が選択した教室

の後ろから座ろうとする理由を統計した結果を表している。(多肢選択なので、回答数は答

えた人数より多い。) 
 回答の中で、「みんなが後ろに座っているので、自分だけ前に座ると気まずい。後ろに

いると目立たない。」という理由が最も多く、9 人が選択した。2 番目の理由は「質問の回

答に呼ばれたくない。」で、6 人が選択した。3 番目の理由は「授業があまりにも退屈なの

で、聞いているより自分のことをやったほうがマシだ。」で、5 人が選択した。 
 このような結果が出た理由について、加藤（2004）の研究によると、一番目の理由は席

に対するイメージと友達関係が原因だ。二番目と三番目の理由は教師の学生への関心の薄

さが原因だ。ここで、学生が前方の席に座ろうとしないという現実に、何が邪魔している

のかが分かった。 
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解決策 
 ここまでの研究成果として、教室の後ろに座ると悪い影響があることを前提に、学生が

前方の席に座ろうとしない理由が分かった。学生の座る自由や友達関係について、筆者は

加藤（2004）と同じ、直接干渉しない主義だ。学生の座席に関するイメージ・こだわりや、

友達関係などに迂闊に干渉すると、逆に授業効率が下がるかもしれない。そして、学生一

人一人の事情が違うので、すべての学生の要求に応じて席を調整するのは非現実的である。

だから、学生の座る自由や人間関係に干渉しない上、学生全体を物理的に教師に近づけさ

せることが考えられる。 
 例えば、たくさんの教室に可動間仕切りがある。あれを使えば、教室の大きさを調整す

ることができる。学生の数に応じて、できるだけ小さい教室で授業をすることで、或いは

前方の席に集中するように座れる範囲に指示を出して、皆を強制的に前方の席に座らせる

ことができる。教壇と近い一列目の席に座りたがる人が少ないなら、席全体を後ろに移動

すればいい、そうすることで、「チョークの粉の問題」も、「先生と近すぎる問題」もな

くなる。また、小さい教室には節電効果もある。 
 教師が学生への関心の薄さについて、加藤（2004）の研究によると、学生の顔と名前を

一致させて覚えている大学教師が少ない。学生の顔と名前を覚えていない程の関心の薄さ

は、学生達に「どうせ、名前を覚えられていないから、何をやってもバレないだろう」と

いう安心感や気の緩みを与えてしまうと指摘されている。教師がもし学生に少しは身近な

親しみやすい存在と思うのなら、まずは名前を覚えることから始めるべきだ。学生が自由

に座ることで教師にとって名前を覚えるのが難しいが、それは名札を作ることで解決でき

ると考えられる。また、授業の退屈さといった問題も先生方の努力次第で克服できない問

題でもない。 
 
まとめ 
 本稿では、王文己(2013)の研究と加藤（2004）をもとに、現代の大学生たちは教室の後

ろに座る傾向（特に後方座席の人気集中）、また、学生側がそうする理由を明らかにする

ことを目指し、もう一度授業に集中してもらう為に、これからの教室の構造と大学教師に

は何が求められて来るのかを述べて来た。 
  学生の学習の効率を挙げるには、教師だけの意見ではなく、学生側の意見もちゃんと聞

いておかないといけない。学生が何を望んでいるのか、教師がどう答えるべきか。その相

互理解が必要なのは小学校、中学校、高等学校だけではない。大学生にも教師がちゃんと

向き合うべきだということを、現代の大学生が教室の後ろから座ろうとする現象考察して

みた。 
        

参考文献 
王文己・蒲亮・張忠・龔寧・楊正亮（2013）『課堂授課和学習效率影響因素調査及提高建

議』広東化工 2013 年第 21 期、pp.179～180 
加藤 典子（2004）『現代大学生の教室で座る位置』 東京工芸大学工学部紀要 Vol. 27 No.2
（2004）、pp.90～99 

（指導教員：疋田雅昭教授） 
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アルバイトをしている日本人学生と留学生への生活実態調査 
——アルバイトが勉強との両立問題と精神面に与える影響に着目して 

Y16-S006 張 軒玉 
 

【キーワード】日本人学生、留学生、アルバイト、学業、両立、ストレス、技能、就職 
 

1、 はじめに 
 私は去年の 4 月に来日し、二か月後コンビニでのアルバイトを始めた。日本語専門の学

生にとっては、日本語を活用してアルバイトを体験するのは、自分の日本語会話能力を磨

き、留学中の支出が自分で少し負担できるようになる。日本社会の一面を覗き、人間関係

を築く能力を鍛えられ、長期的に考えれば、将来の進学、就職に対して、経験を積むこと

もアルバイトのメリットだと思う。 
 そのため、自分のアルバイト経験を踏まえ、現在アルバイトをしている日本人学生と留

学生の大学生と大学院生の生活実態を調査し、アルバイトは自分の生活や勉強へどのよう

な影響を与えているのかについて、検討を行うこととする。 
 
2、研究方法 
2—1、調査方法と実施状況 
インターネットを介した方法と直接質問紙を配布する方法で調査を行った。日本人大学

生 23 人、留学生 27 人より協力を得た。 
2—2、調査内容 

アンケートは下記のように問１の「アルバイトの基本情報について」、問２の「生活につ

いて」、問３の「アルバイトの影響について」の三つの部分に分かれている。 
（1）問１：「アルバイトの基本情報」：①アルバイトの職種 ②一週間の平均労働時間 
（2）問２：「生活について」：授業、サークルや部活、アルバイト、レジャー、自主的学習

の五つの項目うち、どれを重視するかの順位尺度 
（3）問３：「アルバイトの影響について」：①アルバイトは専門分野における能力を高める

ためには役立つと思うかどうかの評定尺度 ②アルバイトによって身に着けた実用的な技

能は何だと思うかの多肢選択 ③アルバイトで精神面でのストレスを感じる原因 
 
3、結果 
3—1 アルバイトに関する基本情報 

全体的にみると、「スーパ

ーやコンビニでの業務担当」

が 26％で第一位であり、続

いて「飲食店での接客や調理」

が20％第二位となっている。

ほかに、「アパレル販売」も

１８％を占めていて、この三

つが代表的な職種となって

いる。 
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一週間当たりの平均労働時間は「15—20h」
という選択肢を選んだ人が 32％で最も多く、

「10—15h」が 26％でそれに続いている。週平

均労働時間が「10—20」を選んだ人が大半を占

めていて、一日当たりの平均労働時間に換算す

ると、1.4-2.9h が代表的なバイト現状となって

いると言える。 
 
 
 

3-2 アルバイトが生活への影響について 
 日本人学生と留学生の回答を比較して、分析を行う。 

 図３は日本人学生と留学生が

時間の使い方の傾向とバランス

を示したものである。日本人学生

は全体的に授業、サークルや部活、

アルバイト、レジャー、自主的学

習のバランスが取れている。特に、

授業とアルバイトに近寄ること

が読み取れる。一方、留学生がサ

ークルとアルバイトに費やす時

間は日本人学生と比較してみる

と、比較的に少ないことがわかる。 
 調査結果から見ると、日本人学

生と留学生が授業にかなり重き

を置くことにはコンセンサスを取っている。ところが、日本人はサークルとアルバイトを

より重んじる一方、留学生はの中ではレジャーや自主学習により重視されている傾向があ

ると言える。 
3-3 アルバイトがもたらす良い面と問題点 

 
グラフからは日本人学生と留学生との

意見が著しく分かれている様子が見られ

る。特に、留学生の中に「とてもそう思

う」と「そう思う」という賛成の意見多

く見られる。これに対し、「どちらとも言

えない」というニュートラルな立場を保

っている日本人学生の人数が際立ってい

る。 
 

図４ アルバイトは専門分野における能力を高めるためには役に立つと思いますか。 

16%

16%

26%

32%

10%

図２一週間の平均労働時間
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図３ 授業、サークルや部活、アルバイト、レジャー、

自主的学習の五つの項目が個人の時間分布での優先順位

日本人大学

（院）生

留学生大学

（院）生
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図５ アルバイトによって身に着けた実用的な技能はなんだと思いますか。 

  50 名学生の回答は主に「コミュニケーション能力」、「社交能力」と「母語以外の言語能

力」の三つの選択肢に集中していると読み取れる。また、「コミュニケーション能力」とい

う意見を持つ人の人数が圧倒的に多く、４１名に達している。これとは反対に、「リーダー

シップ」という選択を選んだ人の人数が最も少なく、わずか２人であった。 

 
 五つの選択肢に回答が総合的に均等に分布しているが、日本人学生と留学生の意見がわ

ずかの差がある。日本人学生は「上司や先輩からのプレッシャー」「過重な労働が引き起こ

された精神面の疲れ」の二つの項目に、それぞれ０．７、０．５の開きで、留学生がつけ

た点数を超えている。これに対して、留学生は「気難しいお客様」「同僚との人間関係をう

まく築けないこと」の項目に０．６と０．７の差で日本人学生の点数を上回っている。 
 
４、考察 

週当たりのアルバイトの時間は、学業への取り組みにかなり大きな影響を与えることが

考えられる。特に、「２０時間以上」と回答した学生の比率は最も少ない 10％であるが、こ

れは疎かにすべきではない。この項目を選んだ人が少なくとも一週間の間に４日ほどバイ

トが入っていることが推察され、さらにアルバイトの長時間化が心身健康や、学業、また

仕事そのものに負担をかけるなどの問題を引き起こす可能性がある。 
日本人学生が専門分野における能力の考察結果に注目すると、例えば情報専門の日本人

学生がコンビニでアルバイトをしていると仮定すると、アルバイトが専門との関連性が薄

いため、専門分野における能力を高めるには役立つとは言えない。ところが、実習するた

めのアルバイト、たとえば教育専門の学生がインターナショナルスクールで定期的に外国

4
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人向けの授業を教える場合であれば、専門分野での能力の向上には効果があると考えられ

る。  
一方、今度の調査対象となる留学生は日本文化も含め、ほぼすべてが日本語関連の専攻

学生である。専門分野における能力の向上に意義深いと答えた人が多いことの根本的な原

因であろう。長期的に考えると、学術的には社会的な考察を行う際の参考ともなる。さら

に、将来のインターンシップ応募のための情報収集がより一層便利になり、社会との実際

接触をすることによって、仕事上の各事情をさらに円滑に進ませるのが把握できることが

推測される。 
リクルートワークス研究所による就職活動意識調査、就職白書 2012 によると、 企業が

最も重視しているポイントはズバリとコミュニケーション能力である。特に、コミュニケ

ーション能力は十年連続一位となると報道されている。このところはアルバイトで身に着

けられる能力の意識調査の結果とは一致している。 
ほかに、私たちにはアルバイト中での起こりうる問題に直面しなければいけない。問題

をスムーズに解決できるかどうかには、発想の転換ができるようになることや、クリエイ

ティブな考えを生み出すことなどの素質も必要となる。 
留学生にとっては、言葉の違いや、特に文化の差異が引き起こす誤解などもアルバイト

にかなりの難度を加えると推測される。 
会社では同僚はコツコツと残業している姿を見て、「お先にお疲れ様です」とは非常に言

えない。このような無言のプレッシャーがあふれる社会では、人々は空気を敏感に察する

ようになる。上司からの命令や、お客様への気配り、同僚との人付き合いなど、いろいろ

と考慮を払うべきである。 
また、業績だけ重視されているため、勤勉でなくてはならない。真面目で上昇意向が強

い働き者であるからこそ、昇進や給料が上がることが望める。従って、社会のスタンダー

ドのレベルが高くなればなるほど、過労死やうつ病、自殺者の増加など、様々な社会問題

につながると考えられる。 
最後に、2016 年 8 月 1 日付の朝日新聞（2016）によると、学生アルバイトらが長時間労

働などを強いられる「ブラック バイト」が最近目立っている。人手不足の中で、学生バ

イトを酷使する例がでており、学生も学業に支障が出ないように勤務時間や内容に注意す

る必要があると指摘されている。今後は、ブラック企業の実態や、過重労働問題などにつ

いてはさらなる研究の蓄積が必要であり、今後の展開を待たねばならない。 
 
参考文献 
•三保紀裕（2013） キャンパス外の活動が学習に与える影響について—アルバイトに着目

した検討—   
•朝日新聞（2016 年 8 月 1 日）「それブラックバイトじゃない？長時間労働•自爆営業」 
http://www.asahi.com/sp/articles/ASH4N6537H4NULFA028.html 
•鄭安君（2015） 日本における外国人雇用の現状と課題 ～日系人、実習生、留学生を中

心に～ 
（指導教員：斎藤ひろみ教授） 

 

- 12 -



日本語の乱れと変化 
――「ら抜き言葉」を中心に―― 

Y16-S008 曹 径舟 
はじめに 

現代日本社会では、日本語の慣用語、助詞、言葉の変化をはじめ、言葉の乱れや混乱な

どの問題が生じている。動詞の可能形「食べられる」「出られる」「見られる」などから「ら」

を抜いた、「食べれる」「出れる」「見れる」などの言い方になり、つまり、文法的には必要

なはずの「ら」の文字を含んでいない言葉である「ら抜き言葉」が著しく広まりつつある。 
上一段活用、下一段活用、か行変格活用の動詞動詞の場合は、本来「られる」が付くと、

「見られる」「食べられる」「来られる」のようになるはずであるが、それらの「ら」を省

略して、「見れる」「食べれる」「来れる」のように用いる場合は、一般的には誤った日本語

とされ、新聞や教科書では使われていない。 
日本語の学習者として、周囲の日本人から正しい日本語を学びたいのに、彼らが乱れた

日本語を使うため困るといったことがよく起きている。本レポートでは、「ら抜き言葉」を

中心に、日本語の言葉の乱れと言葉の変化について考えてみたい。 
 

調査概要 
文化庁が、平成２８年２月から３月にかけて、日本人の国語に関する意識や理解の現状

について調査した。国語に関する興味と関心を喚起するための平成２７年度の「国語に関

する世論調査」を通じて、現代における日本語の使い方の現状を分析した。 
調査対象は全国における１６歳以上の男女で、調査対象の総数は 3589 人に達し、その中

の有効回答数は 1959 人、約 54.6％である。 
「ら抜き言葉」に関する出した質問は「どちらの言い方を使うか」である。その解答は

以下の表の通りである。」「見れた」(48.4％)が「見られた」(44.6％)を、「出れる？」(45.1％)
が「出られる？」(44.3％)を、それぞれ今回の調査において初めて上回った。この 2 つ「ら

抜き言葉」を使う人は、1995 年度の調査開始以来、初めて多数派となった。その次の「来

れますか」を答えた人も、「来られますか」を答えた人に比べると、1.3％だけ低く、おおよ

そ同じ比率を占めている。 

（図１） 
 年齢別の比較調査 
図１から見ると、「ら抜き言葉」の使用率は、2010 年より、格段に上がったのが分かる。

実際に、調査における５つの「ら抜き言葉」の比率は、最初の調査より、すべて高くなっ

図１は「れる／られる」が後に続く

言い方について尋ねたものである。な

お，「食べれない」、「来れますか」、「考

えれない」、「見れた」、「出れる？」は，

これまで共通語においては誤りとされ

てきており，新聞などでもほとんど用

いられていない。
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た。そして、ほぼ用いる人の徐々に増加する傾向を示している。 
 

 

 

 
（国語に関する世論調査 2015 年 16 頁～18 頁） 

 
年齢別に考えると、「ら抜き言葉」を用いる人の割合と年齢は相関している。調査対象が

若ければ若いほど、「ら抜き言葉」を用いる比率が高いという傾向が見える。 

 
（国語に関する世論調査 2015 年） 
 
この図から見れば、16 から 19 歳の若者の中で、48.8％の人たちは、一般的に「食べれ

ない」を使い、「食べられない」（41.7％）を７ポイント上回っている。70 歳以上の人たち

は、27.9％だけの人が「ら抜き言葉」を使う。（４）の「見られた/見れた」を見ると、さら

に差が目立つ。また、16 から 19 歳の若者の 76.2％の人は「見れた」と答えた。それに対

して、70 歳以上の大部分の人たちは、「見られた」を使う。60 代以上で５割を超え，「見れ

た」を上回っている。一方，「見れた」は，年代が下がるに従って高くなり，40 代以下で
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５割を超え，「見られた」を上回っている。 
「国語に関する世論調査」によると、「ら抜き言葉」は誤った日本語であるのに、日常的

に使うようになるといった現象が起こる。「ら抜き言葉」の使用者は、年代が上がるに従っ

て低くなる。 
 

調査の結果 
調査から見れば、「ら抜き言葉」をはじめの日本語の言葉の乱れが広がりつつある傾向が

あると言える。使うときの違和感もそれによって軽減するようになる。そのため、なぜ「ら

抜き言葉」は広まったのかというと、その原因は 2 つあると思う。 
まず、助動詞「られる」には、4 つの意味がある。受け身、尊敬、可能、（自発）である。

「られる」を使う場合、文脈に頼らずに、意味を明確に伝えるのは難しい。その例を以下

の表にまとめた。 
 

 例 意味 ら抜き言葉 
受身 先生は学生さんにケ

ーキを食べられた。

受身 ない 

尊敬 先生は、辛口ラーメ

ンを食べられた。 
召し上がる ない 

可能 先生は、辛口ラーメ

ンを食べられる。 
食べれる ある 食べれる 

 
以上のように、「ら抜き言葉」は、可能の意味にしかならない。「ら抜き言葉」を使うと、

「可能」の意味であることが明確になるという利点があるため、あえて「ら抜き言葉」を

使う場合がある。 
次は、「ら抜き言葉」は、五段動詞から、同じ発音の規則に従って類推できる。五段動詞

の方は、すでに江戸時代後期から、可能の意味だけを表わす可能動詞が成立していた。例

えば、「書く」－「書ける」、「付く」－「付ける」、「読む」－「読める」、「飲む」－「飲め

る」。そして、「読める」と「飲める」は可能の意味を伝えられるなら、「食べる」に対して、

「食べれる」も成立に至ったのである。 
文化庁調査によると、「『ら』を入れると可能か受動かなどの意味が分かりにくく、的確

に意図を伝えるために『ら』を抜く人が増えた。多くの人が使うことによって耳慣れさら

に増える」と分析している。 
したがって、「ら抜き言葉」は、一段動詞にも可能専用形式が存在しても便利になるとい

う無意識の「類推」の作用によって造語されたと言える。 
「ら抜き言葉」と同様の例として、「れ足す言葉」もある。「走れる」、「売れる」、「見れ

る」、「受けれる」などの「ら抜き言葉」になった動詞と異なる「読める」、「書ける」など、

本来「れ」がない動詞は、「れ」も入れる。そして、「読めれる」、「書けれる」などのよう

な「れ足す言葉」として作り出された現象もあるようである。 
「ら抜き言葉」が正しいかというと、地域によって答えが違うだろう。本多勝一『日本

語の作文技術』によると、彼の故郷の長野県伊那谷では、 「ら抜き言葉」こそが正しい日

本語で、 可能の意味での「見られる」「食べられる」は、 いわば「ら入り言葉」として非

難されるという。ちなみに関西弁の場合は、受身の意味を伝えたい時しか「ら入り言葉」
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を使わない。 
実は、1993 年から 1995 年にかけて文部科学省の国語審議会で、「ら抜き言葉」を正式に

認めるかどうかの問題をめぐって話し合った。その結果は「共通語とはしない」という結

論になった。 
 
まとめ 

日本語の言葉の乱れと言葉の変化は「ら抜き言葉」から見られるのみならず、慣用語や、

助詞や、敬語などの方面からも表すことができる。言葉を構成する規則はいわゆる「文法」

である。相手に文脈が伝わりさえすれば、正しい「文法」の役割は目立たないようになる

かもしれない。 
「ら抜き言葉」をはじめとする言葉の乱れや変化は、過剰に非難されるべきではないが、

問題が完全にないというわけではないと思う。言語というのは、交流のための道具として

の性格だけではなく、民族の文明を保存し、表わすものだと思う。このように、言葉の合

理的な変化であれば容認されても良いと思うが、言語の本来のあり方が失われるならば、

注意しなければいけない恐れがある。  
しかし、言葉の変化は、言語の発展におけるひとつのあり方である。言語は話すこと、

書くことに伴って、そのように少しずつ便利、系統的に変わるのではないだろうか。言葉

も生活の中から新しい言葉が一つずつ出てきたそうではないだろうか。例えば、明治時代

の小説などでは、「丁＜てい＞字路」ということばが頻繁に使われているが、英語のアルフ

ァベットが一般に普及するようになり、「丁」と「T」の字とが似ているだけでなく、「テイ」

と「ティー」という音も似ているため、現在では、「T 字路」のほうがむしろ正しい形だと

思っている人も増えているようだ（NHK 文研 最近気になる放送用語）。そのため、日本語

は、世界中の言語の中で、特に他の言語を取り入れることで、変化をしてきた言語である

といえる。日本語は表音、表意ともに変化、発展しており、その用法が人々に溶け込むこ

とをで、さらに豊かになっていくと思われる。 
 
参考文献 
１． 文化庁国語に関する世論調査（2015 年度） 
２． https://kotobank.jp/word/ら抜き言葉-656381 ら抜き言葉 とは - コトバンク 

（アクセスした日：2017 年 1 月 7 日） 
３． http://washitake.com/jp/2002/05/post_2.html ら抜き言葉 (正しい日本語を書こ

う)（アクセスした日：2017 年 1 月 7 日） 
４． 日本経済新聞食べれる・見れる…ら抜き言葉、初の多数派 文化庁調査（2016/9/21 

22:18） 
５． http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/5780/ranuki.html 「ら抜き言

葉」を推進しよう（アクセスした日：2017 年 1 月 4 日 アクセスした日：2017 年 1 月

7 日） 
６． https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/term/064.html （丁字路？ T

字路？ | ことば（放送用語） - 最近気になる放送用語 | NHK 放送文化研究所 2002
年 9 月 1 日記載） 

（指導教員：木村守教授） 
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「日中交流の壁」を触る 
Y16-S009 王 梓廷 

1. 研究動機と目的 
日中戦争の悪影響で、日中関係は氷河期になっていた。中華人民共和国の成立と政治

改革、および日本の復興とグローバル化の推進にともなって、70 年代には外交を回復

させてきた。その時期から 21 世紀始めまで、中日両国は親しい時代を歩んできたが、

21 世紀から現在、日中関係は再び悪化し、国民も互いに理解できない状況に陥ってい

る。本研究は、調査に基づいて様々な図表を説明し、日中交流に影響している要素を探

して、現状を真摯に展示することを目的として展開する。 
 

2. 研究方法 
主に図表分析法 
 

3. 調査概要 
（1）日中関係現状 

  「第 11 回日中共同世論調査」結果により、以下のグラフを引用する。① 

 
上のグラフを見ると、日本であろうと中国であろうと基本的に良くない印象を持って

いる数が良い印象を持っている数の 3 倍ほどになっていることが読み取れる。このこと

から、日中関係の基調は緊張であることがわかる。次に 2 つの時期は巨大な変化が起こ

っていることも読み取れる。それらは、2007 年と 2013 年である。 
全部分析すると、原因は明らかになる。 
2007 年：データから見ると、中国側が 2 つの選択肢を選んだ者は合計 60.9%。日本側

は 99.4%なので、顕著な違いが見える。2006 年 10 月、時の安倍首相は中国を訪問した。

次に 2007 年 4 月に温家宝総理は日本を訪問し、同年 12 月、時の福田首相も中国を訪
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れた。だから変化が著しかったのは、中国で日本に対して良くない印象を持っている数

だ。具体的には、「良くない」と答えていた層が急に減った。このことから、中国人の

もつ印象がだんだん良好なものに変わってきたと考えられる。 
2013 年：相手国に対し印象は極端に悪くなった。原因は領土紛争だと思われる。調査

主体のデータを見ると、日本側の 99.7％対中国側の 98％と全体的な比較として中国側

の日本に対して悪い印象を持っている者はやや多いと見える。 
全図表の構成は 2013 年を除いて、中国の良い印象を持っている割合は上がり、良く

ない印象をもっている割合は下っている。日本は逆に、対華態度が厳しくなっていくこ

とが確認できた。 
 
（2）日中両国国民互いに相手国を理解する方法（2014 年）② 

（左が日本側、右は中国側） 
日本側の主要な方法は、１位「日本のニュースメディア」96.5％、2 位「日本のテレ

ビドラマ、情報番組、映画作品」22.7％、3 位「日本の書籍（教科書も含む）」11.8％、

中国側の主要な方法は、1 位「中国のニュースメディア」91.4％、2 位「中国のテレビ

ドラマ、情報番組、映画作品」61.4％、3 位「中国の書籍（教科書も含む）」37.4％とな

っている。 
データの結果として、第 3 位までの項目は全部同じであり、両国は非常に似ているこ

とが読み取れる。また、90％以上の情報源は本国のニュースメディアだとわかる。つま

り主要方法はニュースメディアでは間違いない。2 位と 3 位は本国の書籍、各種メディ

アである点も同様である。 
第 3 位までの方法は等しく本国で相手国を知る方法だといえる。言いかえれば、両国

民の相手国に関する知識を得る方法は主に間接的な本国メディアに操縦されている、と
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も言うことができる。 
直接的な方法としての直接な会話、相手国への訪問、相手国のメディア宣伝などは

30％にも満たない。つまり、日中間の直接な交流は消極的だといえる。 
そして、全体的な傾向としては、比較的日本側の方法はやや単一的、中国は日本より

方法が多岐にわたることも分かる。 
 
 

（3）日中メディアの宣伝内容 
  以下は2004年一月から十月の中国の代表的な都市・夕刊紙六紙と人民日報の調査を行

い、JCC のシンポジウムで報告された報道内容の比較である。③ 

調査によると、日本に関する報道は社会、軍事と娯楽体育などが扱われていることが分

かる。しかし、民衆が見ることのできる日本に関する情報は日本の軍事、指導者、戦争と

被害など消極的なものが圧倒的に見える。地域差に関しては、東部経済発達地域は情報を

得やすいが、中西部地域は情報入手が難しいので、日本への理解も困難になる。 
以下は日本主要メディア（読売新聞、日本経済新聞、毎日新聞）が 2012 年中国反日デモ

についてのネガ報道数である。④ 
時間 読売新聞 日本経済新聞 毎日新聞 
2012.9.17 1 25 7 
2012.9.18 4 67 14 
2012.9.19 4 73 12 
2012.9.20 2 38 5 
2012.9.21 3 27 1 
この表によると、5 日で日本メディアは中国のデモについて集中報道したことが分かる。

報道はほぼネガティブで、もともと緊張していた両国関係の上で激しくさせたはずだ。経

済新聞も政治的干渉を行い、注目を惹かせるために多くの反中報道を掲げており、中国側

の不満が沸き起こることも無理がない。 
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4. 調査の結果 
各種の図表を分析から、以下のことが考えられる。 
1. 日中関係は、不景気が基調で、今後続く恐れもある。現時点では、中国は、日本よ

り相手国に対して好意を持っている人が多く、戦争から受ける日本人に対する悪印

象も減っている。その一方、日本では、中国に対し不安を持っている人が増えてお

り、中国政府と日本への旅行客の示す行為に悪印象を抱える場合もよく見られた。

両国文化と社会を互いに理解できないまま関係を修復することは容易ではない。 
2. 日中交流は活発ではない。民衆が受動的な姿勢を表す結果、マスコミから得る情報

を自分で考えずに吸収してしまっており、固定的な印象を持って相手国の行為を評

価している現状が読み取れた。 
3. マスコミの報道は日中関係の壁となっている。メディアは利益を追うものとして本

国民衆の希望に応じ、真実と離れ、政治的な影響も考慮せずに言論を行っている。

情報を得る主要な手段として、マスコミはある程度社会を支配する性質も含むため、

反日反中言論を出すことが社会傾向を変える効果も大きいと言えるだろう。 
 
5.まとめ 

日中関係を改善するため、現在の障碍を認識しなければならない。歴史問題、領土問

題を抱える日中両国は、地域による切ることのできない政治と経済関係を結んでおり、

悪化するとどちらにとっても重大な損傷だと考える。この障碍を乗り越えるため、政府

から国民に至るまで、積極的に交流する姿勢と善意を表しながら、現状を改善してかな

ければならない。できるだけマスコミをそのまま受け取らず、双方の立場で納得できる

ように考えることは一つの解決策になるだろう。 
 
参考文献 

①「第 12 回日中共同世論調査」結果 
http://www.genron-npo.net/world/archives/6365.html 
②「2014 年中日关系舆论调查研究报告」「中国日報」 2014-09-09 張 隕璧 
http://world.chinadaily.com.cn/2014-09/09/content_18568473.htm 
③「中国メディアの中の日本のイメージ」「中国 21」 2005-06-20 愛知大学現代中

国学会出版 高井 潔司 
④「浅析日本媒体涉华负面报道对中日关系的影响」 2013-05 華中師範大学 李 卓娇 

 
（指導教員：白勢彩子准教授） 
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日本の大学生の第二外国語の学習に関する意識や現状 
Y16-010 郭 洲 

1.はじめに 
現代社会では、それぞれの国や社会の相互依存度が急速に高まっている。メディアや交通

機関の発達により、日常的に情報と物と人間が国境を越えて移動している。日本に限らず世

界各国が相互依存することなしに単独で存在することや機能することは不可能となってい

る 1。 
日本では、世界の急速なグローバル化を背景に展開される外国語教育は現在英語教育を中

心に、多くの政策が作られている。なお、「第二外国語」とは、一般的に、中学・高等学校

などにおいて学習した英語（第一外国語）に対し、大学で新たに学習を始める外国語をさす。

文部科学省の報道発表「大学における教育内容等の改革状況について」2（2009）によれば、

大学院大学を除く全国の国公私立大学 719 校で第二外国語が教育されている。英語以外の

外国語では、開講している大学数の多い言語順に、中国語、ドイツ語、フランス語、朝鮮語

（韓国語）、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ラテン語、アラビア語が挙げられる。中

国と異なるのは、そのような第二外国語は英語専門の学生のみが受けなければいけないとい

う点である。また、日本の大学生自身は第二外国語の学習についてどう思うのか、また、第

二外国語の学習により、大学生は学力が伸びるのか、更にグローバル社会に対応することに

役立っているのかにについて研究を行う。大学審議会（2000）は「グローバル化時代に求

められる高等教育の在り方」について答申を出した。その第三章において、「今後は、特に

国際共通語としての重要度等が高まる言語あるいは近隣のアジア諸国の言語の教育につい

て積極的に改善に取り組むことが必要である」と述べている３。グローバル経済の発展にお

いて、中国、インド、ロシア等の新興経済圏の影響力が強くなる上に、各地の文化や価値観

を理解して交流を進めるため、大学の第二外国語教育をより重視すべきではないかと考えら

れる。 
本論文では、日本の大学生が第二外国語に対してもつ認識とともに、実際に勉強した体験

と第二外国語の実用性をアンケートで調べた結果に基づいて、第二外国語教育が実施されて

いる実情を分析し、現行の第二外国語教育における問題点を明らかにしたい。 

2.研究方法 
2.1 調査対象者 
日本在籍大学生に対し、第二外国語の学びに関する質問紙調査を実施した。学年・専門・

性別は問わない。東京学芸大学・一橋大学の知人に個人的に依頼をして実施した。配布数

30 件、回収数 30 件で、回収率は 100％であった。協力者は東京学芸大学 24 名、一橋大学

6 名 合計 30 名であった。 
2.2 調査方法 
日本の大学生が第二外国語に関するどのような意識を持っているのか、実際の学習にはど

のような考えなのか、第二外国語が役に立つのかという点を明らかにするために、大学生を

対象に第二外国語の学習についての調査を行い、その結果を集計して分析する。 
2.3 質問紙 
質問紙「日本の大学生への第二外国語の学びに関する意識や現状の調査アンケート」は第

二外国語に関する意識、学習体験、使用状況の三つの要素に関する 15 項目の多肢選択式、

評定尺度、自由記述の形式の質問から成る。 
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3.調査結果 

 
図１.二外を学ぶ必要があると思うか     図２.二外学習を重視するか(二外：第二外国語) 

 
図１は「第二外国語を学ぶ必要があると思うか」を問った結果である。「はい」と答える

人（21人）に対して、「いいえ」と答える人（9人）がわずかであった。坂野（2006）は「東

北大学で中国語教育を担っている張立波は、松山大学の中国語履修者アンケートの結果を引

いて、『初習中国語の授業を受けようとする学生にとって、単位を取ると言うことが一番の

目的』と述べている。そもそも学生は第二外国語がなぜ必要なのかという疑問を持っており、

概して第二外国語学習へのモチベーションは希薄と言える」との指摘していた4。しかし、

今回の調査では逆の結果となっている。これは、東京学芸大学、一橋大学の学生は求知心と

関心を持っているためと考えられる。 
図２は「重視する」が17人で、「重視しない」が13人で、大差は見られなかった。学生は

第二外国語学習に異なる態度を持つことがわかった。学生が学習指導要領における第二外国

語を修得する明確な目的や動機を持っていないことがうかがえる。 

 
 
 
図３を全体的に見ると、「学習の楽しさ」（4.8点）と「勉強する意欲」（4.2点）が高い。

「学習の難しさ」（3.8）と「頑張る程度」（3.5）が低い。最も高い項目（4.8）と最も低い

項目（3.5）の差は1.3である。学生は第二外国語の学習を楽しむことができるが、学習に対

してあまり積極的ではないと推測される。 
図４は「実用性」に関して、「役に立つ」と賛成する人（11 人）が反対する人（19 人）
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図３.第二外国語に関する勉強する意欲と学習の楽しさ、難

しさと頑張る程度の平均値 
  図４.二外が役に立つと思う
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より少ないことを示している。この結果は、第二外国語不要論を述べる坂野（2006）の「た

かだか大学の 1、２年間のみ学ぶにしかすぎない第二外国語が『実用』のレベルにまで達す

ることはできないと発想されるのである 5」という批判と一致する。  

 
図５.第二外国語を学ぶ意欲が（5→1、強→弱） 

 
図６.誰と第二外国語を使うか 

 
図７.どこで第二外国語を使うか 

図５を示す学ぶ意欲では、5（とても強い）を選ぶ人（15人）が圧倒的に多く、4（強い）

と答える人は5人である。それに対して、3（どちらも言えない）が4人、2（弱い）と答え

る3人であり、1（とても弱い）がか４人である。大多数の学生は第二外国語を勉強したい

という意欲が見られる。 
図６は大学生が第二外国語を使う対象を聞いた結果である。「担任の先生」は最多で12人、

「同じ言語の学習者」と「第二外国語の母語話者」がともに6人であり、「クラスメイト」

が9人である。また、「誰とも使わない」が10人であり、多くないが、第二外国語をまった

く使わない学生の存在がわかった。更に、「同じ言語の学習者」と「二外の母語話者」と使

う人が少ないことから、これは教育現場以外で第二外国語を使用する積極性が欠如している

ことによるものであると考えられる。 
図７は第二外国語を使う場所の統計結果を示す。「留学先」が7人であり、「ネット」が3

人である。「授業内」の人数（20人）が顕著に多く、「どこでも使わない」が13人である。

この図により、大学生が第二外国語の使用は授業内に限られ、活用する機会が十分でなない

という問題点が明らかになった。 
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4.まとめ 
本研究のアンケートを通じて、日本の大学生は第二外国語を学びたい意欲がある一方で、

学生が「教育現場での取り組みの不足」、また「授業以外で第二外国語を使用チャンスと対

象が少ない」という不満があることも明らかになった。第二外国語の母語話者者を教育現場

に連れて来ること、多様な教え方を使うことなどの対策を立て、学生をより楽しく話させる

ことが求められよう。つまり、実践的コミュニケーションの育成という目標は第二外国語教

育の教師が教授技能や教育方法を改善し、前向きに検討することによって達成されると考え

られる。 
さらに、第二外国語教育は大学における単位数の縮小や科目自体の削減などの変化に直面

しているという指摘がある6。しかしながら，現在の第二外国語教育の環境は短い時間には

改善されないと思われるので，まずはどうすれば授業数の制限の中で最大限の効果を得られ

るかを検討し始める必要があろう。これが取り組むべき短期的目標かと考えられる。 
次に、第二外国語学習のメリットを学生に強く指導することが必要であろう。それを理解

した学生は動機や目的を明確に持ち、積極的学習するようになるだろう。そのメリットとし

て、次のことが挙げられる。第二外国語学習により、より多くの情報を吸収し記憶すること

が学習曲線を著しく短くなる。さらに、他人に意味が通じるような文を作るために、より枝

分かれ的な思考のスキルを向上させることができる。つまり、問題に対して複数の解決策を

着実に考える訓練をすることに繋がるからである。「枠にとらわれない」の思考モードを実

践し、創造性が倍になるメリットもある。ひいては、商社や貿易関係の仕事などの経済活動

に参加する機会が増加する。以上のメリットで第二外国語の教員が授業の中で指導していく

ことが望まれる。 
最後に、学生の第二外国語学習の動機が、単位を取り、進学を容易にする手段を獲得する

ことである場合が多くある。そのため、このような第二外国語が「ただ役に立つ」という実

用主義の態度を改めて、より幅広い目で第二外国語学習の意義を見直すべきではないかと考

えられる。外国語を学習することで、相当するそれぞれの国の文化、社会、政治などについ

ての理解を深め、自らの今までの思考方法をより客観的に眺める機会を作ることが大切であ

ろう。今後、第二外国語教育が改良されることを期待している。 
 

参考文献 
1．古賀範理（2002)：「日本における外国語教育政策の現状と問題点」久留米大学外国語

教育研究所紀要 9，1-20，2002-03 
2.文部科学省（2009）：「大学における教育内容等の改革状況について」，2009.3 
3.大学審議会（2000）：「グローバル化時代に求められる高等教育の在り方について」，

2000.11 
4.坂野鉄也（2011）：「第二外国語教育の『新しい発想』」,滋賀大学経済学部 Working Paper， 

No.146，pp. 1-14，2011 
5.4 同掲書 
6．泉水浩隆（2009）：「日本(の大学)における第 2 外国語教育をめぐる現状と課題 : スペ

イン語教育を中心に」，學苑 821，A43-A52，2009-03-01 
7.山取清（2005）：「第二外国語教育の現状と未来」，近畿大学語学教育部（語学教育部ジャ

ーナル），77-89，2005 
（指導教員：中村純子准教授） 
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 日本と韓国のプロ野球産業の比較と発展課題 

Y16-S015 禹 秀彬 

はじめに 

日本のスポーツの中で野球は相撲とともに日本の国技と呼ばれている。野球の人

気に合わせて日本のプロ野球の人気は物すごい。日本のプロ野球リーグは巨大な市

場性を持っているアメリカのメジャーリーグベースボールの次に世界２位規模のプ

ロ野球リーグで、２０１６年基準アジアで平均観客数２位のリーグだ。比較して歴

史は短いが、韓国でも野球は最も人気のプロスポーツだ。北京オリンピックで金メ

ダルを取った２００８年以後では若者層の大流入とバンドワゴン効果1などで爆発

的に成長した。韓国の余暇文化においても野球はスポーツの中で重要な役割をして

いる。  このように両国のスポーツ産業で大規模を占める野球産業の比較を通じて

現在の問題点とこれからの発展課題について研究しようと思う。 

 

日本と韓国のプロ野球の発足と親企業 

日本のプロ野球リーグ（NPB)2は１９３６年に公式的に発足された。アメリカの

メジャーリーグと同じく２リーグでセントラル・リーグとパシフィック・リーグにな

っている。各リーグに６個ずつ総計１２個の球団がある。三星（サムスン）グルー

プ・現代自動車グループなど財界１・２位に入る大企業が野球団を運営する韓国とは

異なってNPBはいくつかの企業を除くと親企業の規模が韓国よりはるかに小さい。日

本で野球団を運営する企業は意外に大企業よりは中堅企業・地元企業が占めており、

その業種が多様である。それでは日本の大企業はスポーツ球団の運営に興味がないの

だろうか。そうではない。日本の大企業は主にサッカーを支援している。２０１１年

経済誌フォーブスが選定した世界２０００社の中で日本の企業は２５８社であった。

このうちプロ野球団を運営する企業はソフトバンク・オリックス・楽天・阪急阪神の

４社であり、プロサッカーチームを運営する企業はトヨタ自動車・三菱グループ・日

本電信電話・住友商社・日産自動車・パナソニック・富士通と他２２社である。日本

の大企業が野球団を運営しない理由は何だろうか。日本野球の保守性がその一つとし

て挙げられる。日本の大企業は以前から野球団に関心が高かったが、創設の機会があ

るたびに門前払いされたと言われている。現在、日本の大企業は輸出産業を中心とし

た加工貿易企業だ。NPBはこのような企業が野球団の運営をしっかりとすることがで

きるのか疑問を投げかけた。このような保守的な考えが後悔を招いた。２００４年日

本プロ野球に危機が高まる。オリックスと近鉄の合併とダイエーの不渡りの問題が発

生した時NPBで大企業の助力を願ったが、大企業はすでにスポーツチームに支援をし

                                          
1 ある選択が多数に受け入れられている、流行しているという情報が流れることで、その選択への支持が一層

強くなることを指す。 
2 Nihon Professional Baseball 
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ているという理由で断った。 NPBはプロ野球に危機が訪れた時に大企業の参加を誘

導できなかった。また、かつて近鉄が消費者金融の大企業であるアコムの会社ロゴを

ユニホームに入れた時とアメリカのロサンゼルス・ドジャースを買収できるほどの能

力があるオーストラリアのニュースコーポレーションが近鉄を買収するという報道が

出てきた時に外国資本企業や消費者金融企業に嫌悪感を持っていた読売新聞グループ

本社の渡辺恒雄会長が強硬に反対したということを通じても日本のプロ野球の保守性

を知ることができる。結局、プロ野球に関心があった第三次産業の企業であるソフト

バンクと楽天が参入することになった。一方、サッカーチームを運営している大企業

はスポーツマーケティングのファーカスを主にサッカーに当てているので野球への投

資はほとんど行われていない。 

一方、韓国のプロ野球リーグは１９８０年５・１７戒厳令で政権を握って執権し

た全斗煥大統領の３Ｓ3政策で発足された。サッカー界がプロ化に莫大な費用がかか

ると報告したことと異なって野球界は政府の補助なしでプロ野球を発足させることが

出来ると報告した。この提案に当時の執権者たちの興味が湧いて以後各地域を本拠地

別に分割し、創立企業を物色することになった。プロ野球に参加する企業を選定する

                                          
3 Screen（映画）、Sport（プロスポーツ）、Sex（性産業）を用いて大衆の関心を政治に向けさないようにす

る愚民政策である。 

図１歴代野球親会社「業種」勢力図 
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際に、親企業の条件は財務構造が堅実な常時労働者3万人以上の大企業であった。先

に述べた通りそれが今に続く韓国のプロ野球団の親企業のほとんどが大企業である理

由である。リーグは単一リーグで現在１０球団となっている。 

 

日本と韓国のプロ野球の経営問題と課題 

 NPBは経営面で韓国のプロ野球（KBO）4と似た問題を抱えている。プロ野球球団

の運営を親企業の広報手段として考えたので物すごい野球の人気にも経営収支の改善

はうまくいかなかった。ここでセ・リーグ5、特に読売と阪神という二大人気球団の

影響力が強い。２００８年 NPB全体のテレビ中継権の収入１億１７４０万ドルの９

０．５％はセ・リーグ６球団の分だった。そして７７．７％が読売と阪神で、読売は

半分を超える５１．８％だった。メジャーリーグ式統合マーケティングが難しい構造

である。パ・リーグ6球団は全国テレビ中継放送の数がセ・リーグに比べて大幅に少

ないため、ビジネス上に多くの困難がある。それでセ・リーグ球団に現行２リーグ制

から単一リーグ制に変えることを主張してきたが、今までセ・リーグの協力を得てい

ないままだ。しかし、最近になって統合マーケティングに目覚めパ・リーグ  ６球団

の専門家を選出し韓国のKBOP7と類似な統合マーケティング組織を作った。逆に

セ・リーグはリーグレベルで統合された中継を提供するKBOリーグ、メジャーリー

グ、パ・リーグよりはオンラインアクセスが良くない。一応パ・リーグは６球団が統

合中継サービスを提供しているが、セ・リーグは読売がジャイアンツライブ、阪神が

虎テレでサービスを提供し、広島は地域放送であるＲＣＣがＰＰＶでカプライブをサ

ービスするなど、完全にバラバラだ。KBOの場合は中継プラットフォームがテレ

ビ・ネット・アプリ等多様に存在して視聴することが簡単な方だ。 

球団の自立度の面をみると、  KBO の野球団は独自企業としては自生力がない

と指摘されている。NPBは親企業の規模は韓国より小さいが球団の運営費は韓国より

高い。それでも球団の運営がうまくいくことから球団の自立度が韓国より高いことが

分かる。NPBでは球団の運営と球場の運営を一体化する努力をしている。横浜は２０

１６年にホーム球場の過半数の持ち分を取得して一体経営に突入した。２０１２年に

はソフトバンクが８７０億円を投資し福岡ドームをシンガポール政府投資公社から引

き取った。毎年５０億円を超える貸し賃の負担を軽減し、球場を収益源として活用す

る計画だった。収益構造をみると KBOの野球団も球場との一体型経営が切実である。

現在 NPBで親企業が球場を持っている球団は全て６個だ。そして、楽天と広島は親

企業またはスポンサー企業が球場の命名権を取得して野球団運営の効果を引き上げた。 

色々な問題点にも関わらず、NPBは２０１２年から観客が毎年増えている理由は

                                          
4 Korea Baseball Organization 
5 セントラル・リーグの略字 
6 パシフィック・リーグの略字 
7 KBO傘下のマーケティング担当会社。KBOが非営利団体なので営利的な活動を目標で設立。 
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問題解決のために統合マーケティング組織を作ったり、メージャーリーグ式の団長で

あるＧＭを任命したりするなど様々な努力があったからだと思う。若者からの人気を

取り戻すために多様なメディア・ゲームなど若者層の文化に向けてマーケティングす

るのも印象的だった。 KBOの場合は球団の自立度を高めるのが急を要する。NPBと

同じく観客数は増えているが、親企業の支援金に頼る今の状況では球団運営で利益が

出ない。企業的な側面で真のプロスポーツ企業として自立基盤を用意するために球団

とリーグ経営に関する集中的な研究と関心が必要な時点だ。 

 

おわりに 

日本と韓国のプロ野球は発足された背景が異なるため産業構造上違う部分が多い。

しかし、韓国の野球産業は日本から大きな影響を受けており、日本も韓国の野球産業

のファン文化をベンチマーキングするなど両国がお互いに影響を与えている。それで

これからの野球産業のために両国の事例を分析しながら、そこから学んだものを発展

の土台にすることが重要だと思う。  

 
参考文献 
1.日本プロ野球（NPB)、消極的なコミッショナー・親企業に依存  
http://star.mt.co.kr/view/stview.php?no=2015021715553770802&type=1&outlink=
1 
2. １０球団時代、韓国プロ野球未来に行く道 
http://isplus.live.joins.com/news/article/article.asp?total_id=18752962 
３．野球の経済学 
http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=JB11&newsid=01469446612520
672&DCD=A10101&OutLnkChk=Y 

（指導教員：北澤尚教授） 
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和食と塩分による健康 
Y16-S016 ベ ハナ 

はじめに 
 韓国は１９５０年代までに食料不足で死ぬ人がいた。これをみるとどんなに食っていく

のが重要な時期だったのかが分かる。時間が経ってその時代はだんだん忘れていてもう肥

満との戦争を宣布しなければならない時期が来たのである。空腹を満たすための食事では

なくてどんなものをどうやって食べるのが重要な時期が来たのである。 
 特に日本料理は世界的に健康になる料理と呼ばれている。アメリカの健康専門月刊誌「ヘ

ルス」による世界の５大健康食品が発表され、韓国のキムチをはじめ、日本の大豆が選出

された。全世界のたくさんの食べ物の中で選出された大豆料理は日本の伝統の食べ物であ

り、世界に広がる日本の文化遺産だとも言える。国を表現するためにスポーツや芸術や産

業以外にも食文化が持っている力はすごくあると思う。 
 健康になる食事という流れに自然と合わせている日本料理。日本の食文化と健康との関

係、残っている課題について研究しようと思う。 
 
調査概要 
和食は周りでよく知られている世界的な飲食になった。2013 年 11 月には「和食」の無

形文化遺産への登録がユネスコの事前審査で勧告され同年１２月に登録された。1 
和食の特徴は何かというと日本は北海道から九州まで南北に細長い島国でこの環境は

様々な動植物の生存と豊かな漁場を形成し多様な食材の提供ができた。それで暖帯から亜

寒帯までの気候の分布は同じ食材だとしても発酵から冷凍まで多様な架空および貯蔵がで

きるようにして様々な調理法が発達した。つまり四季ごとに生産される食材が豊かでその

旬の新鮮な材料を使ってその旬の味を生かす調理法にしている。また和食は食品に手を余

り加えず、そのものの風味、よさを引き立たせる傾向が強く、塩で甘みを引き出したり、

だしの利用、アク抜きなど、しばしば「引き算の料理」と表現される。日本人はおいしい

ものを探し、その持ち味を味わうことを第一としており、おいしくないものに手を加えて

まで食べたいとは思わなかったとその調理の「消極性」が表現されることもある。 
 多様で新鮮な食品、一汁三菜を基本にし栄養バランスに優れる、自然や季節の表現を重

視している。ヘルシーであるとして世界中で注目を集めている和食。日本のものは「高品

質で美味しい」「日本食は健康に良い」という現地の人達の健康・安全志向に合致し、特に、

アジアの経済的な所得の伸びに伴う「生活を豊かにするための食」の中で世界的に評価さ

れている。海外にある日本食レストランは、推計で 20,000～24,000 店舗である。 
地域ごとには大きく関東と関西に分ける。まず関東地方の料理は東京を中心に発達され、

江戸料理と呼ばれる。普段赤みそや砂糖や濃い醤油を使って料理の味を濃くする。それで

甘くて濃い味、濃厚な味が特徴である。 
 

                                                  
1 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%99%E7%90%86（2017.
2.19） 
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図１．健康的な和食の特徴2 

 

関西地方の料理は京都と大阪を中心に発達され、江戸料理に比べて薄い味の醤油を使っ

て柔らかいがこのしょうゆも味が濃い。しかし砂糖を使わず材料そのものの味を生かして

材料の色や形態を生かす。 
 ここで発見できるのが日本料理の主な調味料は塩、しょうゆ、みそのように塩蔵類に基

づいていてだいたいナトリュム含有量が高い。食事のカロリーを計算すると、煮物や焼き

魚など、和食には低カロリーのものが多いことに気付く。しかし栄養素を細かく見ていく

とカロリーは滴正でも塩分が過多になってしまうことが多い。この理由とは熱帯性気候を

接する海岸は塩分の消費量は高くなることと漬物の発達が原因だ。漬物としては生姜、梅

干し、たらこの塩辛などが挙げられる。 

表１．食塩相当量の多い食品ベスト３２3 

*食品 100g 当たりの食塩相当量の含有量 単位:g 成人男子目標量：8g 未満 

成人女子目標量：7g 未満 

                                                  
2 https://ovo.kyodo.co.jp/wp-content/uploads/2016/10/0422649_02.jpg（2017.2.19） 
3 http://www.eiyoukeisan.com/calorie/nut_list/salt.html（2017.2.20） 

うめ干し 22.1g オイスターソー

ス 

11.4g はまぐりの佃

煮 

7.1g 生ハム (長期熟

成) 

5.6g 

あみの塩辛 19.8g みそ(豆みそ) 10.9g 紅しょうが 7.1g めんたいこ 5.6g 

とうばん醤 17.8g みそ(麦みそ) 10.7g いかの塩辛 6.9g きゅうりのぬか

漬 

5.3g 

しょうゆ(薄口) 16.0g めんつゆ(3 倍) 9.9g しらす干し/半

乾燥 

6.6g たらこ(焼) 5.3g 

しょうゆ(濃口) 14.5g 粒うに 8.4g 米みそ/甘みそ 6.1g ふくじん漬 5.1g 

ザーサイ 13.7g ソース (ウスタ

ー） 

8.4g のりのつくだ

煮 

5.8g すじこ 4.8g 

米みそ/赤 13.0g こんぶつくだ煮 7.4g たかな漬 5.8g なすのからし漬 4.8g 

米みそ/白 12.4g ノンオイルドレ

シング 

7.4g とんかつソー

ス 

5.6g たらこ(生） 4.6g 
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世界保健機関（ＷＨＯ）は塩の摂取量を成人は１日５グラム未満にするべきだとする新

たな指針を公表した。日本は塩の取りすぎが以前から指摘され、厚生労働省によると、２

０１１年の１日の平均摂取量は成人男性が１１・４グラム、成人女性が９・６グラムと新

指針を大きく上回っている。厚生労働省は、塩摂取量の１５年までの現実的目標として、

男性９グラム未満、女性７・５グラム未満を掲げ、さらに下げることが望ましいとしてい

る。 
 コルドン・ブルーというフランスの料理学校のフランス人教員の講演で、「日本の料理は

最後に塩を加えて味を調えるものが多すぎる。最後に塩を加えても実は塩味は効かない。

塩は最初に加える物だ。そのほうが同じ量でもしっかり馴染んで塩味が効いてくる。日本

人が塩分を取り過ぎるのは塩を使うタイミングにもよる」と言っている。つまり同じ塩味

に感じても実は最初に入れるのと、最後の仕上げにいれるのとで分量が違う、というのだ4。  
 例えばステーキを焼くにしてもかなり前に塩を振ってしっかり浸透させるのが分かる。

洋食は脂、香辛料、ハーブ類が多用されていて味わいに満足感がある。そのため塩分が 
少なめで味が薄くて物足りない、とは感じないことが多いようだ。例えばファミレスの煮

込みハンバーグの塩分量は 2.0～2.5ｇ前後だがきつねうどん一杯の塩分は 6.5ｇ以上だ。 
 では、どのような工夫で塩分を控えれば良いのか？お食事をとる上でのポイントとして

の方法がある。新鮮な食材を持ち味を活かして薄味で調理すること。ハーブ、スパイス、

果物の酸味などを利用すること。低塩の酢、醤油、ケチャップやソースなどの調味料を使

うこと。味噌汁は具だくさんにし、汁気を減らして塩分につなげる。目に見えない塩分が

隠れている外食や架空食品を控える。塩分が多い漬物を控える。味付けを確かめてから調

味料を使う。麺類のつゆを残すなどがある。全部残すと２～３g 減塩ができる。あと１品は

洋風料理にする、煮物にせず表面に味をつけるソテーにして表面に味をつける調理方法に

変えると、少しの調味料で味をしっかり感じることが出来る。 
 しかしながら健康になる和食も多い。世界で認定された日本の大豆料理はタンパク質が

豊富で「コリン」と呼ばれる頭のよくなる栄養も含まれる。このコリンが体内に入るとア

セチルコリンに変わる。運動神経、交感神経、副交感神経の伝達物質で筋肉や内臓や脳の

働きを手伝う。植物性のタンパク質が摂取できるうえに発酵食品にすることで乳酸菌によ

る整腸作用も期待できる。また味噌、豆腐、納豆、醤油、きな粉など日本の伝統的な食材

なので日本人必須食材とも言える。特に発酵させることでうまみ成分が増やして美味しい

と感じやすくなる。 
 
まとめ 
 日本は細長い島国で様々な食材が沢山とれるし料理としては恵まれた国だと思う。 主食、

主菜、副菜が揃えていて栄養バランスが良く、米を中心とする雑穀、野菜、魚介類と海藻

が主な食材で低脂肪、低カロリーだ。発酵食品も多くて旬ごとの食材の良さを活かした料

理だ。 
 それでも日本は、世界的に見ると、塩分を多く摂っている集団に位置している。その点

を保安したら健康にも和食にもいい影響になることだけではなく日本という国の世界的な

認識や発展にも役に立つと思う。 
                                                  
4 『塩分のとりすぎがあなたの体をむしばむ』（済陽 ⾼穂/PHP研究所） 
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おわりに 
 日本に韓国や他の国の友達が来て一緒に食事をするとき「和食は塩分が強いけれど本当

にヘルシーなのか？塩分を取りすぎじゃないか？」と聞かれたことがたくさんある。当時

は和食がヘルシーだと信じていてまた和食について詳しくは分からなかったので「はい」

と答えたのだが本研究を通じて和食についての勉強になって良かった。 
 韓国も日本と同じく食事に塩分の数値が高くて比較してみることもできた。韓国と日本

両国が頑張って飲食の塩分を下げ、自国の健康も守って今より世界で最も健康的な料理で

認定されるようになってほしい。特に日本の小食文化は学びたいと思った。 
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やさしい日本語を普及するために 
—在日外国人日本語能力と日本に進出する外国人に対する日本人大学生の認識状況—  

Y16-007  武 雅雯  
１．はじめに 
現在日本に定住している外国人の数は増加し続けているという現象について、様々な原

因が考えられるが、簡単に言えば、自己実現の場を海外に追求しようとする人の流れと外

国人の力を必要とする日本の動きが同じ方向性を持っている（庵、2013）。外国人を受け

入れようとするとき、最初に解決すべきことはことばの問題である。普通の日本語や英語

などより、「やさしい日本語」は有効的定住する外国人のことば問題を解決する得策とし

て期待されている。「やさしい日本語」を普及するため、まず現在在日外国人の日本語能

力状況を把握することが不可欠である。しかし現階段では全面的な調査が見られず、むし

ろ実施することは現実的ではないともいえる。本稿では、東京学芸大学に在学している外

国人 20 人、日本人大学生 11 人、在日外国籍社会人 2人を対象に行ったアンケート調査

を分析し、中短期滞在する外国人の日本語能力、日常生活の状況と日本に進出している外

国人に対する日本人大学生の認識状況に焦点を当て考察する。調査の結果から、外国人が

有する日本語で日常生活に対応することはできるが、カタカナで構成された単語に困難を

感じることもあることが分かった。また、日本人大学生が外国人と接触する場合、自ら分

かりやすい日本語に変更するというような外国人に配慮をする意識も備えているが、まだ

徹底していないと考えられる。 

以下 2章ではやさしい日本語を簡潔に紹介する。3 章では外国人の日本における生活に

ついて報告し、考察したことを先行研究に照らして論ずる。4 章では日本人を対象に実施

した外国人に関する意識調査の結果を示し、分析結論を述べる。そのあと、現象に即し、

どのように共通言語「やさしい日本語」を普及すべきかということについて述べる。本稿

は特定の人に対象とする試行的な調査であるため、代表性を備えていない。今後、調査対

象者数を増やし分析方法を精緻化するなどし、検討の妥当性する必要がある。 

 

２．やさしい日本語について 

「やさしい日本語」とは、普通の日本語よりも簡単で、外国人もわかりやすい日本語の

ことである。1995 年 1 月の阪神・淡路大震災は 6000 人以上の死者、4 万人以上の負傷

者が出てきた大震災である。被災したのは日本人だけでなく、外国人も数多く被害を受け

た。その中に日本語も英語も十分に理解できず必要な情報を受け取ることができない外国

人がいたため、かれらを災害発生時に適切な行動を取らせるように必要な情報を簡単な日

本語で提供する方策を出した。これが、専門用語として「やさしい日本語」という語が使

用された最初だ。これは、地震などの災害が起ったときに有効なことばである。 

「やさしい日本語」日本人と外国人、外国人同士が日本語でコミュニケーションすると

き（通称接触場面、以下「接触場面」と呼ぶことにする）、相手の日本語レベルに合わせ

て調整された共通言語である。接触場面で、外来語の入れ替え、ことばの繰り返し、文法

の簡略、漢字の削減など日本語になんらか制約をかける方法で外国人に日本語を理解しや

すくすることができる。自己実現の場を海外に追求しようとする人の流れと外国人の力を

必要とする日本の動きが同じ方向性を持っている（庵、2013）という現状では、これから

日本社会を支えていく上で外国人の力が必要であるとすれば、日本にやってくる外国人が

母国でと同じような日本においても自己実現できることを保証する必要がある。 

国立国語研究所が行った定住外国人を対象とする全国の調査の一環として広島市で行わ

れた調査を分析した岩田（2010）の報告によれば、母語以外で分かる言語を問う質問（複

数回答可）に対し、調査対象者 70.8%が「日本語」と答えたのに対し、「英語」と答えた

人は 36.8％に留まっている。（全国平均では、日本語 62.6%、英語 44％となっている。
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つまり、外国人に対する情報提供という観点からは英語は不適格であると言える。また、

多文化共生を実現するためには、外国人の受け入れ政策を整えるだけでは、まだ不十分で

ある。なぜかというと、政策に命を吹き込むのは、社会の生きた人間の感情や態度である。

どんな立派な政策や対策を作ったとしても、実際にそれを具体化する人々が「外国人」に

対して否定的な感情を持っていたら、外国人と共に多文化共生社会を実現することはでき

ないのではないか（イ・ヨンスク 2013）。つまり、やさしい日本語は外国人が日常生活

を円滑に送れるために使用される言語だけではなく、接触場面での共通言語にもなれるも

のである。そして、やさしい日本語の普及について、日本人が外国人対する態度が一層積

極的になることが期待されている。 

  
３．外国人を対象に行った調査の実施状況と分析結果  
３－１ 実施対象 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アンケートは、2016 年  12 月に、東京に居住している外国人を対象に行った調査である。

対象は社会人 2  人以外、残り 20 人が東京学芸大学に在学している留学生である。留学生

の国籍は中国 18 名、ポーランド 1 名、韓国 1 名である。社会人の国籍は韓国 1 名、中国 
1 名である。全員が日本で教育を受けたことがある。滞在期間は図 2 に示したように、3

月～1年と 1年～6年間滞在した人が各 10 人、45. 5％を占める。3 月以下と 6年以上の各 
1 人、4. 5％である。 

 
３－２滞在時間と日常会話自由度分布 
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滞在時間の長さ及び日本語で日常会話に対応できる程度を表 1に示す。観察しやすい

ように、以下の図 3のように形に変えることにする。 

「日本語での日常会話

を不自由なしに済ませる

か」という問題を評定尺

度式の質問に設計し横座

標は「とてもそう思う」

から「全くそう思わな

い」までの 5 段階に区切

ることにする。 

各色の塊の面積は年齢

層に所属する人数を示す。

調査の結果は「そう思

う」を選択した人の数は

最も多い。6年以上滞在し

ていた人が「とてもそう

思う」を選び、1年以上滞

在した人全員が日本での生活に不自由を感じていないことが分かった。3か月～1年間滞

在してきたに人が「そう思う」と回答したが、自信がない人もいる。図 3から見れば、滞

在時間が長ければ長いほど、会話能力が上がっていくことが考えられる。 

また、生活に不自由を感じていない割合が相対的に高いが、これについて注意すべき必

要がある。こう調査の回答者の多くは、大学の日本語教室に来るや日本で大学かつ大学以

上の教育を受けた人々であり、日本語を学ぼう、他の人々と交流しようという意志が強い

ことが想定されることであり、こういった場に来ない人々の傾向とは異なる可能性がある。 

看板や告示板に困難のある部分を選ぶという複数選択質問では、カタカナを選択した人

最も多く割合を占めた（18 人、81.8％）。続いて敬語 8 人（36.4％）、語順 5 人
（22.7％）、文法 4 人（18.2％）、漢字 2 人（9.1％）である。対象とする外国人にとっ

て、カタカナが最も難しい部分ということを明らかになった。カタカナが難しいと思う人

が多数に占める理由について、（庵、2016）はカタカナで構成されたことばを「日本語」

として使用している場合、看板を外国人が見ることを想定していない、としている。庵に

よると（2016）、「アイドリングストップ」という例が挙げられる。日本語では「アイド

リング（エンジンの空ぶかし）をしないこと」を意味するものとして使用されている 
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が、”idling  stop”という表現を英語として強いて解釈すると、「アイドリングしながら

停車すること」になり、本来の意図と正反対の意味になってしまう。「アイドリングス

トップ」は「日本語」なのだから問題ないという考え方が外国人にカタカナ、つまり和

製英語の意味を勘違いさせる可能性があるのである。筆者の個人経験では、公共の標識

や掲示に名称や地名などオリジナルの音を表記するために、カタカナが長くなる。これ

もカタカナが難しくなる原因の一つとして挙げられる。歩き通りかかり時、あるいは高

速運転している自動車から道路標識を見る場合、瞬時に意味が取れないこともよくある。

しかし、前に言及したように、調査対象とするのは中国人が全体の 91％を占めており、

漢字圏の住居者に限定した傾向と考えた方が良いだろう。 

 
４．日本人を対象に行った調査の実施状況と分析結果 
４－１ 調査意図 

二つ目の調査は、滞在してい

る外国人以外、東京学芸大学の

日本人学生を対象に国際意識と

外国人に対するイメージについ

て実施した調査である。アンケ

ート配布数  15 枚、回収数  11 枚。

在学大学生のため、年齢は 20 歳
前後と想定している、 

 
４－２ 国際意識の調査結果 

図 5 に示した通り、「周りに外
国人がよく見られるか」という質
問に対し、81.8％（18 人）が
「はいと答えた。「相手の日本語
レベルに合わせるため、自ら日本
語を分かりやすいように調整する
ことがあるか」という質問に、11
人（100％が「はい」と回答した。
近年、東京学芸大学は積極的に外
国の学校と交換留学を催している。
平成 28 年 5 月のデータによると、
外国留学生の正規生と非正規生合
計 310 人、大学総学生数 4471 人
の 6.9％を占める。このデータに
照らせば、大学内に外国人の姿が見られる
のは稀なことではないことが推察される。
また、調査対象とする日本人学生が外国人
とできる限り順調にコミュニケーションす
るために、積極的に日本語を調整する意識
と外国人に配慮する意識を備えていると思
われる。 

「見知らぬ人に声をかけるとき、かけら

れるとき、相手は外国人かもしれないとい

う意識を常に持っているか」については、

18.2％（3 人）が「はい」と回答した。前

に触れた「周りに外国人がよく見られる

か」に「はい」と答える人が
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81.8％（18 人）であったが、このように、調査対象がなんらかの国際意識を持っている

としても、主体的に外国人と接触する意識が強くないことが分かった。 
 
 
４－３ 外国人の進出を希望するか 

現在日本に来ている外国人の数をどう思うの

か、さらに進出してほしいかという問題を尋ね

た。図 8 に示したように、「現在外国人の進出

数」については、多いと思う割合が  63.6％（7 
人）、外国人をさらに進出してほしいを思う人

の割合が 81.8％（9人）。また、外国人に進出

してほしい理由を自由記述で尋ねたところ、

様々な理由があった、まとめて以下の 4 点であ

る。 

1．グローバル化が進んでいる現在、日本人がも

っと外の声を聞かなければならない。 

2．多様な社会になるため、異文化交流が必要で

ある。 

3．多文化共生 

4．特別な場ではなく、外国人と日常でも交流で

きるようになったら、日本人が外に出やすくな

る。 

また、外国人に対して警戒心を持っている日本人

が多いため、簡単に受け入れることができないと判

断する人もいた。外国人がこれ以上進出してほしく

ない理由として挙げられる。 

本稿で実施した調査では、「やさしい日本語」

ということばの知名度について、日本人大学生に

尋ね結果、「はい」と回答した人数が 6 人

（54.5％）、「いいえ」が 5 人（45.5％）である。 
 
 
結論 

東京学芸大学のような留学生を積極的に受け入れる大学で、81.8％の人が周りに外国人

がいるという意識を持っていても、話しかける相手が外国人である可能性を 81.8％の人は

考えていない。これは主体的に外国人と対談する意欲が低い、会話する可能性を考えてい

ないと考えられる。また、対象者と外国人交流するとき、相手の日本語能力に合わせて、

自分の日本語を調整する意欲があったとしても、「やさしい日本語」を知っている割合に

照らせば、どのように日本語を調整すればいいのかわかっていないという可能性もある。 

本レポートは外国人を対象とする調査では、調査対象全員日本で日本語教育を受けたこ

とある人であるため、留学生タイプの外国人の認識の一部を描いたものとなった。彼らの

回答から、組織的に日本語教育を行う機関では、日常生活で頻繁に使用されるカタカナの

勉強に力を入れる必要があると考えられる。また、看板や告示板の作成者が看板の読者は

日本人だけでなく、外国人が含まれることを想定する必要がある。瞬時に意味をとれるた

めに、複雑な長いカタカナの使用をできるかぎり避けようとすることも重要である。この

点からも、「やさしい日本語」というコンセプトの普及の必要があると考えられる。 

- 37 -



［一つ＋の＋NP］・［NP＋の＋一つ］の使用実態に関する考察 
−名詞文の述語名詞句での用法を中心に− 

Y16−S501 李 琳 
1. はじめに 

数量名詞「一つ」は、連体助詞「の」を介して名詞句（NP）と結びつき、［一つ＋の＋NP］と［NP
＋の＋一つ］という2種の名詞句を形成することができる。これらの名詞句は名詞文「AはBだ」の

B（述語名詞句）として用いられる場合は多い。 
（1）覗きは｛一つの病気/病気の一つ｝ですから、お炙を据えただけでは治りません。 
（2）日本で4 番目の長い歴史を持つ『遊亀公園付属動物園』。迫力ある猛獣を近くで見ることができ

るのは｛一つの魅力/魅力の一つ｝だ。 
しかし、［一つ＋の＋NP］と［NP＋の＋一つ］の間では、両方の使用が自然な場合と、いずれか

一方の使用のみ自然な場合がある。 
（3）雪平夏美に会えたことは｛一つの奇跡/⁇奇跡の一つ｝だと思っています。 
（4）岡山市は｛⁇一つの政令指定都市/政令指定都市の一つ｝です。1 

つまり、名詞文「AはBだ」のB（述語名詞句）としての［一つ＋の＋NP］・［NP＋の＋一つ］の

使用状況は、論理的には下の表1に示した4通りのパターンが考えられる。2 
 

表1 ［一つ＋の＋NP］・［NP＋の＋一つ］の使用状況 
 A B C D 

［一つ＋の＋NP］ ○ ○ × × 
［NP＋の＋一つ］ ○ × ○ × 
 
本研究では名詞文の述語名詞句における［一つ＋の＋NP］と［NP＋の＋一つ］という2形式を考

察の対象とする。そして、『朝日新聞記事データベース聞蔵Ⅱビジュアル（以下「聞蔵Ⅱ」）』を用い、

［一つ＋の＋NP］・［NP＋の＋一つ］の使用実態を把握した上で、上述の A・B・C の三つのパター

ンの特徴を分析していき、さらにその特徴を生み出す要因について考察を行いたいと思う。 
 
2. 先行研究 
2.1.坂本智香（2016） 

坂本（2016）は［一つ＋の＋NP］・［NP＋の＋一つ］の使用状況と、各パターンの特徴を概観した。 
具体的にはまず、［一つ＋の＋NP］の使用について、単独では不自然と見なされる場合でも、副詞

「あくまで」によりカテゴリーの固定が強調されれば自然と見なされるようになることが挙げられる。

そして、［NP＋の＋一つ］の使用については、やはり単独では不自然と見なされる場合に、「どのよう

な NP であるか」に関する情報が付加されることにより自然と見なされるようになることが挙げられ

る。さらに、坂本（2016）は［一つ＋の＋NP］と［NP＋の＋一つ］のそれぞれが独自に有している

機能の観点から、これらの特徴を生み出している要因について考察した。その結果、［NP＋の＋一つ］

は聞き手の発話解釈にたいしてNPを限定的に解釈するよう指示する機能を担っているのに対し、［一

                                             
1 上述の例文は坂本（2016）から引用され、「⁇」の記号は［一つ＋の＋NP］・［NP＋の＋一つ］の使用に違和感がある場合に付されるも

のである。 
2 本論文ではパターンDを除外して、A・B・Cを研究対象とする。 
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つ＋の＋NP］は非限定的に解釈するよう指示する機能を担っており、このことが、2形式の使用状況

における違いを生み出す要因となっていることが明らかとなった。 
 
2.2.建石始（2009） 
建石（2009）は、非指示的名詞句における数詞「一」の独自性に関する考察として、「N＋の＋一＋

助数詞」と「一＋助数詞＋の＋N」の用法を分析したものである。 
まず「N＋の＋一＋助数詞」は「主語名詞句が述語名詞句の一部分である」という意味を表し、 「一

＋助数詞＋の＋N」も「ほぼ同じような意味」で措定文の述語名詞句として用いられる。そして「一

＋助数詞＋の＋N」については、上述の意味を基本とする2つの用法があることも指摘されている。1
つは部分明示用法であり、述語名詞句に当てはまるものが主語名詞句以外にも存在し、主語名詞句は

あくまでその一部分であることを明示的に伝えるために「一＋助数詞＋の＋N」が使用される。もう1
つは部分認定用法であり、主語名詞句が述語名詞句の典型でないにもかかわらず、その一部であるこ

とが「一＋助数詞＋の＋N」によって伝えられる。逆に主語名詞句が述語名詞句の典型的な成員と考

えられる場合には「一＋助数詞＋の＋N」が使用できないことも指摘されている。「一＋助数詞＋の＋

N」に 2 つの用法がある理由については、部分明示用法では述語名詞句の表すカテゴリーと主語名詞

句の指し示すものとの同質性が、同様に部分認定用法では異質性が関わっているためであるとされて

いる。 
しかし、坂本（2016）の結論は実際の用例で実証されていなく、反例が挙げられる可能性がある。

建石（2009）では「一＋助数詞＋の＋N」の用法の分析に重点が置かれているが、「N＋の＋一＋助数

詞」についての記述は不十分である。つまり、コーパスから収集される実例を見ながら、2 形式の使

用実態を明らかにした上で分析を行う必要がある。 
 

3. 研究方法 
［一つ＋の＋NP］と［NP＋の＋一つ］の名詞文の述語名詞句としての使用実態を見るために、本

研究はコーパスを用い用例調査を行って、考察を行うという研究方法を採用する。 
 

3.1.調査対象 
名詞文の述語名詞句における［一つ＋の＋NP］と［NP＋の＋一つ］という2形式を本研究の調査

対象とする。 
  

3.2.使用するコーパスと検索条件 
本研究は主に聞蔵Ⅱ3というコーパスを用いることにする。検索条件は表2のように設定する。 

表2 「聞蔵Ⅱ」における検索条件 
対象期間 全期間 
対象紙面 朝日新聞の朝刊、夕刊 
紙面地域 全国 

                                             
3
朝日新聞社の「聞蔵Ⅱビジュアル」は、過去の出来事を調べることができるオンライン記事データベースで、 年（明

治 年）の創刊号から今日まで 年を超える紙面から約 万件の記事・広告が検索できる日本国内最大級の新聞記

事データベースである。 年以降の記事は全文検索方式で、テキスト本文を表示して読むことができる。 
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検索形式 「一つの#もう一つの#一つ一つの#ひとつ一つの」 
「ひとつの#もうひとつの#ひとつひとつの#一つひとつの」 
「の一つ#その一つ」 
「のひとつ#そのひとつ」 

 
4. 考察 

以下、聞蔵Ⅱで検索した用例の最新50例を取り上げ、考察を行う。 
 
4.1.［一つ＋の＋NP］についての考察 
4.1.1.NPの内訳 
方法（6） 手（4） きっかけ（3） 目標（3） 武器（3） 通過点（3） チーム（2） 区切り

（2） 側面（2） 手段（2） 要因（2） 成果（2） 特徴 シンボル 命 現象 注目ポイント

情報 インプット 集大成 個性 問題 ヒント 解釈 肝 考慮要素 理由 宝物 方策 解決

法 

4.1.2.特徴 
①あくまで＋［一つ＋の＋NP］ 
（5）離婚後の子供の親権をめぐり、「年１００日は母親と子供を会わせる」と提案した父親が勝訴し

た一審と、「面会日数は一つの考慮要素にすぎない」として現在養育する母親が勝訴した二審。（2017
年07月15日 朝刊 ２社会） 
②［一つ＋の＋NP］＋にすぎない 
（6）僕の体験も一つの側面に過ぎず、他人に評価を押し付ける気はない。（2017 年 07 月 07 日 朝

刊 オピニオン２） 
③並列・対比といった表現に多く現れる。 
（7）蓮舫氏は、都議選敗北と辞任の関係性について、「一つのきっかけではあるが、直接の原因では

ない」と説明。（2017年07月28日 朝刊 ３総合） 
 
4.2.［NP＋の＋一つ］についての考察 
4.2.1.NPの内訳 
魅力（2） 焦点（2） 医師が持つ新しい『引き出し』 共通した特徴 仕事 目的 織物で栄えた

街、桐生の郷土料理 日本三大怪談 さまざまな国に投入して効率よく売り上げを伸ばす「世界戦略

車」 楽しみ この時期にはやることが多い夏風邪 決め手 争点 市が選定した空き家対策事業モ

デル地区 日向三大祭り ほぼ一年を通じて提供している料理 必須ミネラル この２０年間にお

ける米国の政治状況の根本的な変化 鎌倉十橋（じっきょう）」 鎌倉幕府が指定した商業地域 遠

くから客を呼び込む店 鎌倉十橋 標高約３千メートルの山岳地帯から始まり、最後が海で終わる

「潮間氷河」 石橋社長の言う『普通の会社』 得点パターン 準優勝の原動力 大きな目的 特殊

詐欺に対する有効な対策 個人の感情 藤井将棋の魅力 取り組むべき方法 見どころ 代表作

敗因 大会補助員の仕事波山を代表する技法 紀州三大祭り その入り口 ８大タイトル戦 ご利

用方法 勝因 韓国が日米との共同声明に「ＩＣＢＭ」明記を拒んだ理由 米軍の支援を受けるアフ

ガン治安部隊と、反政府勢力タリバーンとの戦闘が続く激戦地 議員の質の劣化を招く大きな要因
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人気シーン コープ（奈良市）が主催する「福島の子ども保養プロジェクトｉｎなら」のプログラム

入り海から古代山陰道につながる道 大阪・天神祭、広島・管絃（かんげん）祭に並ぶ日本３大川祭

り ０２年に製造業を抜き、米国でもっとも多くの人が働く産業 戸畑祇園の名物 陸上界の課題

決め手 ２０１９年ラグビーワールドカップ（Ｗ杯）の会場 
4.2.2.特徴 
①［ NP＋の＋一つ］＋にすぎない 
（8）『やってみる科』は、その入り口の一つにすぎません」と話す。（2017年07月25日 朝刊 ２

道） 
②NP の内訳を見て分かるように、単独な名詞よりどのような NP であるかに関する長い連体修飾語

がついている場合は多い。 
（9）「ラジオやテレビ、インターネットで党派的な報道が増えたことが、この２０年間における米国

の政治状況の根本的な変化の一つだ」とズッカー氏。（2017年07月27日 朝刊 ３総合） 
③NPが主語名詞句に当てはまる場合も少なくない。 
（10）病気や失業、稼ぐ力の低下など生きる上で直面するリスクに備える社会保障で、日本がどうし

ても取り組まねばならない課題の一つが、若者を支える施策です。（2017年07月29日 朝刊 オピ

ニオン１） 
 
5. 今後の課題 
①特徴的なものを見出すために多くの用例が必要である。これからも用例収集を続けていく。 
②2形式の中共通しているNPに絞って、再検索を行い、そのニュアンスの違いについて考察を行う。 
③先行研究を踏まえて、2形式それぞれの特徴を生み出す要因を分析してみる。 
 
参考文献 
①坂本智香（2016）『［一つ＋の＋NP］と［NP＋の＋一つ］名詞文の述語名詞句での用法に関する考

察』，名詞類の文法，くろしお出版 
②建石始（2009）「非指示的名詞句における数詞「一」の独自性」，『人文』第33号，鹿兒島県立短期

大学 
 
利用コーパス 
『朝日新聞記事データベース聞蔵Ⅱビジュアル』 
 
本研究は指導教員の北澤先生からいろいろご意見をいただいた。ここに記して感謝を申し上げたい。 

 
 
 

（指導教員：北澤尚教授） 
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第二次世界大戦前における黄海の漁業紛争と環境変化 

−1931年海州沖漁場を中心に− 

Y16-S502 劉 瑞 

1、 はじめに 

 漁業紛争とは、漁業権についての競合である。120世紀前半、漁業の近代化と公海へ進出とともに、

東アジアの国家や地域にとって、大規模の漁業紛争を始めた。漁業紛争の原因、過程と結果は何か、

漁業紛争と環境変化の相互作用あるかどうか。 

 上記の問題意識を踏まえつつ、本論では第二次世界大戦前における黄海の漁業紛争と環境変化がど

のように扱われているのか検討する。具体的には、1931年を中心に青島の海州沖漁場について注目す

る。 

資料：「青島水産組合事業進展図」、『青島水産の概況』（1936） 

 

                                                 
1 この概念はMicah S. Muscolino（2009）Fishing Wars and Environmental Change in Late Imperial and Modern China, Harvard 
University Pressより来た。 
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2、 漁業禁令をめぐる国際交渉 

 本論の中心事件は1931年に、漁業禁令をめぐる国際交渉だ。1931年1月下旬、国民政府は「百屯

未満の外国発動機船の、中國各港と外国間の直接通商に航海禁止」という訓令を発し、青島総領事館

川越介領事より幣原喜重郎（しではら きじゅうろう）外務大臣電報に、禁令の影響を検討した。 

 

「水産業ハ事實上殆ト邦人ノ独占スル所…本規則カ漁船ニモ敵用セラルル様ノ場合ニ於テ

ハ當地邦人漁業ノ基礎ハ根柢ヨリ覆スレ…」2 

  

 青島水産組合當時の中井組長と杳野副組長はじめ青島総領事館、上海日本大使館と南京総領事館に

赴き陳情した。2月13日、青島総領事館川越介領事より幣原喜重郎外務大臣電報に、山東條約と在青

島日本人漁業権との関係から、漁業禁令を抗議した。 

 

「又當地漁業ハ他地ト異ナリ山東條約ニ依り保障セラルル既得権ノ一…」3 

  

 日中交渉の結果は、禁令が延期した。5月1日、膠海関は禁令延期の訓令を公布した。5月3日、

青島漁業株式会社は延期の消息を聞き、青島市商会を連絡した。公函には、漁業権と国権が等しいの

意見を表した。 

  

“敝公司為挽回海權發展漁業起見，發起組織業將籌備進行情形，先後函請轉電中央及分呈各

主管機關，仰蒙照准備案在案。關於魚市場業業務刻不容緩，現經晝夜積極設置，已於五月一

日早五點鐘正式開市交易……忽傳膠海關近奉有對於取締外輪捕魚暫行緩期之令文，羣衆不

勝驚駭……取締外輪在我領海以內捕魚，一雪十數年來喪失國權之恥辱。”4 

  

 漁業禁令をめぐる国際交渉から、日中の漁業は同じに漁業権が国権と比肩する存在になった。 

 

                                                 
2『日本外交文書 昭和期I 第一部第五巻』P1031−P1032。 
3『日本外交文書 昭和期I 第一部第五巻』P1045。 
4 B0038-001-00546、《青岛公司反对日渔轮在我国领海内捕鱼的往来文件》（1931年5月3日）青岛档案馆。 
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3、 海州沖「タイ」資源についての変化 

 海州沖には昔から「タイ」の棲息多く、タイの産卵場に好敵である。1917年、海州沖のタイ漁場が

発現されて以降、急に漁場区域拡大されたこと、毎漁期に至れば、青島根拠の漁船は勿論、関東州、

下関、長崎の手繰船、トロール船などが入り乱れて操業した。1923、1924年から、タイの漁獲量は

急に衰微した。5 

表１ 黄海と東シナ海タイの漁獲量変化 

1921−1928（千ﾄﾝ） 

  漁船 タイ 

1921 48 5.49 

1922 − 4.49 

1923 68 4.11 

1924 − 2.47 

1925 65 1.64 

1926 67 1.58 

1927 65 0.68 

1928 64 0.17 

（注）Micah S. Muscolino（2009）Fishing Wars and Environmental Change in Late Imperial and 

Modern China. 

 

 また、里内晋（1937）『東海黄海底魚漁場ノ再認識』によると、黄海には二つの真鯛群は龍口沖と

海州沖である。龍口沖より、海州沖は幼魚が多く、回游状況は下記に載せている。6 

 

4、 おわりに 

 ここまでの検討をまとめると、1931年青島漁業紛争の根本的な原因には、漁業生産と海洋資源のバ

ランスを崩した。 

 一方、日中の漁業は同じになった。漁業権が国権と比肩する存在になり、漁船は機械化、大型化に

                                                 
5 『青島の水産概況』（1939）。 
6 《清代以来黄渤海真鲷资源的分布、开发与变迁》（李玉尚、车群、陈亮），《中国历史地理论丛》3期，125-137。 
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なった。しかも、タイの漁獲量も急落になった。 

 

史料関係 

1. 青島特別市社会局経済科編（1939）『青島の水産概況』、東京大学図書館。 

2. 外務省（1995）『日本外交文書 昭和期I 第一部第五巻』、東京学芸大学図書館。 

3. 『青島水産の概況』（1936）、国立公文書館アジ歴史資料センター。 

中文史料 

1. B0038-001-00546-0001，《关于组织发起青岛渔业股份有限公司取缔捕鱼外轮的公函》，青岛渔

业股份有限公司，1931年4月29日，青岛档案馆。 

2. B0038-001-00546,《青岛公司反对日渔轮在我国领海内捕鱼的往来文件》,1931年4月-1931年11

月，青岛档案馆。 

参考文献 

1. 里内晋（1937）『東海黄海底魚漁場ノ再認識』。 

中文文献 

1. 李玉尚、车群、陈亮《清代以来黄渤海真鲷资源的分布、开发与变迁》，《中国历史地理论丛》3

期，125-137。 

欧文文献 

1. Micah S. Muscolino (2009) Fishing Wars and Environmental Change in Late Imperial and 

Modern China, Harvard University Press 

 

 

 

（指導教員：田中比呂志教授） 
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日本における安房直子の受容状況について 
Y16-S503 肖 羿 

はじめに 
「戦後の日本児童文学は政治的な現実主義という立場から、社会正義の主張にとらわれ、

ファンタジーの楽しさやメルヘンの素朴さまでも見捨ててきた。ともすれば、心躍るイメ

ージの冒険も音楽性もなく、より良い社会にするための文学が多かった。」西本鶏介（1982）
は著書『子どもの本の作家たち : 現代の児童文学』の中で指摘している。当時においては

児童文学の政治性・社会性が強まり、人間性への関心いわゆるヒューマンケアが薄らいで

いったのだろう。 
その中で、童話の目的や効能とは何かという問いに対して、西本（1982）は、「そもそ

も童話の目的とは、醇化された感覚、目に見える現実を超え、自然と人間が生き生きとか

かわりあう形而上世界の未知なる経験を描くことではなかったのか。そこで想像する楽し

みばかりでなく、わたしたちの住む現実以上のたしかさで、人生の深淵さえものぞかせて

くれる。」と述べている。つまり、現実主義に巻き込まれている児童文学の政治性や社会性

に、西本（1982）は疑いを持ち、「人生」、「人間」、「自然」、「想像」等のキーワードから

なっている童話の本来の有り様への回復を主張しているのではないだろうか。 
70 年代に入ると、児童文学においては、当時の児童文学作家が多彩な顔触れが出そろい、

彼らの創作活動によってその時期の児童文学が豊かに広がっている。中には安房直子とい

う作家がそのユニークな作品で注目されている。 
安房直子は西欧メルヘンに学ぶ幻想的作風のほかに、日本的な民話風の趣にあふれると

されており、「死」や「滅び」の色彩がやや強く、人間の内面を深く掘り下げている。長編

のリアリズム作品が中心となっていた当時に安房直子の作品は特別な存在として登場し、

まもなく様々な賞を受賞し、幅広い読者を対象にした刊行物に収められてきた。 
彼女は 1993 年 2 月に永眠するまで、約 200 編の作品を世に残し、独自の文学空間を創

出したことは確かであり、児童文学史に記録されるべき作家と思われる。日本においては

彼女の作品が今まで数多く出版されてき、さらに小中学校の教科書教材に取り上げられた

ので、各方面にどのように受け止められているのか検討する必要があると考えている。 
 
研究概要 
前述したように、安房直子の作品は学術界で重要視され、出版界及び学校まで影響を与

えている。そのため、各方面の目線からその具体的な受容状況を明らかにしたうえ、その

中での社会的な動きや読み手側の心理を検討しながら、安房の作品及びその文学史的な地

位・貢献を再認識する必要がある。本稿は学術界、出版業界、学校という三つの方面に焦

点を当てる。各研究方法は以下の通りである。 
（1）学術界 

国立国会図書館の検索システム NDL-OPAC（http://www.ndl.go.jp/）のデータベースを活用し、

「安房直子」の検索結果を集め、各時期における関連記事・論文の数、研究者の関心及び

結論を分類、整理する。 
（2）出版業界 

Amazon（https://www.amazon.co.jp/）のデータベースの安房直子の作品出版情報を集め、その

- 46 -



 

日本における安房直子の受容状況について 
Y16-S503 肖 羿 

はじめに 
「戦後の日本児童文学は政治的な現実主義という立場から、社会正義の主張にとらわれ、

ファンタジーの楽しさやメルヘンの素朴さまでも見捨ててきた。ともすれば、心躍るイメ

ージの冒険も音楽性もなく、より良い社会にするための文学が多かった。」西本鶏介（1982）
は著書『子どもの本の作家たち : 現代の児童文学』の中で指摘している。当時においては

児童文学の政治性・社会性が強まり、人間性への関心いわゆるヒューマンケアが薄らいで

いったのだろう。 
その中で、童話の目的や効能とは何かという問いに対して、西本（1982）は、「そもそ

も童話の目的とは、醇化された感覚、目に見える現実を超え、自然と人間が生き生きとか

かわりあう形而上世界の未知なる経験を描くことではなかったのか。そこで想像する楽し

みばかりでなく、わたしたちの住む現実以上のたしかさで、人生の深淵さえものぞかせて

くれる。」と述べている。つまり、現実主義に巻き込まれている児童文学の政治性や社会性

に、西本（1982）は疑いを持ち、「人生」、「人間」、「自然」、「想像」等のキーワードから

なっている童話の本来の有り様への回復を主張しているのではないだろうか。 
70 年代に入ると、児童文学においては、当時の児童文学作家が多彩な顔触れが出そろい、

彼らの創作活動によってその時期の児童文学が豊かに広がっている。中には安房直子とい

う作家がそのユニークな作品で注目されている。 
安房直子は西欧メルヘンに学ぶ幻想的作風のほかに、日本的な民話風の趣にあふれると

されており、「死」や「滅び」の色彩がやや強く、人間の内面を深く掘り下げている。長編

のリアリズム作品が中心となっていた当時に安房直子の作品は特別な存在として登場し、

まもなく様々な賞を受賞し、幅広い読者を対象にした刊行物に収められてきた。 
彼女は 1993 年 2 月に永眠するまで、約 200 編の作品を世に残し、独自の文学空間を創

出したことは確かであり、児童文学史に記録されるべき作家と思われる。日本においては

彼女の作品が今まで数多く出版されてき、さらに小中学校の教科書教材に取り上げられた

ので、各方面にどのように受け止められているのか検討する必要があると考えている。 
 
研究概要 
前述したように、安房直子の作品は学術界で重要視され、出版界及び学校まで影響を与

えている。そのため、各方面の目線からその具体的な受容状況を明らかにしたうえ、その

中での社会的な動きや読み手側の心理を検討しながら、安房の作品及びその文学史的な地

位・貢献を再認識する必要がある。本稿は学術界、出版業界、学校という三つの方面に焦

点を当てる。各研究方法は以下の通りである。 
（1）学術界 
国立国会図書館の検索システム NDL-OPAC（http://www.ndl.go.jp/）のデータベースを活用し、

「安房直子」の検索結果を集め、各時期における関連記事・論文の数、研究者の関心及び

結論を分類、整理する。 
（2）出版業界 

Amazon（https://www.amazon.co.jp/）のデータベースの安房直子の作品出版情報を集め、その

 

出版社のホームページの「問い合わせ」を通じて連絡を取り、関係者に取材してみる。 
（3）学校 

東京学芸大学の附属小金井小学校に連絡を取り、『きつねの窓』（作品を選択する理由は

後述する）について国語の先生にインタビュー調査を行う。 
 
研究の結果 
（1）学術界 
（1.1）年別 

安房の創作時期が主に 20世紀七十年代、

八十年代である。1970 年にデビュー作「さ

んっしょ子」で第三回日本児童文学者協会

新人賞を受賞した安房であったが、まだ作

品の風格や水準が安定していないうちに学

術界に重要視されるのは性急すぎるので、その時期の数少なさがありうると考えている。 
九十年代前半には発表数のピークを記録している。その原因は、彼女が永眠した 1993

年に日本児童文学者協会によって編集される「日本児童文学」の「安房直子の世界<特集>」
にある。つまり、追悼の意がやや強く、日本児童文学界に広く認められていると言える。 
没後の二十年強、安房に関する研究の数はだんだん安定しているようになっていき、創

作の停止にもかかわらず、彼女及びその作品の価値が学術界に受容されつつあることが分

かった。 
（1.2）内容別 
主に三つのテーマに分けられる。即ち、作品論、作家論、教材論である。 
作品論では、「異界/別世界/空想世界」、「死」、「色彩」、「構造/描き方」、「ジャンル」等幅

広い分野まで及んでいる。それらの研究はほぼ安房の作品を取り上げ、テキストを分析す

る上、特色または文学史的な貢献をまとめる。例えば、藤本芳規（2010）「安房直子の童

話――＜異界＞をめぐって――」の中で、安房作品にみられる異界に焦点をあわせ、異界が

多く設定されている背景、その異界が絵空事ではなくリアリティをもつための文芸上の技

巧、異界の諸相の一端について述べており、その魅力を考察している。また、山尾恭代（2003）
は「「童話」ジャンルの再興--読者対象からみた安房直子作品」の中で、読者対象に焦点を

当て、安房作品の「童話」ジャンルとしての意味を中心に検討してきた。小川未明の作風

伝統と比較しながら、安房作品の長さ、ストーリー性、「童話」でありながら大人向きとい

う読者対象の広がりを指摘しており、「児童文学史の中で「童話」と呼ばれる大人読者と子

ども読者が共有できる文学ジャンルが、作家個人の資質として児童文学の流れに個別に登

場してくる」と安房を評価している。 
作家論は主に安房の生い立ち、安房作品との出逢いについて書かれており、それに追悼

エッセイもある。 
教材論は教材化された安房作品を取り上げ、教材としての合理性、教材の力を発揮する

指導案、読み手側の生徒たちの反応等について検討している。 
（2）出版業界 

図 各年における安房直子についての論文・記事の発表数 
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Amazon のデータベースに基づいて図 2 を

作成した。20 世紀九十年代後半における落ち

込み以外、七十年代から現在にかけて、安房

作品が間断なく安定しているように出版され

ている。それは安房作品は市場で一定の読者

を持っており、世代を超えて読者の心をとら

える特質があることが窺えるだろう。 
デビュー作から現在にかけて、日本では合

わせて 25 社の出版社が安房作品を出版した。主力として、偕成社、小峰書店、ポプラ等

児童書、絵本関係の出版社が挙げられる。各出版社への取材結果によれば、作品の企画、

出版、販売が 5～6 歳の幼児、小学生向けであったが、大人の読者も惹かれており、特に

小さい頃から安房作品に触れ始め、現在 30 代～40 代の若い女性が多いようである。 
安房の作風、人気になる原因について、温かみのあるファンタジー世界、美しい日本語、

分かりやすさ、日本の風土や伝承に根差すことなどが考えられるそうである。デビュー作

『さんっしょ子』を出版した小峰書店が、「『さんっしょ子』は、日本の風土や伝承に根ざ

し、子どもの感性と想像力を無理なく引き出す、優れたファンタジーです。学生でありな

がら、もう文体として確立されています。その作品のは、時空を超えて、その時々の子ど

もたちに読み継がれる普遍性を持っていると思います。」と指摘している。 
要するに、安房作品はその幻想性が子どもの目を引き、簡単な文字が読みやすさを増や

していると同時に、中にある日本風が子どもに心理的な親和を与えている。他に、うわべ

に止まらず心の奥まで触れているので、子どもが大人になっても引き続き読者になってく

れるわけである。 
（3）学校 

安 房 作 品 の も う 一 つ の 特 徴 は 教 材 化 で あ る 。 東 京 書 籍 蔵 書 検 索

（http://www.tosho-bunko.jp/search/）のデータベースに基づいて表 1 を作成した。1977 年から現

在（2017 年）まで、合わせて 14 篇の作品が 6 社の教材出版社に採録されており、安房作

品における子どもへの啓蒙・育成作用がある程度日本教育界に広く認められていることが

分かった。 
学校における実際の受容状況を知るため、本稿は最も早く、長く採録されており、それ

に現在でも使用されている『きつねの窓』を中心に、東京学芸大学附属小金井小学校の国

語先生を対象に、インタビューを行った。調査の結果は以下のようにまとめる。 
教材に採録された原因に関して、作品における曖昧さが指摘されている。物語での幻想

世界の「入口」と「出口」が直接に現れなく、現実と想像との境がはっきりしない。その

「空白」が生徒たちの創造力を働かせる。それこそがファンタジー教材の意味であると考

えられる。不思議な幻想世界に魅力された生徒たちは童話の醍醐味を味わいながら、無意

識に思考力を生かすことができるという、教育的な目的が達成できる。もう一つは作品が

日本風であることである。染物屋、鉄砲、お化けのきつねといったものが、時空や考え方

の差があるにもかかわらず生徒たちに伝統的な物事を体感させることができる。 
「授業の後、生徒たちは安房作品を読み続けるのか」に対して、取材者の先生は否定的

な態度を持っている。なぜなら、安房作品における「死」や「滅び」の色彩がやや強く、

図 日本における各年出版された安房直子の作品の数
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Amazon のデータベースに基づいて図 2 を

作成した。20 世紀九十年代後半における落ち

込み以外、七十年代から現在にかけて、安房

作品が間断なく安定しているように出版され

ている。それは安房作品は市場で一定の読者

を持っており、世代を超えて読者の心をとら

える特質があることが窺えるだろう。 
デビュー作から現在にかけて、日本では合

わせて 25 社の出版社が安房作品を出版した。主力として、偕成社、小峰書店、ポプラ等

児童書、絵本関係の出版社が挙げられる。各出版社への取材結果によれば、作品の企画、

出版、販売が 5～6 歳の幼児、小学生向けであったが、大人の読者も惹かれており、特に

小さい頃から安房作品に触れ始め、現在 30 代～40 代の若い女性が多いようである。 
安房の作風、人気になる原因について、温かみのあるファンタジー世界、美しい日本語、

分かりやすさ、日本の風土や伝承に根差すことなどが考えられるそうである。デビュー作

『さんっしょ子』を出版した小峰書店が、「『さんっしょ子』は、日本の風土や伝承に根ざ

し、子どもの感性と想像力を無理なく引き出す、優れたファンタジーです。学生でありな

がら、もう文体として確立されています。その作品のは、時空を超えて、その時々の子ど

もたちに読み継がれる普遍性を持っていると思います。」と指摘している。 
要するに、安房作品はその幻想性が子どもの目を引き、簡単な文字が読みやすさを増や

していると同時に、中にある日本風が子どもに心理的な親和を与えている。他に、うわべ

に止まらず心の奥まで触れているので、子どもが大人になっても引き続き読者になってく

れるわけである。 
（3）学校 

安 房 作 品 の も う 一 つ の 特 徴 は 教 材 化 で あ る 。 東 京 書 籍 蔵 書 検 索

（http://www.tosho-bunko.jp/search/）のデータベースに基づいて表 1 を作成した。1977 年から現

在（2017 年）まで、合わせて 14 篇の作品が 6 社の教材出版社に採録されており、安房作

品における子どもへの啓蒙・育成作用がある程度日本教育界に広く認められていることが

分かった。 
学校における実際の受容状況を知るため、本稿は最も早く、長く採録されており、それ

に現在でも使用されている『きつねの窓』を中心に、東京学芸大学附属小金井小学校の国

語先生を対象に、インタビューを行った。調査の結果は以下のようにまとめる。 
教材に採録された原因に関して、作品における曖昧さが指摘されている。物語での幻想

世界の「入口」と「出口」が直接に現れなく、現実と想像との境がはっきりしない。その

「空白」が生徒たちの創造力を働かせる。それこそがファンタジー教材の意味であると考

えられる。不思議な幻想世界に魅力された生徒たちは童話の醍醐味を味わいながら、無意

識に思考力を生かすことができるという、教育的な目的が達成できる。もう一つは作品が

日本風であることである。染物屋、鉄砲、お化けのきつねといったものが、時空や考え方

の差があるにもかかわらず生徒たちに伝統的な物事を体感させることができる。 
「授業の後、生徒たちは安房作品を読み続けるのか」に対して、取材者の先生は否定的

な態度を持っている。なぜなら、安房作品における「死」や「滅び」の色彩がやや強く、

図 日本における各年出版された安房直子の作品の数

 

幼い子どもには重すぎる懸念があるという。ただし、それこそは教材化された作品の共通

点――楽ではないが、意義がある。思想、内容が子どもとは一定の距離で離れているが、新

しい考え方や生活体験を、作品が子どもにもたらしているという。 
表 1 安房直子の作品で教材化されたものの一覧 

作品 学年 掲載年度 出版社 

たぬきのでんわは森の一ばん 小 1 1977～1979 東京書籍 

鳥 中 1 1978～1992 教育出版 

きつねの窓 小 6 1977～今（2017） 教育出版 

小 5 1992～2002 日本書籍 

小 6 2011～今（2017） 学校図書 

はるかぜのたいこ 小 1 1986～1991 東京書籍 

青い花 中 1 1984～1986 学校図書 

小 6 2000～2002 学校図書 

秋の風鈴 小 5 1989～1991 東京書籍 

ひぐれのお客 小 6 1989～2004 大阪書籍 

つきよに 小 1 1989～今（2017） 学校図書 

やさしいたんぽぽ 小 2 1992～1995 学校図書 

ねずみの作った朝ごはん 小 3 1992～1999 光村図書 

すずめのおくりもの 小 5 1996～1999 東京書籍 

木の葉の魚 中 1 1997～1999 学校図書 

かばんの中にかばんを入れて 小 5 2005 大阪書籍 

初雪のふる日 小 4 2011～今（2017） 光村図書 

 
まとめ 

日本児童文学が戦後の陰影から脱出しているなか、安房直子という作家が現れる。幻想

的作風、日本的な民話風の趣、人間の内面への探求といった要素が彼女なりの風格になっ

ており、半世紀にわたって日本社会に受容されつつある。 
学術界では作品の特徴を多角度から掘り下げながら、「童話」ジャンルの再興という文学

史の流れにおける安房作品の価値を検討している。出版業界では、幅広い年齢の愛読者も

いるという認識から、長年にわたって安房作品を出版し続けている。学校においては、フ

ァンタジー教材としての合理性があり、作品の真義を把握するために楽なプロセスではな

いが、生徒たちの想像力や思考力を働かせる良い教材作品になれるという。 
今回の研究は前述の三つの方面を検討してきたが、まだまだ浅薄な見解に過ぎない。こ

れからは研究をより深く進めながら、文学の視点から読者の受容について調べていきたい。 
参考文献 
1．西本鶏介、『子どもの本の作家たち : 現代の児童文学』東京書籍、1982 年 
2．藤本芳規（2010）．安房直子の童話――＜異界＞をめぐって―― 大谷大学研究年報 62 
2010.3 
3．山尾恭代（2003）．「童話」ジャンルの再興--読者対象からみた安房直子作品 児童文学

研究 (36) 2003 
（指導教員：木村守教授） 
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東京学芸大学の大学生の進学と就職の選択に関する調査 
                             Y16-S504 董 玥 

1．はじめに 
中国の大学生は進学するか就職するかという選択肢でよく迷っている。これに対して日

本の大学生はどう考えているのか、中国の大学生と同様に日本人の大学生にとっても、こ

の選択は難しいのか、興味を持つようになった。そこで東京学芸大学の大学生の進学と就

職の選択に関する調査」という研究テーマに決めた。「卒業までに進路選択の結論を出すこ

とは、卒業期の試練の１つである。」（鶴田和美、桐山雅子、吉田昇代、若山隆、杉村和美、

加藤容子『事例から学ぶ学生相談』PP．123）という指摘がある。（注 1）この先行研究から、

日本においても進学と就職の選択は簡単に決めることではないことが明らかである。日本

有数の国立大学である東京学芸大学において、この大学の大学生はどのように考えている

かを調査したいと考えた。先行研究から、進学より、就職を選ぶ人が多いと予想した。 
 
2．研究方法 
 東京学芸大学の日本の大学生に対し、2017 年 1 月 5 日に東京学芸大学Ｎ棟一階の学生セ

ンターで進学と就職の選択に関する質問紙調査を実施した。配布数 20 件、回収数 20 件、

回収率 100％、有効数 15 件であった。質問紙は東京学芸大学の日本の大学生が進路の選択、

理由に関する 7 項目の評定尺度、正誤項目、順位尺度項目形式の質問から成る。協力者は

男性 5 名、女性 10 名（一年生 5 名、二年生 3 名、三年生 5 名、四年生 2 名）合計 15 名で

あった。 
 
3．結果 

 
図 1 東京学芸大学の大学生の進学と就職の選択 

 
図１は東京学芸大学の大学生の進学と就職の選択を表した。15 人の調査協力者の中で、

自分の進路がすでに決めたのは 10 人で、まだ決めていないのは 5 人である。その 10 人の

中で就職を選んだ人は 9 人、進学を選んだ人は 1 人である。自分の進路をすでに決めた人

はまだ決めていない人の 3 倍という結果に照らし合わせると、今の大学生は自分の進路に

ついてよく考えていると推察される。予想した通りに、進学より就職を選ぶ人が多いとい

うことがわかった。文部科学省は平成 27 年 12 月 25 日に「平成 27 年度学校基本調査(確定

値)」について公表した。「大学院等への進学率は、ゆるやかな上昇傾向にあったが、平成

22 年度（平成 22 年 3 月）を ピークに、5 年連続低下し、12.2％(前年度より 0.4 ポイント

に低下した)。 卒業者に占める就職者の割合は、平成 22 年度（平成 22 年 3 月）に急激に

低下したが、その後 5 年連続で上昇し、72.6％（前年度より 2.8 ポイントに上昇した）」と

いう結果であった。（注 2）今度の調査の結果は文部科学省の調査結果とほぼ同様である。なぜ
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進学より就職を選ぶ人が多いのか。その原因の一つに、企業は新卒を求めているという背

景が挙げられる。 
         表１ 自分の進路がまだ決まっていない理由 

早すぎてまだ考えない 自分の本当の思いはわ

からない 

卒業の時決めるのは遅

くない 

その他 

０人 ４人 ０人 １人 

表 1 は自分の進路がまだ決まっていない理由を表した。5 人の内、1 人が自分の個人的な

理由がある以外、全員は自分の本当の思いがわからないと回答した。ほぼ全員が自分の進

路を選択する時に自分の本心が重要だという結果となった。 
 

 
図 2 学歴が高ければ、収入が多いという観点に対する意見 

 
図 2 は学歴が高ければ、収入が多いという観点に対する意見を表した。就職を決めた人

の 9 人の内、5 人の学歴が高ければ、収入が多いという観点に賛成、４人が反対、とても賛

成ととても反対は１人もいなかった。それに対して、進学を決めた 1 人は賛成を選んでお

り、人によって違う結果が出た。就職を決めた人は賛成と反対に約半々に分かれた。1 人の

進学を決めた人の選択はとても注目される。学歴が高ければ、収入が多いに賛成している

ので、それを一つの原因として、進学を決めた可能性がある。 
 

 表 2 企業したい人と企業に入って働きたい人についての調査結果 
 もう準備し始め

た 

まだ準備しない 今の専門に関する

仕事を選ぶ 

今の専門に関係が

あまりない仕事を

選ぶ 

合計 

会社を作りたい １人 ０人 １人 ０人 １人 

会社を入りたい ２人 ６人 ５人 ３人 ８人 

表 2 は企業したい人と企業に入って働きたい人についての調査結果である。就職を決め

た 9 人の中で、1 人しか会社を作ることを考えていない。さらに今の専門を続けたいと思っ

ている。8 人が会社に入りたいと思っているが、すでに準備し始めたのはたった 2 人で、今

の専門に関係があまりない仕事を選ぶと回答したのは 3 人である。専門や学年が違えば、

準備すべきことや就職活動を始める時期も違うと考えられる。8 人の中で 3 人が将来自身の

専攻に関係があまりない仕事を選んでいることは注目すべき点である。割合は 40％弱であ

るが、専門性を活かすという問題について、この割合が低くないと考えられる。 
 
4．分析 
進学より就職を選ぶ人が多い原因はいくつかある。前文に挙げた「会社が新卒の人がほ

しい」は重要な原因の１つである。新卒者はまるで白紙のようなので、自分の会社がほし
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い人材を育成できる可能性が大きくなる。新卒者はおおよそ２２歳くらいであるため、学

習能力が強く、一定の訓練、養成後は長期間会社で働ける。一方で、大学院または博士の

卒業者は学歴が高いと思っているからこそ、要求の給料は新卒者より何倍高くなる場合も

ある。 
進学より就職を選ぶ人が多いもう一つの原因は大学院は高額の費用がかかるからだ。鈴

木さや子の調査によると「国立の大学院も大学と同じように、ほぼどの学校も一律である

ため、学部による差はありません。入学金が 28 万 2000 円、標準授業料が年間 53 万 5800
円（学校によって多少の増減はあります）となり、博士前期課程 2 年間で約 135 万円とな

ります。公立の大学院は、地域内に住んでいるとその他の地域よりも入学金が低くなり、

授業料は国立よりやや低いことも。2 年間合計で約 10 万～20 万円前後安くなる場合があり

ます。多くの私立大学院で成績優秀者に給付する奨学金の制度が用意されているので、制

度の活用も視野に入れて計画したいですね」とある。（注 3）大学院を卒業し、会社に入ったと

しても、大学を卒業と同じ条件で働き始める。大学院で勉強する二年間をもし会社で働い

ていたら、その期間お金を稼ぐことや経験を積むことに充てることができる。そう思う大

学生の割合が多いと推察される。学歴と収入の問題について、「とても賛成」と「とても反

対」を選ぶ人は 1 人もいない。ここから、今の社会は学歴が高ければ、能力が高いという

学歴社会ではない。学歴はある程度人の能力を測るものでしかない。名門大学の卒業者は

仕事ができないということに対して、中卒者は自分の仕事に極めて大きな成果をあげると

いう話をよく聞く。仕事をする際の行動や態度が人の能力差が出ることから、学歴のよう

な外的要因は人の能力に決定的な影響を及ぼさないと考えられる。 
中国人の金徳俊(2014)の調査結果をみれば、日本経済の不景気のために、大学生は自分が

会社を作るための資金や利用できる仕組みは未発達で、大学生が作る新しい会社の倒産率

が長年下がらないので、大学を卒業したら会社に入りたい大学生の人数はさらに多くなる

と予測される。（注 4）今の専門に関係があまりない仕事を選ぶことは今回の調査で最も注目す

べき部分だと考えられる。大学によって在学中に専門を変えることができるかどうかとい

う具体的な状況が違う。違う大学のある大学生から「ある大学は成績がよければ変えるこ

とができる」ということがわかった。今の専門に関係があまりない仕事を選ぶ大学生は在

学中に自分の本当の興味を見つけたものと考えられる。 
 
5．結びに代えて 

中期発表で先生やクラスメートから様々なアドバイスをもらい、レポートの完成するこ

とができた。ここで新しいデータを示す。 

 
図 3 大学 (学部 )卒業者動向推移 (各年卒業者別 )(詳細内訳 -2016 年 3 月 ) 
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学者の分析をみれば、前世紀末から今世紀初頭においては、大学卒に占める「進

学・就職をしない人」の割合がかなり高かったこと、進学率や就職率も低めだった

ことが分かる。また 2005 年あたりから就職か進学のいずれかを選ぶ人の比率が増

加し、進学・就職をしない(できない)人の比率が減少傾向にあったこと、直近の金

融危機でやや「就職派」が減ったもののここ数年は再び増加、しかし「進学派」は

継続して減少していることなどの動きが分かる。(大学生の就職状況をグラフ化して

みる) （注５） 
一方で、東京学芸大学は教員養成の大学であり、卒業後学校の教員になる比率が高いこ

とから、就職の概念はある程度不明確ということがわかった。時間による制限から大勢の

大学生に調査することは不可能であり、質問紙調査の結果はうまく分析できずに、回収す

る結果は一方に偏向している可能性もある。かわりに日本人の知り合いに進学と就職につ

いてのインタビューによる調査を行なった。インタビューによると東京学芸大学では専門

によって、進学するかしないか、結果はかなり違う。国語や外国語専門の大学生は大学院

に入るのはほとんどいない。それに対して、社会科など進学を選ぶ人は多いと思われるが、

それは推測の域を出ない。残念ながら専門によって、進路の選択が違うという先行研究は

まだ見つけないから、今度の課題になると考えられる。 
 
参考資料 
注 1:鶴田和美、桐山雅子、吉田昇代、若山隆、杉村和美、加藤容子『事例から学ぶ学生相

談』北大路書房 
注 2:文部科学省

（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/01/18/13
65622_1_1.pdf#search=%27%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6
%E7%94%9F+%E5%B0%B1%E4%B8%9A+%E9%80%B2%E5%AD%A6%27） 

注 3:アールアバウト―あなたの明日が動きだす(https://allabout.co.jp/gm/gc/441399/) 
注 4:中国教育新聞網(http://www.jyb.cn/world/gjsx/201412/t20141219_608054.html) 
注 5:ガベージニュース―大学生の就職状況をグラフ化してみる(2016 年)(最新) 
      （http://www.garbagenews.net/archives/2080135.html）  
 

（校閲 : 東京学芸大学学部生 石川琢弥、古市智子講師） 
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若者言葉に見られる日本語の乱れ 
～「短縮型若者言葉」を中心に～ 

Y16-S505 劉 沐陽 
1、 はじめに 
 インターネットの利用および携帯電話の普及を背景に、日本だけではなく、全世界でも

若者言葉についての大きな影響が見られる。中国では、流行っているネット用語が大変な

問題になってしまった。同じように、日本の若者言葉に見られるさまざまな乱れもよく指

摘される。来日した日本語学習者として、私が接触するのは学校で出会う日本人大学生、

アルバイト先の若者達であり、日本の「若者言葉」との接触も多い。教科書のみならず、

日常生活に用いられることばも日本語の勉強に役に立つと考えられる。だが、初めて「ア

ケオメ」、「アザ―ス」などの省略語に耳を傾けた時、意味が全然分からなかった。したがっ

て、戸惑うところが数多くある若者言葉に関心を持つようになった。 
図 1 平成 26 年度の「国語に関する世論調査」 

図 1 の「国語に関する世論調査」の結果

を見ると、日本人の多くが今の国語は乱

れていると考える。但し、過去の調査結

果と比較すると、「乱れていると思う」は

減少傾向にあり、「乱れていないと思う」

は増加傾向にある。それは、日本人が若

者言葉を受容しつつあるということを示

すのかも知れない。そこで、このことに

ついて検討してみたい。 
本研究では、「短縮型若者言葉」を中心

に、日本の若者言葉に見られる日本語の

乱れを研究し、「短縮型若者言葉」の特徴と使われる場合を明らかにし、考察した。その上、

若者言葉に対する日本人大学生の態度を踏まえ、これらの若者言葉の成り行きを推測しよ

うと思う。一方、短縮型若者言葉が起こした問題を分析し、外国人向けの日本語教育にお

いて若者言葉を教える必要はあるかと検討してみたい。 
 
2、菊池翼氏による「短縮型若者言葉」の定義 
菊池によれば、「短縮型若者言葉」とは、ある単語に接尾語をつけたり、省略したりして

単語を短くした言葉である。主に下記の三つの種類に分けている。 
第一は名詞の一部に「る」をつけて動詞にしたものである。例えば、「ミスる」。名詞と

して使われる外来語の「ミス」の後ろに「る」をつけ、名詞の意味を受け継ぎ、この名詞

が発生する動作を表す。第二は名詞の一部に「い」をつけて形容詞にしたものである。よ

く言われる「キモイ」を例として例を挙げれば、「気持ち悪い」の略。普段は形容詞のよう

に名詞を修飾したりする。同じように「きしょい」、「うざい」もよく使われる。第三は語

を省略したものである。例えば、「ケンタッキーフライドチキン」を「ケンタ」、「マクドナ

ルド」を「マック」まで省略する。 
そこで、主に定着して代表的な四つの短縮型若者言葉（キモイ、うざい、めんどい、ミ

スる）と定着しそうな二つの短縮型若者言葉（きしょい、たるい）をもとに、東京学芸大

学の日本人大学生 52 人を対象とし、アンケート調査を行った。下記の表 1―4 は全部アンケ

ート調査による結果である。 

- 54 -



3、短縮型若者言葉の特徴 
3.1 日常生活に関わって仲間同士の言葉 
短縮型若者言葉の一番著しい特徴は日常生活に関わって仲間同士の言葉である。表 1 よ

り、過半数の人は学校で若者言葉を知ったということが分かる。それに、ほぼアンケート

を受けた皆さんが友人との交際をきっかけにそれらの若者言葉を知った。仲間同士のこと

ばのゆえ、ヨソものにはあまり使わない。また、米川によれば、このヨソ者には先生や名

前も知らない人は当然のこと、名前を知っていても仲間意識のない人が含まれる。よって、

短縮型若者言葉は仲間の間にしか使われていないということが推測できる。 
表 1 どこで知りましたか？（複数選択可） 

3.2 激しい省略化 
現代社会における省略語

は数えきれないほど多い。そ

れに、省略化が激しすぎると

いう現象も屡々指摘される。

山口仲美氏によれば、若者言

葉における省略化が益々激

しくなっていることが見だ

した。アンケート調査の結果

によると、「あーね」をはじ

め、「それな」とか「ワンチャン」の略語がものすごく流行っていることが明らかになった。

「あーね」は軽い相槌の時に使われる「あーなるほどね」「あーそうだね」が短くなった言

葉ともされている。尚、仏教に用いられる印の「卍」は「友達との絆」を表す。仲間との

絆を表現するにも、絆という言葉とともに卍が使われることも多い。長い文を一言あるい

は一字に省略するのは今の日本で普遍な現象である。挙げられた言葉はただ氷山の一角に

過ぎない。 
しかしながら、過多な省略のため、気持ちが伝わりにくくなってしまう。一例を挙げる

と、「明けましておめでとう」を表す「アケオメ」と「メリークリスマス」を表す「メリク

リ」はせっかくのお祝いの気持ちを台無しにする。このように長い挨拶文を短くするのも

今の若者が言葉の面白さを求める心理的な影響を受けるからだと考えられる。 
 

4、短縮型若者言葉を使う理由 
4.1 仲間を意識する心理 
短縮型若者言葉は若者の気持ちを伝えることばとして若者の日常生活に関わって仲間の

言葉という特徴を持つ。表 1 より、友人から短縮型若者言葉を知った人の数の比率は 90%
も超え、かつ学校や部活で知った人の数は半分以上である。仲間同士に認められるために、

同じ言葉遣いに工夫を凝らすのは一番やりやすいことだと思われる。こういう心理的な活

動は日本の「一致団結！」「仲間意識を持て！」と言い張る集団主義に繋がると考えられる。

そして、他者の前にバレたくないように仲間の間に通じて隠語的な言葉を使い、個性を求

める若者心理にも関わると言ってもいい。 
4.2 発音の便利さを求めるため 

 表 2 によって、「短くて使いやすい」と答えた人の数は三分の二を占める。言うまでもな

く、長い文を省略し、発音しやすくする語を使うのは現代社会における若者のコミュニケ

ーションの有様である。 

選択肢 人数 
友人 47 
ネット 18  
テレビ 29 
ＳＮＳ 23 
ニコ動 1 
ゲーム 2 
学校 32 
部活 11 
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語が省略されると、とにかく音声が削られて短くなる。このあり方には、日本語のリズ

ムが関係している。桑本裕二氏によれば、略語形成は当然のことながら、若者ことばに限

らず一般語彙全体にみられる。一般に略語形成は、2 音を一つのまとまりと見なしている。

複合語の場合、「2＋2＝4」の単位で形成されている。 
具体的には、 
エアー・コンディショナー ― エアコン 
ファミリー・レストラン  ― ファミレス 
ワン・チャンス      ― ワンチャン 
リアル・じゅうじつ    ― リア充（じゅう） 

のようになる。最初に「音」と表した単位は言語学の分野では「モーラ」と呼ばれる。上

記の「ファミレス」は「ファミリー」から先頭 2 モーラの「ファミ」を、「レストラン」か

ら先頭 2 モーラの「レス」を取り、4 モーラの「ファミレス」を導き出した。同じように、

「ワンチャン」も 2 モーラの「ワン」を、「チャンス」から先頭 2 モーラの「チャン」を取

り、4 モーラの組み合わせである。 
このように、バランスの良い 4 モーラの短縮型若者言葉が完全に日本語に浸透している

ことが分かる。 
表 2 なぜこれらの言葉を使いますか？（複数選択可） 

4.3 インターネットを介したため 
科学技術の発展と伴って、携帯電話を中

心としたインターネットは主流的な伝達

メディアになった。アニメ、マンガなどの

ポップカルチャーはインターネットの助

けを借りて日本の魅力を発信している。こ

れらの影響を受けている短縮型若者言葉

はすぐに流行できるようになった。インタ

ーネットは正に新世代の情報伝達手段である。 
表 1 より、ネット及びＳＮＳで若者言葉を知った人の比率は約 80%である。すなわち、

若者言葉の発展にはインターネットが重要な役割を担当している。インターネットの普及

に従って、前述の「アケオメ」や「メリクリ」などの短縮型若者言葉は携帯メールから派

生した。さらに、短縮型若者言葉の形も新しい伝達記号の出現に伴い、少しずつ変わって

いく。 
 
5、短縮型若者言葉の成り行きに対する考察 

5.1 気持ちを伝える短縮型若者言葉が定着しやすい 
アンケート調査の問 8 では、六つの短縮型若者言葉を挙げ、今の大学生が若者言葉に対

して取っている態度について尋ねてみた。定着した短縮型若者言葉の中に一番比較的によ

く使われる言葉遣いは「キモイ」である。次に、「めんどい」である。二つとも気持ちを伝

える短縮型若者言葉で、しかも、二つともネガティブなイメージを持つ。そのうえ、調査

中に出た頻度が一番高い「やばい」もそもそも「具合の悪いさま」、「不都合」を意味する

形容動詞「やば」を形容詞化した短縮型若者言葉である。今の「やばい」は主に「格好悪

い」の意味として用いられる。よって、若者の気持ち、特によくない気持ちを直に伝えら

れる短縮型若者言葉のほうが定着しやすいことが把握できると考える。 
5.2 4 モーラ略語から 3 モーラ略語への移向が見られる 

選択肢 人数 
短くて使いやすい 37 
スムーズに楽しく会話できる 18 
その言葉を知っている者同士

で仲間意識連帯感が生まれる 
4 

みんなも使う 12 
その他  2 
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4.2 では、基本的には 2 モーラを単位とし、4 モーラの複合語のほうが多いということを

述べたが、今はこの 2＋2＝4 体制が崩れつつありそうだ。 
今回のアンケート調査によれば、前三位の短縮型若者言葉（「やばい」、「それな」、「マジ

で」）は全部 3 モーラ語である。桑本氏によれば、複合語の略語は、一般には 2＋2 の 4 モ

ーラに収める傾向が非常に強いが、この原則に従わないものも少なくない。 
セックス・フレンド ― セフレ 
ポテト・チップス  ― ポテチ 
これらの例は昔のことばなので、あまり聞かなかった人も恐らくいる。これらの省略は、

1 モーラに略された方の要素の 2 モーラ目が促音になっていることが特徴である。つまり、

これらの 3 モーラ略語は音韻的な理由によって「仕方なく」形成されたわけである。 
だが、今回のアンケート調査に出た「それな」や「あーね」など 3 モーラ略語はほぼ平

成年代に入ってよく使われる言葉である。3 モーラ語に略した傾向は若者言葉の「ルネッサ

ンス」かもしれない。 
 
6、短縮型若者言葉ゆえの問題 

6.1 聞き手の年齢に限定がある 
若者言葉を普段全く使わないというある年齢層以上、例えば 40 代以上と仮に想定しても

よいが、そういう世代の方々にとっては、短縮型若者ことばは「完全に分からない」もの

であり、使うところか、聞いたこともない可能性も低くないと言える。 
6.2 短縮型若者言葉の反社会性 
たとえ若い世代でも曖昧さのゆえに会話が進められない場合もある。例えば、「ＹＤＫ」

という短縮語の由来は「やばいできるこ」の頭文字である。しかし、初めて見た我々には

意味不明の三つのアルファベットの組み合わせに過ぎない。尚、「ワンチャン」は文字通り

「ワンチャンス（one chance）」の略した言葉であるが、「可能性は有る！」「可能性はゼロ

ではない！」と言う意味で使われる。実際に用いられる時に犬を可愛く言うための「ワン

ちゃん」と間違える人はおそらくいるに決まっている。 
 

7、終わりに 
今回の研究は短縮型若者言葉をめぐってアンケート調査を行い、現代社会における様々

な若者言葉に注意を払い、改めてこれらの言葉遣いが流行っている原因と現状を認識した。

そのうえで、一部の若者言葉の成り行きを推測し、将来の定着しそうな短縮型若者言葉の

傾向を見いだした。但し、調査人数の制約性かつ調査時間の不足のゆえに留学生向けの若

者言葉調査はまだ進んでいない。今後の課題として、外国人向けの日本語教育において若

者言葉を教える必要はあるかと検討してみたい。 
 
8、参考文献 
米川明彦 『若者語を科学する』 明治書院 1998 
菊池翼  『浸透する若者言葉の特徴についての考察 由来となった単語との比較から』 
『岩手文語』 2012 
山口仲美 『若者言葉に耳をすませば』講談社 2007 
桑本裕二 『若者ことば 不思議のヒミツ』秋田魁新報社 2010 

（指導教員：湯浅佳子教授） 
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近年「高考
こうこう

」日本語の問題分析及び対策 
Y16-S506 劉 静 

１. はじめに 
「高考」とは、中国の大学入試である「普通高等学校招生全国统一考试」（普通高等学

校生徒募集全国統一試験）の略称だ。 
高考日本語とは、大学入試で英語の代わりに、日本語を受験科目として選ぶということ

だ。そして、得る点数は英語と同じで、最後の総合成績に記入する。 
中国の大学入試では、外国語は受験科目の一つとして、総合点数には大きな比例を占め

ている。多くの小中学校では、英語は唯一の外国語科目に選ばれた。そこで、大学入試の

時、受験生が英語しか選ばないと思っている。しかし、「普通高等学校生徒募集全国統一

試験概要」によると、受験科目の外国語には英語、日本語、ロシア語、ドイツ語、フラン

ス語、スペイン語が設けられている。今回の研究は、近年の高考日本語に着目した。 
中国で現存している日本語の教材は、日本語能力試験向けの本がたくさんあるが、大学

入試向けの日本語教材はほとんどない。受験生は入試を準備するとき、ネットでしか資料

を探さない。それらの資料は、特別な外国語学校から出るのが多い。 
本研究は、入試で日本語を選びたい受験生たちが、もっと高考日本語を理解できるよう

に、２０００年から２０１２年までの過去問題集を利用し、問題分析及び対策をまとめて

みたい。 
 
２.研究内容 
２．１問題種類 

問題用紙の分布図（図１・２）を見ると、２０００年までの問題には聴解問題がないこ

とが見られる。その代りに、文法・語彙は４５問、読解は１８問、読み方問題は２０問、

作文は２５点を占めている。 
しかし、２００１年から今まで、読み方問題はなくなり、聴解問題を増やした。文法・

語彙の点数が減って、読解と作文の点数が増えた。単語の暗記より、「聞く」、「読む」、

「書く」の日本語の実用力を重視することが分かる。したがって、試験の前に勉強するだ

けじゃなく、高校３年の間に勉強し続けなければならない。 

図１問題種類の分布図 図２例年の点数分布 
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２．２文法 

 
文法種類の分布（図３）を見ると、文型が一番多い比例を占めていることが見られる。

ほかには格助詞や副助詞、補助動詞なども大切にされている。残ったのは外来語や指示代

詞、数詞などの考察点である。 
 具体的な考察点は、文型（JLPT N2 レベルに相当する文型、形式体言についての文型）、

助詞（を、 の、と、に、で、が、 から、まで、ほど、くらい、さえ、でも、こそ等）、

動詞活用（変形、授受、受身、可能、使役、使役受身等）、補/助動詞活用 （ている て

ある ておく ていく てくる等、ようだ そうだ らしい みたいだ等）、総合活用（使

役＋受身、使役＋授受、動詞+敬語等）。 
 考察率が高い文法は、助詞：に（８） で（５）ほど（６） でも（４）ぐらい（４）ま

で（４）、活用：授受（８）使役＋授受（６）、形式体言：こと（10）もの（４）とこ

ろ（５）わけ（４）、文型：ように（５）“に”に関する文型（10）。＊()の中は過去問題

集に出た回数である。 
 
２．３聴解 
 聴解部分は二つの問題がある。問題一は、まず短い会話を聞いて、問題用紙の１から３

の中から最もいいものを選ぶことである。時間や場所など、具体的な点が考察されている。

問題二は、同じく短い会話を聞いて、三つの選択肢から答えを選ぶことであるが、考察点

が全体的な内容への把握になる。２０００年から今年まで、問題の形式がだんだん変わっ

てきた。主な変化は四つある。○1問題二の部分は、短い会話が長くなり、音声が２回流し、

質問が二つになる、○2質問は印刷されて、音声で読まなくなる、○3日本語の文末の省略表

現を強調している、○4日本文化に関する内容を増やした。 
 特に○3の文末の省略表現は、日本人の話す習慣を詳しくないと、判断しにくくなる。 
例： 

男：夏休み、どうするの。 
女：友達と外国旅行に行くつもりなの。 
男：へえ、いいねえ。外国ってどこ？アメリカ？ 
女：いいえ。アフリカがいいなあと思っているんですけど。 
男：でも、アジアの方が安く行けるんだよ。 

 	

図 ３文法種類 
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女：そうですけど、やっぱり……。  
女の人は夏休みはどこへ行きますか。 
Ａ アジア   Ｂ アフリカ   Ｃ アメリカ 
この例問は文末が省略されているが、「けど」と「やっぱり」の言葉を通して、答えの

B が判断できるようになる。 
 
２．４読解 

 読解の部分は、まず文章の種類（図４）をまとめた。２００１年から２０１２年まで、

会話文が必ずある。ほかの文章は２００３年から、議論文や叙事文が多いです。文章の内

容も、近年だんだん変わってきた。多様性があり、生活から選んだ記事が多い。専攻分野

（たとえばコンピューター知識、物理、歴史等）に関する文章を避けて、文科系、理科系

の学生が自分の専門知識を使える場合を避けるためである。 
 次に考察の形式は、穴埋め問題（接続詞、副詞、助詞等）、指示代詞（こそあど）、語

彙の理解（単語の意味あるいは文中での特別意味）、短文理解（前后文の理解）、文章の

あらすじ、筆者の意図など、それぞれである。 
 最後に考察の重点は、○1日本文化をどのぐらい理解するか、○2日本人の慣用表現、○3文の

全体あるいは段落全体への理解程度（例：「筆者が一番言いたいことは何か」「～として、

筆者の説明と合うのはどれか。」）等である。 
 
２．５作文 

図 ４読解の文章類型 

図 ５作文問題の文体類型 
図 ６例問（２００５年） 
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 作文の部分は２０１０年まで、いろいろな文体（図５）があった。例えば、２００５年

の作文問題（図６）は、データ分析の種類である。その要点は、まず情報やデータを分析

し、そして日本高齢化社会の特色を述べ、最後は自分の意見をまとめる流れになる。 
しかし、２０１０年から今年まで、作文は議論文の場合が多くなった。何故なら、近年、

中国の大学入試で、国語の試験は、作文問題が議論文になる傾向があるからだ。学生の弁

証力を考査するためである。それに応じて、外国語の作文問題も議論文が多くなってきた。 
 作文の採点規則は、まず内容と表現力からレベルを判定し、それからそのレベルの基準

のもとで、具体的な文法と語彙で採点することである。具体的な基準（図７）を見れば、

文法や語彙のほか、自分の意見を適当に書けるかどうかという表現力が考察されているこ

とが見られる。 

 
 
３.おわりに 
 以上で、問題種類に分かれて分析を終えた。 
筆者は２０１４年の大学入試で日本語を選んだので、去年、中国で上海市の大学生イノ

ベーション基金の支援を受け、本課題を始めた。研究の途中、日本へ留学に来たので、問

題分析の部分に非常に役に立った。本研究は今後の展望が、過去問題集の問題を一つずつ

解析し、文法と語彙の範囲をまとめる教材を作りたい。 
 
４.参文献考 
（１）《1995～2004 年高考日語試巻発展趨勢浅析》（『１９９５～２００４年高考日本

語の問題の発展傾向分析』）  《東北亜外語研究》2004（6）高升 
（２）《1983 年高考日語試題浅析》（『１９８３年高考日本語の問題分析』）《日語学

習与研究》1984（2）李隽峰 
（３）《日語高考試題分析和中学日語教学》（『高考日本語の問題分析と中学の日本語教

育』） 《課程.教材.教法》1988 (11) 張国強 
（４）《全国高考日語試題趨勢分析及応対措施》（『全国高考日本語の問題発展傾向分析

及び対策』） 《考試周刊》  2012 (5) 于鳳麗 
（ 5 ） 教育部考試中心：《2014 普通高等学校招生全国統一考試大綱(日語)》 高等教育

出版社 （訳）教育部試験センター：＜２０１４年普通高等学校生徒募集全国統一試験綱

要（日本語）＞ 高等教育出版  年ずつ１冊 
 
附記：本レポートの作成過程では、筆者の所属大学である上海師範大学の叶琼講師にご指

導いただいた。 

図 ７採点基準 
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日本の麻雀を通して日本文化を見る 
Y16-S508 李家敏 

1. はじめに 
麻雀は二千年前中国で発明された。現在は、マスメディアにも伝播され、国際的、特に

日本に人気である。麻雀はたばこややくざと関連しているイメージがある一方で、庶民的

にも根強い人気がある。日本でも、麻雀に関する組織、イベント、試合などが多い。天鳳

というネット麻雀サイトには三百万人も登録している。全国学生麻雀連盟によると、全国

の大学には現在 130 以上の麻雀サークルがある。 
筆者は子どもの頃より麻雀を愛好してきたが、筆者の生まれ育った香港では、むしろ女

性の愛好家のほうが多いのに、日本では女性の愛好家が非常に少ないと感じて驚いた。ま

た、日本には麻雀に対してよくないイメージを持つ人も少なくないということも強く感じ

た。大学生の中には何故麻雀に悪いイメージがあることを知っていながら、麻雀に夢中に

なっている人たちが少なからず存在するのか。なぜ男女の麻雀人口比率はこんなに差が大

きいのか。彼らの麻雀に関する表現や認知は先輩後輩関係に影響されるか。彼らはどのよ

うな麻雀文化を共有しているのか。こうした疑問が、日本に来て強く湧き上がった。これ

ら全ての疑問について、今回の研究で、解明したい。 
 
2. 先行研究 
（引用の部分は全て筆者による翻訳） 
日本に麻雀が伝来したのは、とある日本人の英語先生によると言われる(Ba 2007,77)。

それから、麻雀に関する学校も建てられ、本も出版された。その多様性のために、麻雀の

いくつかの規則とスタイルは、日本に到達した後に変容した。中国の麻雀と違い、日本麻

雀には「点数（てんすう）」、「立直（りーち）」、「振り聴（ふりてん）」、「赤ドラ（あかどら）」

など特別なルールがある(Mizukami and Yoshimasa,2015, pra.5-7)。「立直」は、聴牌（テ

ンパイ）を宣言する行為。宣言後は手牌を変えることができないなどの制限が付くが、和

了（アガリ）したときに立直という役が上乗せされるため、点数は高くなる(Mizukami and 
Yoshimasa,2015,pra.5-7)。そして、「振り聴」というのはテンパイしているが、和了牌が

1 種類でも自分の捨て牌に含まれている状態には、ツモ和了はできるがロン和了はできな

くなる(Mizukami and Yoshimasa 2015, pra.5-7)。ルールへの追加は、ゲームの興味深さ

や難しさを強化した。 
昔から麻雀は日本の大学生には非常に流行している。以下のグラフは 2004 年～2005 

年の麻雀人口について行った研究の結果の一つ。日本の麻雀人口は一番多い上、18 才〜

21 才ちょうど大学生の年の人数も一番多い。そして、彼らと麻雀をすると、気になる点は

あった。 
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（Takahashi et al. 2011, p.36） 
 
まず、それは麻雀をしている彼らには上下関係に影響されているか。日本の大学生にお

ける麻雀のユニークで特別なことは何かという点に興味があるため、本研究では主要プレ

ーヤーとみなされている日本人大学生に焦点を当てる（Takahashi et al,2011, 36）。 
麻雀は公平公正の表現（Ba, 2007, p.79）だといわれている。それは４人の選手は同じコ

ンディションや機会を持つから、結果も公平になれるはず（Lin, 1999, p.57）。だが、上下

関係は日本に長い歴史を持ち、今も守っていて、伝統な文化の一つにある。（Carraro, 1992, 
p.7）この原因で、外国にもよく知られている。日本の高校先生になり、直接に高校文化を

観察した Cave さんは高校では先輩後輩の関係は厳密に守られていて、先輩に向かう時後

輩は緊張し、敬語も使い、先輩の指示を聞くことはよく見えると言いた（Cave, 2004, 
p.404）。高校に厳密に守られている習慣、変わって言えば不文律は大学生になると消える

か。この疑問を抱いて、今回の研究を行った。 
もう一つ気になる点は女性への束縛。日本の女性はいろいろなステレオタイプに束縛さ

れている(Younker, 2011, p.100–101)のはいつも社会的にはやっているテーマだ。そして、

麻雀サークルの活動をやりながらも、サークルでも、雀荘でも女性の選手はいつも少ない

という現状に気をつけた。日本の女性は一体どのようなステレオタイプにそくばくされ、

麻雀に遠ざかられたか。答えをさがし為、研究を行った。 
 
3. 研究方法 

本研究は三つの研究方法を使用した。 
 
1.直接観察（Direct Observation） 

筆者は直接に麻雀サークルや雀荘で選手の表情、話、表現を観察した。それぞれ違う状

況（例えば先輩いる場合、女性がいる場合、お金かける場合など）に違う表現があるかど

うか、などを記録した。 
 
2.参与観察（Participant Observation） 

筆者は選手として直接にサークルのメンバーと麻雀を打ちながら他の選手の表情、話、

表現を観察した。それぞれ違う状況（例えば先輩いる場合、女性いる場合、お金かける場

合など）に違う表現はあるかどうかを記録した。参与観察のメリットは、直接に日本の大

学生の麻雀文化を経験できることにある。 
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3.インタビュー（Interviews） 
インタビューの目的は、日本人大学生の麻雀文化に関する認識を、より深く知ることで

ある。9 人にインタビューした。この９人には大学一年生から大学院生までの８人の男性

と一人の女性だ。質問は主にインタビュイーが麻雀をやっている時の感情、反応、麻雀を

することの損得、そして麻雀の未来などを中心とした。インタビュイーは質問に答えるだ

けでなく、自由に自分の考えを言えるようにする。 
 
4. 研究結果 
4.1 上下関係 
日本の大学生は麻雀をする時、先輩と後輩よりは同級生と打ちたいということを知った。

一番と打ちたいなは同級生、次は先輩、最後は後輩を答えたのは４人、そして「強い人と

打ちたい」と「後輩に勝ったのは気まずい」などの原因があった。一方、一番と打ちたい

なは同級生、次は後輩、最後は先輩を答えたのは５人がいる。原因は「先輩に勝ったのは

気まずい」と「先輩と打つ時は緊張」である。二人は先輩にワザと負ける/弱くやるを表明

した。はっきりとは見えないけど、できれば先輩と後輩に避ける方がいいと思ったのは全

員だ。香港では先輩も後輩も構わない、更に「麻將桌上無父子」という熟語もあった。同

級生と一番打ちたいことの原因を聞いた。「共同話題があるから」、「勝っても負けても気ま

ずくないし、悔しいもないから」などの答えがあった。 
 
4.2 女性への束縛 
麻雀をやっている女性は少ないというのは普通とを知った。インタビュイーによると 30

人の中に女性は 1〜10 人いて、4〜6 人という回答が一番多かった。香港では男女比は 5:5
とか 6:4 ぐらい、雀荘に女性の方が多いのも時々ある。女性は麻雀を知っているのも普通

だ。そして、女性が麻雀をしない理由を男女に聞いたら、以下の答えが出ていた。悪いイ

メージについて聞くと、「たばこ」、「不健全」、「勉強していない」、「単位を落としそうに見

える」などの言い方があった。 
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5. 結論 
データベースが少ないのは今回の研究の不足の一つだ。この原因で結果ははっきり見え

なかった。ただ、日本の大学生は上下関係に影響され、打つ相手の選択に同級生にする傾

向があると言わないでしょうか。それに日本の女性は具体的にどのようなステレオタイプ

に束縛され、麻雀に遠ざかられたのもわかっていたら。麻雀を対象とした研究は非常に少

ないので、今回の研究は日本の麻雀文化に関する理解に資すると思われる。 
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未明とアンデルセン：人魚童話から見る東西児童文学の異同 
Y16-S509 曾 文琪 

一、はじめに 
昔話、ファンタジー、児童文学などに不可欠といえる妖怪、非人間的な生物。自然環境、

地域、文化によって異なる幻想生物の中、欧米と日本の文化の差にもかかわらず同時に児

童文学に棲み、人々を魅了したのが、人魚である。西洋における人魚（mermaid）という

幻想生物から生まれた作品が数多くある中、子どものごろから読んでいたアンデルセンの

『人魚姫』が私にとって一番印象的である。そして大学時代に読んだ、同じく児童文学で

ある、日本の小川未明の『赤いろうそくと人魚』は、『人魚姫』ほどの馴染みはないが、簡

単な文字で綴られた哀れな物語が心に刻まれた。一方がヨーロッパで、一方が日本の文学

作品だが、ファンタジー、童話として世界を魅了している点では共通している。 
アンデルセンと未明の間は約 1 世紀の開きがあるが、両者はともに浪漫精神のもとに作

家活動を始めた。浪漫主義という共通点を持つ。しかし、アンデルセンの時代は浪漫主義

が台頭したばかりで、若々しい気力と台頭している市民らしい明るい人生観を満ちていた。

それに対し、未明の場合には時代がかなり遅れて、ヨーロッパはもはや自然主義思潮が主

流になり、そこでは没落期の市民社会を反映する、苦しい現実から逃避的耽美的な浪漫主

義に傾いていた。同じく浪漫主義とはいえ、かなり違う性格である。 
童話の中にある教訓にはある程度作者の創作時の社会で育まれた価値観と作者がそれに

対する批判あるいは見方が含まれているといえる。この二つの童話の間における異同を考

察し、作者が未来の柱たる子どもに伝えたい価値観およびメッセージ、さらにその中にお

ける子どもへの期待を分析し、このレポートを作成した。 
二、問題提起 
1.二つの童話はどのように異なるか？ 
2.二つの童話にはどのようなメッセージがあるのか？ 
三、研究方法 
小川未明『赤いろうそくと人魚』とアンデルセン『人魚姫』（長島要一訳版）を対象に分

析し、過去の研究者たちの成果を踏まえ、自分の結論を導く。 
ここで長島要一氏訳の『あなたの知らないアンデルセン「人魚姫」』を使って比較すると

いうのは、原作を忠実に省略せずに訳したためである。 
四、本文 
1. 主人公の分析と比較 

二つの童話の主人公の性格、家庭背景などを、「人間への憧れ」とその結末を中心に分

析、比較する。 
1.1 人物像 
 比較しやすいように、ここ『人魚姫』の主人公を「人魚姫」と、『赤いろうそくと人魚』

の主人公を「人魚娘」と称する。 
 先ずは「人魚姫」から始めよう。 
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人魚姫は母を若く亡くしたが、ほかの家族、即ち父と祖母（「おばあ様」）と五人の姉

がいる。その家族に愛され、可愛がられて育てられた。家庭環境に恵まれ、人魚姫は何の

不自由もない生活を送ってきた。 
不自由のないとはいえ、外と交流のない海の世界は封鎖的だった。こんな小さな世界の

中、人魚の国に守られてきた人魚姫は純粋な娘に成長していった。 
「十五になれば海の上の世界を見に行ける」というルールで、人魚姫の人間への憧れが

だんだん深まっていく。姉たちから聞いた人間世界の素晴らしさで、人魚姫はこう嘆いた

「ああ早く十五になれたらなあ。わたしは海の上の世界と人間たちが好きになれると思う

な。あそこに家を建てて暮らしている人たちが。」 
一方、純粋がゆえに、純真さから生まれたあほらしさ、憧れの王子への一途な思い、そ

して善良の中に、些細な悪意といえるわがままも人魚姫の性格に入っていると思われる。

王子が海に沈んできた時、原作にはこのような描写がある。「その瞬間、人魚姫はとっても

うれしい気持ちになりました。王子がわたしのところへやってくる、と思ったからです。」

ここから人魚姫の自分の欲求への忠実という、純粋で完璧な人格の反動で生まれた悪意が

少しうかがえるのである。 
一見おとなしい人魚姫は、性格に激しい部分もある。自分の誇りである声に犠牲しても

王子と一緒になりたい。王子に裏切られても一途に愛している。最後の生きる機会を捨て

ても個人的な自己実現の道を最後まで歩みたい。その執着と前の純真さから、人魚姫とい

う悲劇のヒロインが構成されていると思われる。 
一方、人魚娘は人間を慕っている母に人間に託され、養子として育てられた。家族の愛

に恵まれた人魚姫と違い、同じく大切に育てられ、美しく成長したが、人間ではないこと

及び養子であることで常に劣等感を意識している。それゆえに、美貌と手の器用さを誇る

どころか、自分の姿を恥ずかしく思い、小さな蠟燭屋で生活できるだけで幸せだという。 
老夫婦は人魚娘を自分の子としているものの、人魚娘自身は、老夫婦を「恩人」として

接している。原作にもこのように書いてある。「こんな、人間並みでないじぶんをも、よく

育てて、かわいがって下さったご恩を忘れてはならない。」このように、人魚娘は疲れて遠

い海を恋しがっても、恩返しのことを心に銘じ、必死に働いていた。家族のような、支え

あったり、時にわがままを言ったり、知らないことを教わったりするようなことは『赤い

蠟燭と人魚』にはほとんどないのである。 
伊原洋次郎（2015）によると、「老夫婦が『神様のおかげだから』『神様の罰が当たる』

というセリフを多用して、娘人魚を育てる動機を「神様」に求めることで、娘人魚と老夫

婦の繫がりは神様が無くては成り立たないものとなってしまったという。」人魚姫と違い、

人魚娘には無条件愛してくれる家族がいないのである。 
人間ではない自分が恩人に迷惑をかけないように、人魚娘は外に出ることも少なく、人

間の世界への憧れなどもなかった。けれど、外の世界に憧れ、自己実現という個人的な道

を歩む人魚姫と同じ、人魚娘もひとりで、人魚姫より更に孤独である。最初から母に捨て

られて家族もなく、ずっと自分を守ってきてくれた恩人に裏切られ、最後は独りぼっちで
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海の中に沈んでいった。 
家族に恵まれず、ずっと受動的で劣等感で内気で恥ずかしがる弱い性格で、人魚娘は最

後まで自分の運命たるものに抵抗できず、老夫婦の欲望と人魚の母の理想の生け贄となっ

たのである。 
 1.2 人間への憧れとその結末 

「人間への憧れ」というものがこの二つの童話の軸となっているのだが、人魚たちが憧

れているのは本当に人間なのだろうか？ 
人魚姫の憧れは、海に沈んでいる美少年の彫像をきっかけとした。そして、その彫像に

似ている王子に無条件の愛を求め、不死の魂を追いかけていった。人魚娘の場合、その憧

れすら自分のものではなく、母に決められたものである。人魚の母は海にない、人間の明

るい町と優しさに憧れ、「せめて娘をそのような町で育てて大きくしたい」という情けで娘

を人間に託したのである。 
 二つの童話とも、「人間」を通して何か今自分に欠けているものを見ていると考えられる

のである。「人間」というものは、人魚にとって未知の存在で、その未知を理想化して、自

分にとって一番理想的な姿を持つものと信じ込んで、その理想の人間像に憧れているわけ

だ。即ち、人魚が憧れているのは、人間自体ではなく、自分の「理想」である。人魚姫が

王子を通して見詰めているのは、人間しか得られない不死の魂で、人魚の母は、海の獣の

世界にない暖かさと優しさだ。 
だから、人間が人魚を裏切ったというのは、二つの意味があると見られる。一つは事実

上の裏切り、即ち王子が隣の国のお姫様と結婚し、人魚姫の愛を見出せないことと老夫婦

が人魚娘を香具師に売ってしまうこと。一つはもっと深層の意味で、人間は、人魚が心の

中に描いてきた「人間の理想像」を覆すことである。 
人間を追いかけて努力していくという視点もあるが、人魚が勝手に人間に理想を託し、

勝手に夢見て、最後勝手に幻滅すると私は見ている。 
2.憧れの対象：王子と老夫婦 
ここでその人間への憧れの代表的キャラクターの人物像と異同を分析していく。 
人魚姫の場合、その相手は王子である。王子は、最後ほかの女と結婚するという形で人

魚姫を裏切ったという。人魚娘の場合、その相手は養育してあげた老夫婦と考えられる。

お金のため最後自分の娘を得体の知らない香具師に売るという形で人魚娘を裏切った。 
 王子というキャラクターについては重要な役のわりに描写が多くはない。具体的な叙

述は、人魚姫の人間への好奇心を湧かせた彫像の美少年に似ていることと優しい人柄のみ

だ。それは、『人魚姫』の主人公は人魚姫で、王子は人魚姫の憧れと理想に過ぎないが故だ

と考えられる。人魚姫の経歴を左右するのは王子ではなく、人魚姫自身の考えである。王

子は最後まで人魚姫の愛を気づかず、妹扱いしてきた人魚姫の苦痛を知らないまま、自分

の人生を送っていった。 
それに対し、老夫婦の造形は立体的である。描写自体はすごく簡単でほとんど会話式だ

が、簡単がゆえに老夫婦の人柄と「不安定」な造型と容易に心変わりしてしまう心持がよ
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り著しく感じられる。その原因は、老夫婦が主人公ともいえるほど、人魚娘の人生はこの

「脇役」に影響されていると考えられる。軸がすべて主人公にあり、主人公を輝かせるた

めに脇役が生まれるように感じられる『人魚姫』。それに比べれば、その他のキャラクター

も生き生きして各自の立体的な造形が見られる。例えば人魚の母のような出番の少ないも

のでも、心に刻まれるようにインパクトがある。 
3.童話におけるメッセージ 

従来の研究には、人間の真価への探求とこの二つの童話を位置付けているが、ここでは

作者が主人公を通して子どもに伝えたいメッセージに着目したい。 
『人魚姫』には、キリスト教の色彩があふれていると思われる。自分を裏切った王子を

許し、姉妹たちからの逃げ道をあきらめ、まるですべてを許した修行者のような姿だと思

われる。『人魚姫』の中に描かれた人間への道は修行のように苦痛の道である。一番の宝の

一つである声を犠牲し、一歩歩くごとに刀の上を踏むような苦痛を甘んじて身に引き受け、

しかも最後に彼女が人間の仲間入りができるためには、彼女を何物にも代えがたく愛して

くれる人間を見出さなくてはならない。けれど最後まで貫けるなら、永久不死の魂にたど

り着ける。自己実現は容易ではない。その道には、人魚姫ほどの苦痛があるかもしれない

が、最後まで頑張ればきっと神様からご褒美を与えられる。 
それに対し、『赤い蠟燭と人魚』には、人間の醜い心が描かれている。 
ずっと被動的で恩返しのために休まずに働いてあげた人魚娘は最後恩人と思い込んでい

て老夫婦に売られてしまうという、「報われない」悲劇となっている。いくら頑張っても、

その結果は変わりやすい人間の心、一念次第である。その中にも伝統的な「いい子」に対

する批評もあると考えられる。 
ずっと受動的にいて人に自分の道を任せきったら、最後に悲劇が起こりうるのである。

人間は思うよりもっと狡い生き物で、努力ばかりしていても報われるとは限らないという、

メッセージ、というより教訓のほうが適切かもしれない作者の意思がこの童話に含まれて

いると思う。 
五、参考文献 
1.小川,未明, 『小川未明童話集』, 新潮文庫, 1951.11 
2.ハンス・クリスチャン・アンデルセン著  長島要一訳, 『あなたの知らないアンデルセン

「人魚姫」』, 評論社, 2005.4 
3.森,省二, 『アンデルセン童話の深層～作品と生いたちの分析』, 創元社, 1988.5 
4.矢吹,省司, 『どうしてこんなに心が痛い？アンデルセン童話が解く深層心理』, 平凡社,  
  2002.4 
5.山室,静, 『山室静自選著作集 第 7 巻 アンデルセンと童話論』, 株式会社鄉土出版社, 
1992.9  
6.伊原,洋次郎,「未明文学と社会批判―赤いろうそくと人魚を中心に」,『仏教大学大学院紀

要 文学研究科編 第四十三号』,2015.3 
（指導教員：久邇良子教授） 
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芥川龍之介と中島敦の作品における自尊心描写の比較考察 
──『鼻』と『山月記』を中心として── 

Y16-S510 張 順華 
１、 はじめに 
芥川龍之介と中島敦は、どちらも多くの秀作を残し、近代文壇の代表的な作家として周

知されている。芥川龍之介の『鼻』は 1916 年に『新思潮』の創刊号で発表され、人間の現

実のありのままの姿を原典（『今昔物語集』『宇治拾遺物語』）を借りて、しかも、原点にみ

られぬ心理描写を入念に仕上げることによって構成されている1。中島敦の『山月記』は 1942
年に『文學界』に「古譚」の名で発表され、中国清朝の説話集『唐人説会』中の「人虎伝」

を原話とした。これまで『鼻』と『山月記』に関する論説は主としてそれぞれの原典と比

較するのが一般的である。しかし、二つの物語は古典から取材した作品であると同時に、「自

尊心」というテーマを取り扱っている。また、二つとも人間心理を描写する名文で、文部

科学省検定教科書「国語」に収録されている。それらによって、『鼻』と『山月記』には多

くの類似点が取り上げられている。本稿は『鼻』と『山月記』についてテキストを精読し、

物語の構造から踏まえ、『鼻』の主人公「禅智内供」と『山月記』の主人公「李徴」につい

ての心理描写を対象として比較していきたい。 
 

２、 問題関心 
2.1 
『鼻』と『山月記』における「自尊心」を描写する文についてそれぞれの異同を探る。 
2.2 
『鼻』と『山月記』における主人公の心情とその変化を比較する。 
 
３、先行研究 
3.1 長野甞一（2004）『鼻』論 

（原作と）一番大きな相違は、テーマのとり方にあらわれている。それは多くの評

家によってしばしば指摘されることがらだが、幸福は世間の思惑によって大きく左右

されるということや、傍観者のエゴイズムに対する諦観は、原作には見られない。主

人公の心理描写も、『羅生門』と同様、原作には欠けている2。 
3.2 石川洋明（1988）『山月記』論 

物語は，衰惨という官吏が公務の旅行の途上で虎に襲われ，危うく難を逃れるのだ

が、その虎が実は進士時代の同期生である李徴が変身したものであった、という設定

になっている（この設定を中島敦は中国古典の「人虎伝」から借りているが、心理描

写などに中島の創作によるものが多く──またその部分が面白いのだ──随分異なる印

                                                       
1千田實（1989）『芥川龍之介「鼻」における一考察──近代文学に現われた占典の世界──』武

蔵野短期大学研究紀要《第 4 輯・1989 》p77 
2長野甞一（2004）『芥川龍之介と古典』勉誠出版(株)p56 
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象を与えるものにできあがっている) 3。 
 

４、 研究方法 
『鼻』と『山月記』のテキストを分析し、『鼻』と『山月記』に関する資料を参考しつつ、

論述を導き出す。 
 

５、 研究項目 
5.1 人物像 

『鼻』の主人公「禅智内供」は鼻の長さが五、六寸あって、上唇の上から顎の下まで

下がっている。内心では始終この鼻を苦に病んできたが、表面では気にならないような

顔をしている。自分で鼻を気にしているということを人に知られたくない。一方、『山月

記』の主人公「李徴」は性、狷介、自ら恃むところすこぶる厚く、賤吏を甘んずるのを

潔しとしなかった。二人とも自尊心が強い。 
 

5.2『鼻』と『山月記』における自尊心 
 『鼻』には、自尊心に関する描写は次のように書いている。 
 
けれどもこれは内供にとって、決して鼻を苦に病んだ重な理由ではない。内供は実に

この鼻によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。（中略）内供の自尊心は、

妻帯と云うような結果的な事実に左右されるためには、余りにデリケイトに出来ていた

のである。そこで内供は、積極的にも消極的にも、この自尊心の毀損を恢復しようと試

みた。 
  
内供は長い鼻を持ち、食事の時も不便だし、何よりそれによって傷つけられる自尊心

に、内供は大いに苦しんでいた。内供は積極的にも、消極的にもこの傷ついた自尊心を

回復しようとした。それは、あまりにも繊細で傷つきやすい自尊心のためなのだ。 
また、『山月記』には、自尊心に関する描写は次のように書いている。 
 
己は俗物の間に伍することも潔しとしなかった。共に、我が臆病な自尊心と、尊大な

羞恥心との所為である。己の珠にあらざることを惧れるが故に、敢て刻苦して磨こうと

もせず、又、己の珠なるべきを半ば信ずるが故に、碌々として瓦に伍することも出来な

かった。己は次第に世と離れ、人と遠ざかり、憤悶と慙恚とによって益々己の内なる臆

病な自尊心を飼いふとらせる結果になった。 
 
李徴は人々から倨傲、尊大だと言われるような人間である。詩友と交わって切磋琢磨

                                                       
3石川洋明（1988）『自意識の悪循環過程をめぐって』p101 
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に努めたりしなかったことが、自分の才能の無いことを恐れていたからだ。それが「臆

病な自尊心」と「尊大な羞恥心」のせいなのだという。尊大な振る舞いの背後には、自

分には才能がないということを分かってしまうことを恐れる臆病な心だったのだ。 
これにより、内供とも李徴とも自尊心が高いということは共通である。自尊心とは、

自分の人格を大切にする気持ちである。内供は自分の鼻を気にしていることを人に知ら

れるのを恐れ、一方で、李徴は自分が才能の無いことを恐れていた。つまり、二人の自

尊心は共に何かを恐れる心理と関わっている。 
 

5.3『鼻』と『山月記』の主人公における心理変化 
『鼻』は、主人公内供の「自尊心が高い」ことが主題とされる。内供の悩みは、自分

自身を高く保とうとする心の構えだという。鼻が長いことを自身の欠陥と見なし、大い

に苦しんでいた。傷ついた自尊心を回復するために、鼻を短く見せる工夫をしたが、さ

したる成果は得られなかった。その後、内供は鼻を気にしないふりをし、わざと弟子が

自分を説き伏せるのを待ち、「鼻を熱湯で茹で、それを足で踏み、毛穴から出る脂をけぬ

きで抜く」という積極的な方法を試みた。これで鼻は短くなった。内供は満足したが、

短くなった鼻を見て、世間はかえって嘲笑した。その笑いの中に傍観者のエゴイズムを

見つけて内供は憂鬱になった。晩秋のある朝、再び長くなった鼻に手をやって、内供は

またはればれとした気持ちになった。つまり、内供の心境の変化をまとめると以下のよ

うになる。 
「鼻に悩んでいて苦しい」→「苦しいが気にしないふりをする」→「鼻が短くなって

安心して満足する」→「かえって嘲笑われて憂鬱」→「鼻が再び長くなってはればれと

した気持ち」。 
その一方で、『山月記』の主人公李徴は、袁惨に向け、自分の身の起きた出来事や思い

を打ち明けた。まず、李徴は自分が虎になった経緯をたどり、なぜ虎になったのかはわ

からないが、生き物のさだめなのではないかと解釈したという。それから、自分の人間

の心が次第に失われていく。むしろ人間の心がすっかり消えたほうが苦しみや悲しみが

解放される。そのほうが幸せだろう、と述べていた。だが、虎の中の人間はそのことを

恐れ、恐ろしく、切なく思っていた。さらに、虎になった理由を「臆病な自尊心」と「尊

大な羞恥心」のせいだと論じた。心の中の虎が暴れ、内心にふさわしいものに変えてし

まった。悲しみを訴える相手もいないし、誰にもこの苦しみを理解してもらえない。最

後に、李徴は袁惨に妻子の面倒を見てもらいたいと頼んだ。本当は妻子のことを先にお

願いすべきだったが、自分の乏しい詩業のほうを気にするような男だから、こんな獣に

身をおとすのだと李徴は最後に自嘲した。これにより、李徴の心情は内供と異なり、あ

まり変化せず、ずっと苦しく切ない気持ちだったと結論づけられる。 
 

5.4 まとめ 
以上の考察を通して、内供と李徴の心情変化をまとめることができる。ここで『鼻』
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と『山月記』の執筆と著作経緯を探ってみる。 
『鼻』は『羅生門』につづいて発表された作品である。『羅生門』はエゴイズムをテー

マとする点からすると、『鼻』も同じことを言及している。『羅生門』や『鼻』のなかに

芥川龍之介のいわゆる芸術の方向は規定され、人間の現実をエゴイズムの醜悪として捉

えていったことがわかる。 
なお、中島敦は父が漢文の教師で、身内に漢学者が多いという環境で育てられた。そ

のため、漢文調の格調高い端正な文体と、ユーモラスに語る独特の文体を巧みに使い分

けた文章が『山月記』の特徴である。漢文の専門知識に富み、中島は漢文作品を改作し

たのだろう。 
本稿では自尊心描写と心理変化に焦点を合わせて考察したが、『鼻』と『山月記』の原

型とは言い切れないが、これについて一層深く考察必要があるゆえに、今後の課題にす

る。 
 

６、 研究計画 
2017 年 4 月 研究テーマを決める 
2017 年 5 月 学術論文·関連資料·テキストを分析する 
2017 年 6 月 中間発表 
2017 年 7 月 レポート完成、最終発表 
 
参考文献 
[1]芥川龍之介『芥川龍之介全集 1』（1986）筑摩書房 
[2]中島敦『李陵・山月記』（1969）新潮社 
[3]千田實（1989）『芥川龍之介「鼻」における一考察──近代文学に現われた占典の世界──』
武蔵野短期大学研究紀要《第 4 輯・1989 》 
[4]長野甞一（2004）『芥川龍之介と古典』勉誠出版(株) 
[5]石川洋明（1988）『自意識の悪循環過程をめぐって』 
 

（指導教員：石井正己教授） 
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日本の若者の投票率が低い原因研究 
Y16-S512 ユン ゴン 

1．研究の背景と内容 
 2017年5月9日、韓国で行われた第19代大統領選挙は韓国の現代史と民主主義に意味深い

事件だった。ろうそく集会などによって表れた民心が元大統領の弾劾を主導し、77.2％の

投票率を記録し、新しい大統領を輩出するまで国民の参加が絶対的な意味を持った。特に、

若者の投票率が非常に高かった。事前投票が史上最高の事前投票率である26.1％を記録し

た中で、最も多く参加した年齢は20歳代と集計された。私はこの事件を日本で見ながら、

日本の投票率にも関心が生まれた。 
 日本は韓国の大統領制とは違い、 議院內閣制を採用する国である。 大統領制は、大統

領を国民の選挙によって直接選出する制度であり、議院内閣制は、内閣総理大臣を議員の

中から議会が選出する方式である。そして、日本の国政選挙では衆議院①選挙と参議院②選

挙が行われる。法案や予算案、条約の承認、総理の指名では、衆議院の決定が優先される。 
 

表1 衆議院議員総選挙における年代別投票率（抽出）の推移  

引用：総務省 
この表は総務省からの資料である。表を見ると、全体的に投票率が減る様子を示してい

る。特に、20歳代の投票率は全歳代平均の52.66％を大きく下回る32.58％であり、昭和42
年からの全体の流れを見ても、減少の程度が大きいことがわかる。 
また、国政選挙だけでなく地方選挙でも同じ傾向がみられる。東京都選挙管理委員会に

よると、平成26年に行われた東京都知事選挙の20歳代の投票率は約30％にとどまった。こ

のような若者の投票率低下による世代間格差は政策の不公平性の原因となりうるため、是

正が必要である。この研究では若者の低い政治参加実態を調べ、投票率を高める対策を講

ずることが本研究の目的である。 
 

2．先行研究 
特定非営利活動法人ドットジェイピー③ （2012） 『若者が選挙に行かない理由第一位は

投票環境によるもの』 
  NPO法人ドットジェイピー（以下、ドットジェイピー）は第46回衆議院選挙に際して

の若者の政治意識を調査するため、全国1330名の学生に選挙参加度と選挙の争点について

                                          
① 日本の国会の両院の一つ。参議院より優位にある。衆議院の方が任期が短く、解散もあるため、国民の意見を反映し

やすい。 
② 日本の国会の両院の一つ。衆議院より権限は弱いが、その行き過ぎを正したり補正したりする働きをする。 
③ ドットジェイピーは、若年投票率の向上を目標に活動するNPO法人である。 
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 アンケート調査を実施した。本論文では選挙の争点は扱わない。 
 

表2 若者の選挙に対する姿勢 

表2を見ると、選挙に関心が「ある」「どちらかといえばある」と回答している学生が8割
を占めているものの、選挙に行くと決めている学生は6割に減ることをわかる。選挙に行

かない理由としては「 投票に行くヒマがないから」「 投票所が遠いから」など投票環境

によるのが半分以上を占めた。次に、「 どの党にも議員も期待していないから」「 どの

党も議員もよくわからないから」など、政治的な無関心も多かった。ドットジェイピーは

より多くの意見を政治の場に反映するために、アメリカのように大学構内に投票所を設置

するなどの施策、第二位の「どの政党も議員もよくわからないから」に対しては若者にと

ってアクセスしやすいインターネットという情報媒体の選択はもちろん、各議員が何をし、

何をしなかったのか、行動や結果ベースでの実績をもっと発信していくシステムの構築な

どの対策を提示している。 
 
3．調査概要 
 調査はNPO法人ドットジェイピーの資料を参考し、アンケートを作り、20代の若者を対

象としてアンケートを行った。 
<調査方法> 
調査期間：2017年6月～7月 
調査対象：東京学芸大学生を中心にアンケート行ったが、インターネットアンケートも実

施した。 
質問1 あなたは今、何年生ですか？ 
１．一年生 ２．二年生 ３．三年生 ４．四年生 ５．その他（   ） 
質問2 あなたは選挙の時、投票に行っていますか？ 
１．いつも行っている  
２．どちらかといえば行っている  
３．どちらかといえば行っていない  
４．行ったことがない 
質問2.1 (質問2の1，2を選んだか方へ) その理由はなぜですか？(複数回答可能) 
１．国民の義務だから 
２．日本により良くなってほしいから 
３．当選してほしい議員・政党があるから 
４・事前投票制度などにより、以前より投票しやすくなったから 
５．団体、組織や知人に頼まれたから 
６．その他(             ) 
質問2.2 (質問2の２3，4を選んだ方へ) その理由はなぜですか？(複数回答可能) 
１．投票に行く暇がないから 
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２．住民票のある場所にいないから 
３．どの党も議員もよくわからないから 
４．政治は自分に関係がないと思うから 
５．投票場が遠いから 
６．その他(             ) 
質問3 前回の衆議院選挙では20代の投票率が32.6％と若年層の投票率が低い傾向にあり

ます。(最も高いのは68.3%の60代)このことについてあなたは問題だと思いますか？ 
１．問題だと思う 
２．問題意識はあるが仕方のないことだと思う 
３．知っているが特に気にしない 
４．そもそも知らなかった 
質問3.1 （質問3の1を選んだ方へ）そう思う理由を教えてください。（複数回答可能） 
１．高齢者の意見が反映される世の中になるから 
２．若者として自分の意見を発信する必要があると思うから 
３．投票は国民の義務だから 
４．若者が日本の将来を考えないのは危険だと思えるから 
５．自分たちの生活に直結することだから 
６．その他(             ) 
質問3.2 （質問3の2，3を選んだ方へ）そう思う理由を教えてください。（複数回答可能） 
１．自分が投票しなくても何も変わらないと思うから 
２．どの党にも議員にも期待していないから 
３．どの党にも議員もよくわからないから 
４．どの党にも議員もいい政治をしてくれそうだから 
５．政治は自分に関係がないと思うから 
６．その他(             ) 
質問4 低い投票率を上げるためには何をするべきだと思いますか？意見を自由に書いて

下さい。 
 
4．調査結果 
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質問4 
大学生への配慮。投票によって政治が変わる有力感が見えるようにする。 
バラク・オバマみたいに、ちゃんと実行してくれると約束してもらう。 
現在の政権がかつての選挙期間に掲げていた政策が実際にはどう施行されたかを具体的な国民の生活へ

の表れ方を第3機関が例示資料として示した上で、その選挙期間の立候補各党や各議員の主張をわかりや

すく提示し若者にも伝えるべき。そして投票を時間のない人にも出来るようにシステムを改善するべき。 
日本の若者の関心が日本から外国のものに変わりつつある中で、もっと自分たちの国として当事者意識

を持たせるための政策を国が取る必要がある。 
投票の義務化 

もっと政治を身近なものに感じてもらうための活動、ネットでの投票 
投票の方法をより簡単にする(投票所まで行く以外の方法をとる) 
今世の中で何が起きているのかを把握できていない若者がほとんどだと思う。政治が他人事だと思って

いると思う。自分自身にも関係のあることだということを示し、世の情勢をわかりやすく説明し、政治に

興味を持ってもらう必要があると思う。 
もっと学校で政治や投票について具体的に学べる機会を増やすべきだと思います。（選挙情報の読み取

り方など） 
どこでも選挙ができるようにしてほしい(住民票関係なく) 
このアンケートで17人の日本人（ 大学生14人で卒業生・会社員など3人 ）が回答した。

これらの結果を見ると、投票が自分の生活、延いては国家の発展のため大事なことなのは

認識していることが分かった。しかし、多くの若者がどの党にも議員にもよくわからない

状況で、若者の投票率が低くても仕方がない、と言う意見も多かった。そして、投票に行

かない理由の一位である「住民票のある場所にいないから」を見られた。実は「不在者投

票制度」と言う、住民票を移しなくても選挙区外で投票できる制度があるものの、若者の

間ではあまり知られていないことが示された。このような若者の投票率傾向を上げるため

には、投票の大事さを認識するに済まず、実践まで行く方法を探すべきだ。韓国の例は、

投票ロトと言う、投票した後自撮りをして投票ロトサイトにアップロードした人の中で、

人数を決めて現金が当たる制度がある。政府の制度ではないが、実際に投票率が上がる効

果があった。そして、小学校・中学校から授業で選挙・政治について教育する方法もある。

しかし、教科書的な内容だけ教育すると、逆効果になる可能性もある。それで、学生たち

に模擬選挙・候補登録など直接体験できる教育をすべきだ。最後に、不在者投票など選挙

日に投票できない人のための制度があるが、あまり人に知らせていないため、事前投票制

度を積極的に広報すべきだ。 
 

参考文献 
総務省 国政選挙の年代別投票率の推移について 衆議院議員総選 挙における年代別投票率

の推移（抽出） http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/ 
（アクセス日：2017年5月6日） 
東京都選挙管理委員会 年代別推定投票率（東京都知事選挙） http://www.senkyo.metro.t
okyo.jp/election/nendaibetuchousa/tochiji-nendaibetu2014/ （アクセス日：2017年5月6
日） 
市村充章（2012）「若者の政治参加と投票行動 ―なぜ若者は投票に行かないのか―」 
大西健斗 （2016） 「なぜ若者は投票に行かないのか？ 一対評価アンケートによる要因

分析 ―」  
特定非営利活動法人ドットジェイピー （2012） 「若者が選挙に行かない理由第一位

は投票環境によるもの」 
 

（指導教員：及川英二郎教授） 
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京仁教育大学の教員養成課程の満足度研究－教員の卒業生を中心に－ 
Y16-S513 イ ギョンベ  

１．研究の背景  

管理の学校の時代から経営の学校の時代に向かっている。それに合わせて政府の学校教

育政策でますます学校は自律化していく。だから、昔では学校教育課程が決まっていて、

教員がそれをどう教育するかが大事にされたと言えたが、現代に来て、そして未来には地

域や学校やそして学生個人のための特徴ある教育課程を教員自分で立てなければならない

時代が来る。しかし、政府の教育政策は多様化、特性化、自律化で進んでいるのに比べ、

教育大学はそれの変化に対応が遅く、初等教育政策の道を提示する役目がまだ微弱である。

韓国では教育大学の国立大学として、その数が限られている。その分、教育大学の役目が

大事だといえる。 
 韓国の教育大学は初等教員を養成する機関であり、特別目的形大学といえる。大体の学

生が卒業したあとで、教職採用試験に受けて 7 割以上の卒業生が教員になる。最終発表が

1・2 月であり、成績優秀な場合にはその次の 3 月に内定をもらうことで、比較的にすぐ現

場に配置される場合も多い。このとき、学校で学んだ知識を基ですぐ務めることになるが、

もっと実用的な教育が必要ではないのかと考えた。 
 今回行う「京仁教育大学校の教員養成課程満足度研究」は実際現場経験がない在学生が

授業の重要性を判断するのにはある程度無理があると判断し、教員になった卒業生ならそ

の知識の実用性を判断するのに相応しいと思った。現場からの意見を受容し、教員の経歴

によって必要なのはどういう授業だったのかを判断できる。教員の職務からのストレスは

教員のウェルビーイングだけではなく生徒に対する教育の質にも繋がる。学校には教員養

成委員会があるが、教員養成教育課程を調整するため、現場からの地表が今後教育課程改

定にかなり役に立つのではないかと思う。 

２．研究の目的 

現在の初等教員養成課程は大学の自律的に作れるようになっているが、在学生としては

今在学しながら勉強している内容が本当に役に立つのかは分からない。そして教育大学に

入ると他の職業のための就職活動が比較的に難しいであるため、現場に入ってから自分に

この仕事が適合するか分かる場合もある。そして適合だと分かっても初任教員はストレス

が相当だといわれていて、初経験だからと言っても、その教育を受ける生徒から見ると良

いとは言えない。要するに大学の教育内容と実際の現場との格差を少しでも減らすためで

ある。 
 この満足度の結果により成果が異なると思う。まず、満足度が高く出た場合はその満足

度が高い原因をもっと詳しく調べる必要がある。そして他の教育大学や初等教員養成機関

とも比較し、その満足度が高い理由や相反する結果が出る理由は詳細に把握し、今後の教

育課程を調整するときに用いられる。逆に満足度の結果が低く出た場合には現在、京仁教

育大学校の教育課程を批判し、それを改定する必要性をアピールできる。 

３．研究調査 

研究は卒業生向けで「Ｇｏｏｇｌｅ」を通じてウェブアンケート調査を行い、その結果

を分析する形にした。そして知り合いに協力してもらい、そのウェブアンケートの住所を

配布することにする。ただ、表本が得れるほど数が集まれるか、標本収集方法もまだ決め

てないので、その調査に応じた卒業生が代表性を持つのだとは言えない。 
 質問構成としてはフェイス項目としては「履修した教育課程」・「専攻(選修)」・｢勤続
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地域｣・｢勤続年数｣を聞いた。そして、教育課程に対して聞く質問項目としては本校の教

育課程で示しているとおり「教養」・｢専攻｣・｢教職｣・｢深化｣に分けて、｢実習｣項目を追

加した。4 項目応答として「非常に役に立った」・｢ある程度役に立った｣・｢あまり役に立

たなかった｣・｢全く役に立たなかった｣で構成した。そして最後には「教員に必要な授業

は何だと思いますか」という質問をすることにした。 
 

 数（名） ％ 
2009 年以

前教育過

程 
6 15 

2010 年教

育過程 25 62. 

2013 年教

育過程 9 22.5 

合計 40 100 
表 1 教育過程調査 

 数（名） ％ 
倫理教育 2 ５ 
国語教育 ５ 12.5 

社会科教育 7 17.5 
数学教育 1 2.5 
科学教育 １ 2.5 
体育教育 ２ ５ 
音楽教育 ２ ５ 

図画工作教育 １ 2.5 
生活科学教育 １ 2.5 
コンピュータ

ー教育 ２ 5 

教育 ９ 22.5 
特殊教育 ３ 7.5 
幼児教育 １ 2.5 
英語教育 ３ 7.5 
合計 40 100 

表 ２ 専攻（選修） 

調査結果、応答者は 40 名であった。教育課程の項目を 3 つで構成したがその理由は、

2017 年基準の卒業生が受けた教育課程が 2013 年であり、2009 年以前の資料を探すこと

はできなかった。アンケート調査の結果で、表 1 によると、2010 年教育課程を受けた人

が 62.5％で一番多かった。調査範囲が狭かったため、教育課程全部を評価することはでき

ないが、それぞれの大学の教育課程が大きく違いはないため、調査結果が信憑性のない結

果ではないと思われる。 
 「専攻」はすべて 14 個であって、表 2 の応答者の構成が傾いていると言えるが、「進化

課程」を除いて、授業課程が同じであるため、他の教育課程調査は専攻による違いを持た

ないといえる。そして、応答の質を上げるため、その理由をつけるようにしておいた。 
 表 3 の「勤続地域」は「仁 川

インチョン

」・「京機都
ギョンギド

」・「ソウル」・「その他」で分けた。４

つに分けた理由は京仁教育大学が「仁 川
インチョン

」と「京機都
ギョンギド

」を担当する地域拠点大学である

ため、かなり多い人数の京仁教育大学出身の卒業生が務めている。「ソウル」は「仁 川
インチョン

」

と「京機都
ギョンギド

」ほど人気があるところで同じく卒業生が多いところである。 

 その結果として京機都
ギョンギド

が 70％であった。その理由は採用試験の地域の中、一番多く採用

する地域が京機都
ギョンギド

であるのと、学校が京機都
ギョンギド

を拠点にするからだと思われる。 
 表 4 の「勤続年数」は教育過程とも連関性があるが少なくとも 2 年以上は働いてから仕

事になれるといわれている。そして 5 年以上になるとある程度ベテランになる。 それの

解決法として 1 年未満、1～2 年、3～4 年、5 年以上に分けた。 
 調査結果、2 年以下の 80％を示しているので、教育課程を思い出しながら評価および満

足感をいえるのと思われる。 
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 数（名） ％ 

仁 川
インチョン

 3 7.5 

京機都
ギョンギド

 28 70 
ソウル 7 17.5 
その他 2 5 
合計 40 100 

表 ３ 勤続地域 
 

 数（名） ％ 
1 年未満 13 32.5 
1～2 年 19 47.5 
3～4 年 5 12.5 
5 年以上 3 7.5 
合計 40 100 

表 ４ 勤続年数  

今回の教育テーマだった教育課程は大きく四つの領域に分かれる。それは「教養課

程」・「専攻課程」・「教職課程」・「深化課程」となる。しかい「教職課程」の中に

含まれている「教育実習」の場合、教育実践となってその過程の理論的ではないという

場面から考えると異なる過程だと思われたので、別の項目として満足度調査を行った。 
 教養課程は学校教育過程の文書によると、「有能な教師として持つべき指導的人格と

世界市民としての資質栽培のため様々な分野の学問や芸術に対する視野を広め、社会変

化に応じて教職生涯をかけて発展できる能力と態度を育つ」が目的としてなってる。 
 専攻課程は「初等教育の実践に必要な各教科の理論と方法を身につけ、初等教員に必

要に知識と機能を習得し、総合的な観点で教科運営の技術を開発するようにする。これ

を通じて、教員の専門性を高める」と述べている。 
 教職課程は「小学生のために教育学先般の理論と実際に関する理解と適用をもって、

初等教員としての業務を遂行できる」が目的として述べてある。 
 深化課程の場合は「教育専門家としての専門的資質を一層高めるために、特定領域の

理論と実際を選択して学習したことで、自分の成長だけではなく、教職発展に寄与する

ようにする」のが目的である。 
 しかし、大体の教育課程が理論を学習することに重点を置くのにかわりはない。 

 

 数（名） ％ 
非常に役に立

った 6 15 

ある程度役に

立った 15 37.5 

あまり役に立

たなかった 13 32.5 

全く役に立た

なかった 6 15 

合計 40 100 
表 ５ 教養過程満足度 

 数（名） ％ 
非常に役に

立った 5 12.5 

ある程度役

に立った
18 45 

あまり役に

立たなかっ

た 
13 32.5 

全く役に立

たなかった
4 10 

合計 40 100 
表 6 専攻過程満足度 

 数（名） ％ 
非常に役に

立った 9 22.5 

ある程度役

に立った 18 45 

あまり役に

立たなかっ
12 30 

 数（名） ％ 
非常に役

に立った
5 12.5 

ある程度

役に立っ

た 
20 50 

あまり役 12 30 
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た 
全く役に立

たなかった 1 2.5 

合計 40 100 
表 7 教職過程満足度 

 数（名） ％ 
非常に役

に立った 27 67.5 

ある程度

役に立っ

た 
12 30 

あまり役

に立たな

かった 
1 2.5 

全く役に

立たなか

った 
0 0 

合計 40 100 
表 9 教育実習満足度 

 

 

に立たな

かった 
全く役に

立たなか

った 
3 7.5 

合計 40 100 
表 8 深化過程満足度 

  調査の結果、理論授業に関しては「非常に役に立った」・「ある程度役に立った」を

含め「役に立った」が約 50％を示していたが、教育自習の場合、約 97％が「役に立っ

た」と思うことを見る限り、教員の教育課程としては現状実践的な授業がかなり足りな

いと思われる。各自それぞれの応答に対して、理由をつけられるようにしたが、「ある

程度役に立った」と思っても満足度は関係なく理論的な授業だけには足りないなどの不

満を述べていた。 
 そして最後の質問項目で教員に必要な授業とは実質的な業務処理方法など学問的な部

分より学校業務に関する授業が必要だとする答えが多かった。そして生活指導や学級経

営などの授業が必要だと述べていた。 

４．考察 

このアンケートを通じて、教員を養成する学校は教育学者を育つのではなく、教授法に

特化した授業を主に行う必要性があるのではないかと思う。特に教育実習の満足度が他の

項目に比べ満足度が非常に高いという点がそれを証明してくれる。逆に他の教育課程では

教員に合う授業課程であっても役に立たかったというのは大きな問題である。教育課程が

役に立たなくても教員になったというのは教育課程・教員採用試験・現場が全部ばらばら

である可能性をしめしているからだ。役に立つと思っても実践が足りないということは、

実に仕事に必要な理論の幅は広くないのではないかと思う。それとも、大学と学校の連携

を高めたり、実習期間を増やしたりして、理論の限界を超える必要があるかと思う。 

（指導教員：林尚示准教授） 
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図 1 

よく間違える日本語 留学生と日本人の日本語の使い方の比較 
―敬語を中心に― 

Y16-S534 トリーサクチャット・ポーンプラシット 
1. 研究テーマについて 
 日本語学習者として、日本語の正しい使い方を学んだ上で運用することは大切で重要な

ことだと思っている。しかし、日本人でさえいくらかは「間違った日本語」を使っている

という実態はその学びを難しくさせる。先行研究「国語に関する世論調査の結果について」

（文化庁：2014）によれば、7 割以上の国民が、今の日本語が乱れていると回答したとい

う。その結果から、多くの人が間違えたままの日本語を使っていると思われる。さらに、

2013 年の同調査（文化庁：2013）によると、4～5 割以上の人が「言葉や言葉の使い方に

対する社会全体の関心が以前よりも低くなっていると思う」と答えた。 
 また、その調査で 98％の人は敬語が必要だと答えたが、敬語の使い方を間違えている人

は少なくない。これらの理由から、日本語学習者として元々の敬語、つまり乱れていない

敬語を学ぶためにこの研究を進めたいと思っている。 
 
2. 先行研究 
 文化庁 『国語に関する世論調査の結果について』 1995-2015 
 佐藤政光 『中・上級日本語学習者における誤用例』 1993 
 
文化庁の調査によれば、近年では間違った国語でも間違っていると思うことが少なくなっ

ており、そうした国語への意識が低下していることが示されている。（文化庁：2014 より） 
一方、ほぼ同時期に日本国民は図１のように「敬語が必要だと思う」と考えていることも

調査により明らかになっている。（文化庁：2013 より） 
 今までにもこうした先行研究（日本語学習者が対象、日本人が使っている日本語）に類

似した様々な調査や文献が存在したが、日本語学習者と日本人がどのように間違った日本

語にアプローチしていくの

か、日本語を使う人々がお

互いのコミュニケーション

をどのようにスムーズにし

てきているかという点につ

いては研究が不十分だと考

えている。そこで、日本人

と日本語学習者双方の考え方や言葉の理解を研究することで、間違った日本語が日本語学

習者に適切に理解され、より学びが深まると考えている。 
 
3. 研究方法 
3.1 文化庁『国語に関する世論調査の結果について』の分析・検討 
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3.2 間違った日本語に関する独自アンケートの作成 
3.3 日本人と日本語の学習者を対象にアンケート調査を行う 
3.4 アンケート結果の分析（敬語、熟語などに類別したうえで、グラフ等に示す） 
 
4. アンケートについて 
 まず、このアンケートは日本人大学生及び日

本に留学中で上級日本語を学んでいる学生を

対象に、右のような問題を 10 問回答させ、回

答者に正しい敬語の文を選んでもらった。その

後、回答者全員の回答を集計し、回答者ぞれぞ

れの国籍、母語、出身地別に分類し、間違った

部分の共通点を分析して間違いに至った理由

を探した。 
 
5. アンケートの結果 
 アンケート調査の内訳は、母集団 N=30(人)、うち日本人 J=15(人)、留学生 E=15(人)で
ある。15 人の日本人のうち関東出身は 11 人、関西出身は 2 人、北海道・東北出身が 2 人

であった。留学生はタイ人が 6 人、ベトナム人が 2 人、中国人が４人、韓国人が 3 人であ

る。国籍のバランスに多少の偏りがあるが、今回の調査ではさほど結果には影響しないと

考えている。念のため注意されたい。全体のうち 1 人のみがアルバイトをしたことがない

と回答、しかし結果から見るとア

ンケートの回答内容はあまりアル

バイトをした人と変わらなかった。

そして 29 人のうち全員がアルバ

イト中に敬語を使ったことがある

と回答しており、異なる点はただ

使う頻度のみである。 
 

図 2 アルバイト中によく敬語を使いますかという質問の結果 

 今回、10 問の中から興味深い結果がいくつも出てきた。今後、グラフは左側が日本人、

右側が留学生である。まず、図 3 の正しい答えは「赤」で示したものであるのに、多くの

人が「青」の答えを選んだ。「赤」の意味は確かに「青」の「ご～します」と同じだが、そ

れは謙譲語である。謙譲語は相手に使うのは間違っているので尊敬語の「ご～なさいます」

の「赤」が正しい。 
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図 3 尊敬語と謙譲語を間違っている場合 

 
 二つ目は、驚いたことに留学生の回答者の方が日本人より正しい答えを選ぶ人がずっと

多かった。（図 4）これはただ推測だが、この場合の「読みます」の尊敬語は「お読みにな

ります」と受身形の「読まれます」の両方が使われている。日本人はよく両方を聞いてい

るため両方の使い方を混ぜてしまい「緑」の「お読みになられる」に間違えるのだろう。

留学生の場合では「読まれます」という受身形はあまり聞いたり使ったりする機会が少な

いので「オレンジ」の答えを選ぶのではないかと推測した。 

図 4 日本語話者と日本語学習者の違いは、耳に慣れているかどうかの問題 

 
 最後は二つの問題を比較する必要がある。この二つの問題は両方「緑」が正解である。

また、この二つの問題の仕組みは全く同じである。理論的にこの二つは同じ問題とは言え

るが、回答者の正確率は全く違った。詳しく分析していくと「ご～してください（ます）」

も「おーしていただけますか」も「ご～して」「おーして」と同じである。そのため、図 7
の一つ目の問題の正しい答えは「お届けいただけますか」か「届けていただけますか」な

のである。同じく二つ目の答えは「ご注意ください」か「注意してください」である。全

く似ている質問なのに正確率がこんなに違うのは、「お届け～」の問題は二つ目の「ご注意

～」と違い耳に慣れておらず、そういう文を聞く機会が少ないので違うものを選んだので

はないかと考えられる。 
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図 5 同じ謙譲語の質問の比較 

 
6. まとめ 
 全体的に、人はよく聞くような、耳に慣れた文であればそれを正しいと思ってしまうの

ではないだろうか。恐らく、正しい使い方が二つ以上あれば、その正しい使い方を全部混

ぜてしまい、違う形になってしまうだろう。留学生の方は母語が違っても同じ答えをする

人がいれば、同じ母語でも答えが違う人もいる。そのため、母語は敬語を間違う理由にな

らないと判断できると考えられる。それと同様に、日本人も出身地が原因だとは言えない

のである。まとめれば、日本人は日本語に慣れているため、ときどき、耳に慣れた物と正

しい使い方を混ぜて混乱してしまい、正しい日本語だと勘違いしてしまう可能性が高いと

言える。一方、留学生は学んだことをしっかりと覚えていないことや、耳に慣れていない

こと、いわゆる「バイト敬語」を覚えてしまったことで間違いやすくなっているのではな

いかと考えられる。そして、日本人も留学生も、多くが間違えたのは謙譲語である。これ

はまだ使いこなせていないか、謙譲語と尊敬語を使い分けるのに慣れていないという可能

性も低くはないだろう。 
 
謝辞：本レポートの作成にあたり、留学生センターの福島恵美子先生にアンケート作成に

ついてご助言いただいた。ここに末筆ではあるが感謝の気持ちを記したい。 
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日本人学生における海外留学の意義 

Y16-S535 タンティピモンクン・マニーラット 

1.研究の背景と目的 

 最近、海外に留学したいタイ人学生の人数が増えてきたそうだ。タイ人にはアメリカ

を始め、ヨーロッパや日本などが留学先としてとても人気である。なぜなら、タイにある

海外系会社(外資系企業)が多く、外国語ができる人やグローバル人材が求められているか

らだ。よって、求められている能力を持つ人材になるために海外で言語を学んだり、体験

したりすることが必要だという価値観がある。日本の企業も海外赴任する人材を希望して

いるようだ。しかし、『大学の国際化と日本人学生の国際志向性』(横田雅弘・小林明) 
によると、日本人の海外留学者数が 2004 年から減ってきたそうだ。減少した理由は日本

社会が少子化の状態になったことである。それに、ニュースによると、日本の若者が個人

的に海外に留学したくなくなる理由もあるそうだ。 

戦後から海外に出る留学生の数が一時減少するが、1986 年から上昇する。しかし、

2004 年に日本人留学者数はピークを迎え約 8 万人だが、6 年後の 2010 年には、約 5 万人

までに低下した。不思議な現象だと思って、日本人の海外留学者数が減少した理由は少子

化以外にもあると考え、日本人の留学動向に関するテーマにした。また、政府の海外留学

者を増加するための取り組みはあるのかを研究したいと思う。 

 

2.問題関心 

① 日本の若者が留学することに対してどう考えているか。 
② 最近、日本の若者が留学したくないと考える理由は何か。 
③ 日本政府は若者の留学を促進するためにどのような取り組みを行っているのか。 

 

3.先行研究 

3.1 池田庸子『海外留学の意義とメリットを考える－海外留学によって何か得られるか

－』（2011） 

日本人の海外留学の意義として二つに分けられている。一つは個人として、「国際体験

を通じた国際理解・知識の拡大、語学力の向上など学生に能力や可能性を広げ、留学を通

じ国境を超えた幅広い人的ネットワークの形成につながる」としている。もう一つは国と

して、「国際的な競争環境の中での国際的通用性がある人材の育成や受入れと同様に人的

ネットワークの形成による相互理解と友好関係の深化が世界の安定と平和に資するといっ

た安全保障の観点、我が国大学等の教育研究水準の向上など重要な意味を持つものである」

と示している。 

また、経済産業省のグローバル人材育成委員会報告書によると、グローバル人材に共通

して求められるのは、①通常の社会人に求められる「社会人基礎力」に加えて、②外国語

でのコミュニケーション能力 ③異文化理解・活用力であるとしている。しかし、日本人

の語学力や国際経験は他のアジア主要国と比べると低くて、出遅れていることが危惧され

ている。 
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3.2 太田浩『日本人の内向き志向に関する－考察－既存のデータによる国際志向性再考』

（2014） 

産業能率大学が 2013 年に新入社員(18 歳から 26 歳まで)を対象に行ったグローバル意識

調査によると、①「海外では働きたくない」という回答が 58.3％と過半数を占めたが、②

「どんな国・地域でも働きたい」も 29.5％過去最高を示し、③「国・地域によっては働き

たい」(12.2％)と合わせると、41.7％であった。2001 年の同調査結果と比べると、①の理

由については、「自分の語学力に自信がない」が 65.2％で最も高く、次いで「海外勤務は

生活面で不安」が 50.4％と高く、リスク回避志向を示すとともに、そもそも「海外に魅力

を感じない」も 35.5％あり、内向き化を裏づけるような値を出ている。 

 

4.研究項目 

4.1 日本の留学生受け入れ対策と日本人学生のグローバル人材育成 

OECD データによると、全世界の留学生総数は 430 万人となっており、2000 年からの

12 年間で 2 倍以上に増加したようだ。最も留学生を受け入れている国はアメリカである。

しかし、2011 年からオーストラリア、カナダ、ニュージーランドなど留学生受け入れ国の

役割が増大していることが特徴である。 

第二次世界大戦後の留学生受け入れ対策は平和を希求して、国際理解を促進する取り組

みの一環として発展した。様々な留学生招致活動と並行して、国家規模での外交戦略の一

環として、奨学金を使って世界各国のエリートたちを呼び寄せ、自国の新派層を形成しよ

うとするモデルが定着する。この留学モデルから輩出される人材は学位取得後、原則とし

ては自国に戻って地元の社会に貢献することが期待されている。 

日本も派遣留学生を受け入れており、東南アジア、中近東諸国からの留学受け入れを中

心に拡大していた。しかし、留学生にとって日本での就職が必ずしも希望通りに展開して

いない状況がみてとれる。これを見ると、海外における資格や学歴を適正に整備する必要

があると言える。そのため、日本人学生を海外にもっと派遣すべきだという議論は強くな

った。 

 

4.2 少ない海外留学のための奨学金 

これまで、日本が受け入れる外国人留学生向けの奨学金に比べると、日本人の海外留学

に対する政府に経済的支援は少なかった。背景には、海外留学は個人選択と責任であると

いう考え方がある。かつて多くの日本人は奨学金がなくても留学したため、あえて政府が

支援する必要性はなかったともいえる。ただし、昨今の停滞する経済状況と、それに伴う

家計の悪化を考慮すれば、海外留学における経済的支援の重要性は非常に高くなっている。

そうした状況を踏まえ、政府はここ数年、海外留学に関する奨学金の予算を増額している。 

 

5.研究方法 

① 池田庸子の『海外留学の意義とメリットを考える－海外留学によって何か得られる

か－』という研究を読んで、まとめる。 
② 藤美帆の『日本の企業と大学における国際化の現状』 
③ 大学等の学生を対象としてアンケート調査を行う。 
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④ 最新のデータを求めるために文部科学省のサイトで検索する。 

 

6．研究計画 

2017 年 6 月    －チューターに相談して、テーマを決める 

       －資料を探して、先行研究を検索して、情報を収集する 

2017 年 7 月    －中間発表し、フィードバックを受けて、アンケートを行う 

       －調査したアンケートから分析して、まとめる 

 

7.結果 

以上みてきたように、日本人の学生の留学に対する意義に関して、留学を希望する人は

半分以上で、56％である。どの国に留学したいかという質問に対して、アメリカ、カナダ、

オーストラリアと答えた人が多い。また、中国や韓国やインドなどを留学先として選んだ

人がわずか 3 割ではあるが、2000 年と比べて、アメリカ以外の国に留学したい人数が増加

した。それは、アメリカへの留学には授業料や生活費などの費用がたくさんかかるからだ。

それに、日本の学生の英語力も足りなくて、英語のテストの基準点数を超えられないから

だ。超えられても、アメリカへ行った時、他の人と話せない場合もある。次の質問は「留

学するとしたら、どのくらいの期間が良いか」である。これに対しては、「一年間で十分」

だと思っている人が最も多く、約 4 割である。結果によると、留学したい理由は ①しっ

かり語学力を身につけたい、②海外生活を体験したい、③海外の大学の学位を取得したい、

④専門スキルを向上させたいとなっている。しかし、全ての海外留学する理由は、就職の

ためではないだろうか。 

逆に留学したくないと答えた人は、わずか 32％である。個人的な理由は ①「留年した

くない」という回答が 87.5％を占めたが、②「家計に余裕がない」も及び 75％を示し、

③「企業は留学経験を評価しない」も 56.25％と過半数であるとしている。調査によると、

長期留学した後、1－2 年間卒業を遅らせて就職活動に挑むと思っている日本人の学生が多

い。また、留年させられたら、無駄な留年コストがかかり、同じ時期に就職する仲間が少

なく、情報が得にくいことも考えられる。②に対する学生の意見は、今の日本の経済が悪

化していて、何か節約できれば、節約したいということもある。③に対して、様々な企業

がグローバル人材を要求しても、留学した日本人の留学生にあまり評価しないことだけで

はなく、逆に外国人の留学生の方が求められているという考えが強い。 

 

8.おわりに 

近年の海外留学・旅行者数の減少を端緒に若者が国外に出なくなったのは、彼らの心理

的な変化（内向き化）によるものだということがとかく強調されがちで、社会的、経済的、

政治的な状況の変化についてはあまり検証されていない。しかし、若者の意識が本質に内

向き化しているというよりは、現状の日本の有り様が彼らの目線を内側に向かわせている

と解釈すべきであろう。 

政府は日本人学生が留学したくないと考えていることを問題視しており、様々な取り組

みを行っている。まず、「留年したくない」という問題に対して、どういう対策があるか
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明らかにされている。大学等においては、外国語教育、特に英語教育を充実させるととも

に、単位交換、ダブルディグリーなどの魅力ある留学プログラムの充実を図り、学生への

インセンティブ付与に取り組みとともに、学生が安心して留学できるような緊急時におけ

る連絡体制やセーフティネットの確立が挙げられる。また、大学のみならず企業も含め、

海外留学が将来の進学・就職にメリットがあるといったことを明確にしつつ留学しやすい

環境の整備、就職時の進路指導の強化など様々な取り組みを積極的に展開することが必要

である。特に、国際的な拠点を目指す大学等では、海外留学を卒業要件に位置づけて、全

員必修とするなどの考慮が必要である。その際、大学間交流による交換留学が有効であり、

その拡大が望まれる。 

「家計に余裕がない」という問題に対応するのは 2004 年以降である。2004 年以降、留

学する日本人学生の数が減少していて、グローバル人材が少なくなる恐れがある。海外留

学経験があることは意味があるので、日本人の海外への留学を促進することが必要である。

そのため、国や日本学生支援機構では、長期や短期の海外留学のための奨学金制度の取組

を推進するとともに、各大学の優れた留学プログラムを支援する取組も同時に推進してい

く必要がある。国だけでなく、企業でも海外留学のための奨学金制度を実施しているが、

引き続き推進されることが期待される。 
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 ゆるキャラの成功原因について 
－くまモンを事例に－ 

Y16-S536 カオプータイ・ラリター 
1、問題意識 
 タイと言えば「バンコク」としてしか、外国人には知られていないことが多い。多くの

外国人がタイに旅行する時はバンコクへ行くため、タイの経済の 50％以上はバンコクに依

存している。つまり、バンコクの経済は発展していくが、その他の地域の経済は大きく発

展しない。そのため、バンコクと地方の格差がどんどん広がっている。それを食い止め、

地方の経済を活性化させるために、１６年ほど前から OTOP という運動が始まった。OTOP
とは、タイの各地方で独自の商品を生産して販売するプロジェクトで、様々な商品が地方

で開発された。しかし残念なことに、これによって地方活性化が成功したとは言えない。

現在もタイはバンコクに一極集中しており、地方の商品が売れることはあまりない。この

ような社会問題はどうしたら解決できるのか。どのようにしたら地方の商品は売れるよう

になるのか。 
 一方で、同じような問題は日本でも起きている。やはり日本でも観光客は東京に行きが

ちで、地方にはなかなか観光客は向かわない。そのような中、地方の商品を売るための一

つの方法として、10 年ほど前からゆるキャラが活用され始めた。そして、ゆるキャラによ

って、地域をアピールしたり商品アピールしたりするようになった。いまでは、以前あま

り注目されなかったような地域でも、ゆるキャラによって大きな関心を呼んでいる地域が

たくさんある。ゆるキャラは首都一極集中を解決する一つの方法かもしれない。そこで私

は、日本のゆるキャラのアイデアがタイの地方の問題解決につながるかどうか考えてみた

いと思う。しかし、日本のゆるキャラも成功しているものと失敗しているものがあるため、

ここでは、ゆるキャラを用いる際にはどうしたら成功しやすいのか、そしてそれをタイに

導入するとどうなるのかを明らかにしたい。 
 
2、論点 
 1.日本のゆるキャラで成功したゆるキャラの成功要因は何か。 
 2.タイでゆるキャラを作る際、何に気を付けるべきか。 
 
3、先行研究 
 3.1 石原（2013）による研究 
 石原はゆるキャラ成功の秘訣要因を次のように述べている。 
 「ひこにゃん」が成功した最大の要因はターゲットを女性に変更したことである。ひこ

にゃんのフワフワとした可愛らしい容姿から、ターゲットを城好きから女性に変更し、さ

らには彦根城ではなく「ひこにゃん」を前面に押し出した PR を行ったのである。この PR
は大成功した。「ひこにゃん」の母性本能くすぐる容姿は、プレスツアーに訪れた女性記者

のハートを鷲掴みにし、新聞による集中報道を巻き起こしたのである。そして、その報道

がインターネットニュース、雑誌、テレビへと広がり、「ひこにゃん」はわずか半年で大ブ

レイクを果たしたのである。 
 「くまモン」が成功した最大の要因は、エリアを絞り、集中的に PR 活動を行ったところ
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にあると考える。前述した通り、当初「くまモン」は、エリアを関西に絞り、集中的かつ

関西人が好む PR 活動を行っていた。その代表が「くまモン神出鬼没大作戦」「くまモンを

探せ大作戦」「吉本新喜劇出演」の３つである。エリアを絞り、ターゲットに合わせた PR
活動を行ったことで、「くまモン」は固定ファンを獲得することに成功したと考える。その

後は、関西、日本とエリアを拡大していき、現在では世界を見据えた活動を行っている。

また、「ゆるキャラ」としては初めての「吉本新喜劇出演」に始まり、新しいことにチャレ

ンジし続け、現在でも天皇・皇后両陛下に謁見するなど精力的に活動を行っている。 
 「ふなっしー」の最大の特徴はしゃべることである。通常、「ゆるキャラ」がテレビに出

演する際は、通訳が欠かせず、この「ゆるキャラ」の言葉を訳す時間が少なからず番組の

進行を止めてしまう。しかし、「ふなっしー」はしゃべることができるため、円滑に番組を

進めることができるのである。この扱いやすさが「ふなっしー」のテレビ出演を増やした

要因だと考える。また、声が出せることで活躍の場が広がり、「ふなっしー」はドラマ出演

や CD デビュー、司会や声優など、様々な分野で活躍している。 
 
  3.2 吉本（2015）による研究 
吉本はメディア戦略とストーリー性の宣伝方法のくまモンの成功要因を次のように述べ

ている。 
 まず、関西で PR 活動をする。くまモンを関西方面へ売り込むために都市伝説化を狙った

ことがわかる。くまモンが宣伝活動は開始したのは県内ではなく、通天閣、万博公園など

様々な大阪の名所の関西圏に登場したことであった。そして、同時期にツイッターやブロ

グなどインターネット上での宣伝、くまモンの活動報告を始める。次は各種メディアを利

用した宣伝する。例えば新聞広告や交通広告である。これは都市伝説化によって興味を持

ってもらった後、改めてメディアを通してそれを確認してもらうという 2 段階の宣伝方法

であった。そして「大阪でくまモンを捜せ」キャンペーンを開始した。これは大阪で失踪

したくまモンをキャンペーンの参加者に探してもらうというものであった。キャンペーン

では SNS で目撃情報の投稿を呼びかけ、捜索ポスターを大量に展開した。その後、無事に

くまモンは発見された。そこには認知度の向上に伴って大阪の人に励まされながらミッシ

ョンを達成という一連の物語で親しみを持ってもらおうとしたストーリー性がある。ここ

でくまモンとみなほを比較したい。みなほはえびの市のマスコットであるが、現状ではえ

びの市でも存在を知らない人が多い。みなほとくまモンにはいくつかの違いがある。例え

ば、くまモンのインターネットでの宣伝は専用 HP・ブログ、ツイッター、フェイスブック

で行なっているが、みなほはフェイスブックだけである。その他のメデイアでは、くまモ

ンのは県内外での交通広告、新聞広告、ラジオなどを使用している一方で、みなほは地域

内のパンフレットのみである。また、くまモンは PR キャンペーンを行なっているが、みな

ほは行なっていない。そして、くまモンの地域内でのイベント参加数は一日あたり 2～3 件

であるのに対して、みなほは一月あたり１件だけである。これらが 2 つのゆるキャラの相

違点である。 
 
4、結果 
 ゆるキャラの成功において重要なことは、人々に好かれ認知度が高まるように様々なこ
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とをすることと人々の記憶に残るようにいつも PR することであると考える。 
 具体的にくまモンの成功要因を分析すると以下の四点が挙げられる。 
1.効果的な PR 計画があること 

1.1 ストーリー性を持った PR 計画。九州新幹線の開業に向けて様々な大阪の名所に登場

してツイッターでくまモンの活動報告を行い、新聞広告や交通広告を展開する。認知度が

高まると 1 万枚名刺の配布を開始する。そして失踪事件を起こし、蒲島知事が 緊急記者会

見(動画サイトで拡散)を開き、「大阪でくまモンを捜せ」キャンぺーンを開始する。 
1.2 ターゲット設定。くまモンは熊本のゆるキャラだが、最初のメインターゲットは熊本

県内ではなく、観光者が多い関西圏であった。大きいターゲットを狙うことで、一回の PR
活動の効果が大きくなった。 

1.3 県外への進出。くまモンは熊本県のゆるキャラだが、熊本県のイベントに参加するだ

けでなく、認知度を高めるために他の県のイベントに参加することもある。また、ほかの

ゆるキャラとイベントをすることもある。 
1.4 使用料の無償化。熊本県の許可があり、ルールを守れば無料でくまモンを利用するこ

とができる。これにより少ないコストで多種多様な商品とコラボレーションでき、知名度

を高めることができるので、くまモンの人気を利用したい企業とウィン・ウィンの関係を

築くことができる。 
2.珍しいことで好奇心を呼ぶこと 
 珍しいことは人の驚きや好奇心を呼ぶ。そのため、くまモンは自身の宣伝のために珍し

さを活用した宣伝の方法を作る。例えば、「くまモン体操」を作りくまモンが参加するイベ

ントで利用する、「さかな検定」に挑戦する、ダイエットを行い失敗するなどである。この

ようなことは効果的な宣伝方法の一つである。 
3.二つの役割を持つこと 
地域についての情報や商品を広告する代表としてゆるキャラ以外にも、芸能人としての

役割を持つ。2014 年日本リサーチセンターが全国にあるキャラクターについて 1200 人に

調査した結果、くまモンは一番知られているキャラクターであった。イベントの種類も多

くなっており、国内も国外でも知られている。また天皇陛下にも謁見している。天皇陛下

は大きな災害があった時や大切な日、つまり庶民にとっての大事なことにしか自らお目に

かかることはない。くまモンが天皇陛下に謁見したことはくまモンが普通のゆるキャラで

はなく庶民の代理人となっていることを表していると考えられる。 
4.効果的にメディアを利用すること 
現在、大勢の人々はテレビを見る、または新聞を読む。そのため、宣伝のためにこのよ

うなメディアを利用することは大事だと思われる。例えば、くまモンのほっぺたが消えた

ニュースを流すなどといったことである。テレビや新聞に出ると視聴者や読者に印象を与

えられる。そして、見た人はくまモンの情報を調べ、最終的に熊本県の宣伝にもなる。 
 
5、おわりに 
タイでゆるキャラを作る際には大事なことは、人々に好かれ認知度が高まるように様々

なことをすることと、人々の記憶に残るように常に PR することである。2016 年の調査に

よると、日本の人口は 1.26 億人であるが、フェイスブックのユーザー人口は 2400 万人で
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ある。つまり、国内人口の 18%はフェイスブックを利用している。一方、タイの人口は 6805
万人であり、フェイスブックのユーザー人口は 3800 万人である。つまり、国内人口の 56%
はフェイスブックを利用している。したがって、タイでは SNS で宣伝することは効果的な

方法の一つと言える。また、くまモンとみなほを比較した先行研究によると、インターネ

ットを用いる場合も様々な方法で宣伝することを意識しなければならない。つまり、フェ

イスブックだけではなくブログ、ツイッターなども用いて宣伝した方がよい。そして、各

種メディアで宣伝すること、PR キャンペーンを行うこと、地域内外でのイベントに多く参

加することは知名度を高めるために大事なことである。なぜなら、PR 方法は知名度、経済

効果、観光客の数と関係があるからである。また、タイのゆるキャラが成功するためには

宣伝の方法をよく考えるべきである。一度も脚光を浴びることなく、一生を終える「ゆる

キャラ」も多い。したがって、知名度を高めるために特徴があることや特定のターゲット

があることも大事である。たとえば、ひこにゃんのターゲットは女性、くまモンのターゲ

ットは関西の庶民であったし、「ふなっしー」の特徴はしゃべられるという特徴があった。

タイでゆるキャラを導入する際は有名で人口も観光地も多いところをターゲットにして知

名度を高めるためのキャンペーンを開催することが良い方法と思われる。今のタイのマス

コットにかけていることはくまモンのメディア戦略とストーリー性のような、良いプロモ

ートの計画である。きちんと計画を立て、ゆるキャラの特徴を決め、特定ターゲットを狙

って効果的に宣伝をすると、タイでもゆるキャラが成功する可能性は高いと思う。 
 
参考文献 
石原実希（2013）『「ゆるキャラ」成功の秘訣要因分析～４つの「ゆるキャラ」を事例とし

て～』高知工科大学マネジメント学部 
マトゥリン・タムソンサナ（2014）『ゆるキャラの成功要因の研究－くまモンとふなっしー

を事例に－』 チェンマイ大学 
吉本 宗平（2015）『ゆるキャラのすゝめ』宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 
 

（指導教員：南浦涼介准教授） 
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留学生に対する日本語文化の授業の教え方について 
―東京学芸大学のシラバス・デザイン― 

Y16-S537 スリパラタン・クワンシャノック 

１、はじめに 

 留学生は日本の大学で日本人学生と同ーの専攻課程を履修することが目的であるため、

それに必要な日本語の能力の獲得が目標となる。留学生の中にも、やや特殊なものがあ

る。それは、母国の大学に在学しながら、そのあいだの 1 年間を日本の大学で過ごす学生

たちである。大学ごとに、またはいくつかの大学が連合して、学生が集団的にやってく

る。中には単独で来るのもいる。この学生たちは、日本人の学生とは全く別に、英語によ

る一般教養科目の講義を聞くが、外国語として、日本語の授業も受けるのが普通である。

留学の目的は、教養のためであるが、日本語の授業に求めるのは、実用性である。 

 東京学芸大学では、留学生に対する日本語の授業が５レベルに分けて日本語科目を開設

している。受講したい学生は、毎学期授業開始数日前に行われるプレースメントテストを

受ける必要があり、各レベルの日本語の授業を分類することになる。日本語科目シラバス

の中に様々な授業があり、例えば、「読む・書く・話す・聞く・総合・漢字」様々な技能

をさらに具体的に細かく分類した。日本語の授業、日本語特別演習「メディア・マンガ・

ビジネス・小説・ドラマ」、多文化共修科目、日本理解、日本人学生の授業などだ。主に

日本語科目のシラバスの中に日常生活の場面や必要な場面などがある。目的は日本語で日

常の会話コミュニケーションができるようになることである。それで、筆者は面白い文化

の話題の教え方を選ぶ理由を研究したい。日本語文化の授業の教え方が明らかになれば、

日本語教育について勉強している学生の役に立つ。また、自分の授業で話題と場面と文化

をうまく教えられる。 

 先学期、受けた日本語授業はレベル３だった。それから、日本の教育と文化の授業も受

けた。日本語の授業は技能を分類し、各授業の日本語文化の面白い話題がたくさんあり、

日本文化の言葉と文法の日常生活があった。授業によって日本語文化の話題と教え方が違

う。だいたい日常生活と学生の興味と現在の出来事が含まれるテーマを勉強した。 

 

２、研究の目的 

本研究の目的は下記に載せている。 

2.1 先生が外国人にどんな日本語文化を教えているか。どのように教えるか。教え方は

どんなテクニックを使うか。教科書がない場合、どのように教えているのか。どんな表

現を選ぶのか。例えば、学生達の日本語のレベルで、学生達にあったテーマをどのよう

に選んでいるのかを明らかにする。 

2.2 なぜその日本語文化を選んで教えたかを明らかにする。 

 2.3 どのようなシラバスを使えるかを明らかにする。 

 

３、先行研究 

  留学生に対する日本語文化の教え方に関する代表的な研究は下記に載せている。 

3.1 一年留学の場合 

  留学の目的は、教養のためであるが、日本語の授業に求めるのは、実用性である。

「日常会話」のみの学習を望む学習者の中には、母国語に基づいて、あるいは既習の外国

語に基づいて考えた学習目標を自分なりに設定していることがある。ところが、日本に滞

在しているあいだに、将来日本研究に打ち込みたいと考えるようになるものもあり、帰国

後も日本語の学習を続ける気になるものもある。そんなことも考慮して、遠い将来に最後

目標をおいた上で、中間の目標を立て、そのことを学習者にもよく理解させておかなけれ
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ばならない。６か月や１年先においた目標というものは、日本語学習の目的からいって、

最後とはいえないものなのである。 

3.2 シラバス・デザイン 

  シラバスとは学習細目一覧表ともいい、学習すべき頃目のリストのことをいう。シラ

バスを作成する作業を、シラバス・デザインという。 

  場面シラバスは目標言語が用いられる場所や状況で分類したもののことをいう。場面

シラバスではある場所や状況で行う言語行動に必要な文型・語彙・言語技能、背景情報な

どがシラバス頃目として記述される。 

  技能シラバスは読む・書く・話す・聞くの４技能をさらに具体的に細かく分類した技

能を学習項目として並べたもののことをいう。例えば、「読む」という技能であれば、

「看板を読む」「メニューを読む」など、読む対象によって技能が異なり、また、「広告

を読む」こと１つを取り上げても、「全体を理解する」「商品名、値段、会社名などの必

要な情報を読み取る」「くわしい内容を理解する」など、読む目的によっても技能が異な

る。そうした内容がシラバスとなる。 

  話題シラバスは話題（トピック）の点から分類したシラバスのことをいう。初級では

学習者に身近な「家族」「趣味」「学校」のような話題がとりあげられることが多く、中

級、上級になると「教育」「環境」「健康」など、一般的で社会性のある、あるいは抽象

的な話題が取り上げられる場合が多い。 

3.3 日本語文化 

どの言語にも、その言語を使って生活している人たちの生活や文化が必ず反映されてい

るものである。日本語も例外ではなく、日本語を通して日本人独特の物のとらえ方、人間

関係の築き方、維持の仕方などを見ることができる。日本文化というと「畳」、「床の

間」、「茶道」、「能」といったものを考えがちだが、欧米の生活習慣に限りなく近づい

てしまった現代の日本では、日本人であってもこのような伝統的な文化を深く理解してい

る人は稀なのが現状である。もちろん、興味をもっていただくのは大歓迎だが、日本語学

習に必須の学習項目と考える必要は今回の研究においてはないものとする。 

 

４、結果 

 4.1 何を教えるかについて 

 「シラバス」は、何を教えるかの「何」の一覧のことであるが、もっと詳しく言うと、

「学習するべき頃目が並んでいるリスト」「学習頃目の一覧表」のことである。そして、

その何を教えるかを決めることを「シラバス・デザイン」と言う。シラバス・デザインは、

コース全体を計画する、コース・デザインの根幹となるものである。 

 場面シラバスは、目標言語が用いられる場面や場所で使用される語彙や表現、知識な

どから構成されるものである。例えば、「郵便局」ならば、そこで何をするか、例えば、

「切手を買う」「小包を出す」「お金を振り込む」などの（言語）行動が想定される。そ

して、その行動に必要な「ーをー枚ください」「どのくらいかかりますか」といった文型、

「切手」「振り込む」といった語彙、「料金を尋ねて聞き取る」「ATM 画面の指示を読み

とる」「宛名、住所などを書く」といった言語技能などが、郵便局場面の下位項目となる。

そして、それらの言語技能に必要な語彙や表現、知識などが、その場面の構成要素となる。 

話題シラバスは、学習者に関連・ニーズがある話題によって構成されたシラバスであ

る。例えば、「出身地」「家族」「趣味」「現在、住んでいる所」「国際問題」「インス

タント食品の是非」などが、シラバスの項目になる。 

それぞれのシラバスの特徴から長所として日本人に上手に伝えることができる。短所と

しては言葉と文法が同じ系統だが、今まで学習したことがない文法が突然で出てくること

が挙げられる。 

ここまで、各シラバスの長所・短所を見ることができた。実際には、ある 1つのシラバ

スしか使ってはいけないということはない。それぞれのシラバスの長所を生かし、短所を
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補い合うために、いくつかのシラバスを組み合わせた形でシラバス・デザインを行うこと

もできる。 

 いくつかのシラバスを組み合わせたものを、「複合シラバス」または「折衷シラバス」

と呼ぶ。例えば、日本に住んでいれば、買い物などにすぐ行くことから、日常生活のため

に、場面シラバスや機能シラバスの観点も取り入れたほうがよいだろう。 

 そして、複合シラバスとして、構造シラバスをメインにするが、できるかぎり実用性

を考え、場面シラバスや機能シラバスも考慮するこという方法も考えられる。 

 このように、シラバス・デザインやコース・デザインの際は、学習者のニーズのレデ

ィネスを考慮する必要がある。 

 4.2 日本語能力 

 留学生の日本語能力は様々なレベルがあり、初級・中級・上級の学生がいる。そして、

同じテーマを教えるが、学生の日本語能力によって言葉と文法の教え方が違う。上級レベ

ルの学生の頭の中にはたくさん言葉があるから、複雑な内容を教えられる。しかし、初級

レベルの学生の授業の教え方は、簡単な言葉を考え、優しく説明しなければならない。例

えば、以下の図に示されるものである。 

 
 会話レベル 1 と会話レベル 4 の比較 

 会話レベル１ 会話レベル４ 

目標 複雑で、抽象的なことが話せ、相手や場面に

応じた適切な話し方ができる。まとまった内

容の抽象的な談話、専門的な談話が理解でき

るようになる。 

日常（にちじょう）の会話コミュニケーショ

ンができるようになる。 

内容 ニュースや社会問題等についての説明やディ

スカッションを行うことを通して、複雑な事

柄や自分の意見をわかりやすく伝える練習を

する。扱う話題は、受講生の興味・関心や希

望によって決める。 

日常生活に必要な会話ができるようにする。 

※東京学芸大学の 2017 年度春学期全学留学生対象日本語科目シラバス 

 

 4.3 授業の目標 

 日本語能力としては、講義を聞いて理解すること、ノートを取ること、教科書・参考書

などを使い読み書きをすること、ゼミナールに参加すること、レポート・試験答案・卒業

論文を書くことなどができるように教育するということである。テストを受け、各レベル

の日本語の授業を分類することになる。日本語科目シラバスの中に様々な授業があり、技

能的な授業を行い、科目によって目標が違う。その授業において学生たちが何ができるよ

うにテーマと授業内容を設定するかを考える。留学生に対する授業の目標は日本で必要な

日常生活の日本語が使えることが目標である。例えば、中級の会話授業の目標は具体的な

ことが説明できるようになること、日常的で具体的な談話が理解できるようになることで

ある。上級の会話授業の目標は複雑で抽象的なもの、論理的なもの、専門的なものが読め

るようになることなどである。 

 4.4 授業の内容 

教科書がない場合、留学生の授業中に日本語で文化と日本の生活が分かるようにテーマ

を考える。まず、学生たちのニーズ・興味を調査し、必要なテーマを選ぶ。日本の日常生

活で日本人とコミュニケーションを取るとき、それぞれの場面の日本語表現やコミュニケ

ーションがうまくいくためにどのような表現を使ったらいいのかを考える。場面でどんな

表現を使ったらいいのか、そういうことも、日本人の文化や習慣も考え、適切で相応しい

日本語の表現を教える。学生たちの国と日本を比べ、日本語文化に見られる、特徴的な表

現などを教える。場面や表現を見れば、日本語文化が分かり、日本語文化がどのように見

えるかを考える。 
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4.5 教材 

留学生に日本語を教えるということは、習う方の留学生の側から言えば、「日本語とい

う外国語」を学習することである。したがって、留学生に対する日本語教育の教材や教授

法について考えることは、外国語教育としての日本語教材や日本語教授法を考えるという

ことである。現在、日本国内・国外を通じて、数多くの外国人用日本語教材が存在し、使

用されている。そして、これからもますます多くなっていくだろうと思われる。その中か

ら、どれか 1種を選び出して使うか、さもなければ、自分で独自のものを作って使うか、

ということになる。ここでは既成教材から選ぶものとして考える。新しく作る場合の参考

にもなるかと思う。そして、授業の中に教科書だけで使えなくて他の教材でも使える。例

えば、日本に伝統的な日本文化の祭の場面で、日本文化について言葉と文法を教えるとき、

プリントを配らなくとも、ICT でも教えられる。 
 

5、まとめ 

今回の研究をしながら、留学生に対する日本語文化の授業の教え方について考え、授業

のシラバスは学習細目一覧表ともいい、学習すべき頃目のリストのことである。シラバス

を作るときに、日本語科目シラバスの中に日本語能力レベル・様々な技能をさらに具体的

に細かく分類した。留学生は日本語・日本文化・日本の日常生活を学習するために、日本

で学習に来る。そして、授業中に日本語だけの学習ではなくて、日本語文化も学習する。

授業のシラバスを作るとき、日本の文化と生活が分かるように、日本語を教えながら、日

本文化を入れなければならない。各授業の科目の中で学生の日本語能力のレベルが違うか

ら、同じテーマを教えるが、学生の日本語能力によって言葉と文法の教え方が違う。まず、

授業の中にテーマを選ぶとき、学生のニーズと興味を比べ、特徴的な表現・場面を選ぶ。

そして、選んだ表現の内容を調べ、教材を作る。日本の日常生活で日本人とコミュニケー

ションするとき、それぞれの場面の日本語表現やコミュニケーションがうまくいくために

どういう表現を使ったらいいのかを考える。場面でどんな表現を使ったらいいのか。その

ようなことも、日本人の文化や習慣も考え、適切で相応しい日本語の表現を教える。学生

たちの国を比べ、表現やこのものの日本語文化が見られる、特徴的な表現や部分を教えた

い。場面や表現を見て、どのような日本語文化が分かるか、日本語文化が見えるかを考え

る。教材を作り、授業の指示を行う。日本語文化の授業の教え方が明らかになるため、日

本語教育について勉強している学生の役に立つ。また、自分の授業で話題と文化をうまく

教えられる。 

 

参考文献 

1．木村宗男著（1982）『日本語教授法研究と実践』凡人社 p.20,p.32,p.38,p.52-60 

2．永山勇（2000）『国語の研究と教育』近代文芸社 

3．久保田美子（2006）『日本語教師の各割/コースデザイン』国際交流基金 p.25-28 

4．庵功雄・山内博行（2015）『現場に役立つ日本語教育研究１データに基づく文法シラ

バス』  

くろしお出版 

5．舘岡洋子（2015）『日本語教育のため質的研究入門』ココ出版 

6．小林ミナ（2015）『日本語教育能力検定試験に合格するための教授法 37』アルク 

7．森篤嗣（2016）『現場に役立つ日本語教育研究 2ニーズを踏まえた語彙シラバス』く

ろしお出版 

8．田中里奈（2016）『言語教育における言語・国籍・血統』明石書店 

9．河野俊之・橋本ゆかり（2016）『教えよう日本語 考え続ける日本語教師になるため

のタスク』凡人社 

（指導教員：北澤尚教授） 

- 97 -



保育園建設反対運動について 

－騒音に対するクレーム－ 

Y16-S538 グエン・マイン・ナム・ソン 
1. 研究背景と目的 

現在日本では、国民の需要に対して保育園の数が足りないということが一つの社会問

題になった。解決方法として保育園建設が進められているが、様々なところで激しい反対

運動が起こり、開園中止や延期に追い込まれたことがかっている。反対運動が起きた理由

は様々であるが、よくあげられる理由は保育園からの子供の声がうるさいというものであ

る。「子どもがうるさい」や「「静かな生活を守りたい」といったクレームは子どものこ

えを騒音とするケースが珍しくないと言われる。 

確かに、静かに生活することを求めるというその反対団体の希望は異常ではないが、

第一に子どもの声に対してそのように激しく反応するのは酷いと思わないのだろうか、第

二に、現代の日本人は子どもの声が本当にそのように嫌いだろうか、という二つの疑問を

明らかにするために、本研究の目的として以下の三つをあげる。 

 第一の目的は、現在まで保育園騒音に対する反対運動がどのくらい起きてきた

のか、その状況を明らかにすることである。さらに、反対運動と保育園騒音に

対して日本人の考えも検討する。 
 第二の目的は、問題の原因を明らかにすることである。子供の声が騒音かどう

かということは格人の気持ちや考え次第なので、反対運動が起きた理由と関係

がある現代日本人の心理に関する問題に注目する。 
 第三の目的は、現在までに実施された解決方法と方策の方法を明らかにするこ

とである。様々な解決方法があるはずが、反対団体を説得する際の実施の方法

の違いに集中的に取り組む。 

 

2. 先行研究と研究方法 

日本では直接的に騒音へのクレームを対象とした研究が少ないと言える。一方、保育

園騒音の問題と言えば、90 年代から研究が行われている。例えば、櫻井 腫「生活関係と

保育園：被害者の立場から見た保育園騒音」では保育園騒音問題に言及されていた。さら

に、近年保育園建設反対運動は深刻な社会問題になっているため、新聞やテレビ番組でも

その問題に関する情報や相談などが報道されいる。 

そのような理由で、本研究での研究方法は主に新聞やテレビ番組などからの情報を収

集することである。そして、その情報を分折して、考察を加える。 

 

3. 研究結果 
3.1. 問題状況 

保育園の騒音は 90 年代から問題になってきたを見られる。特に近年注目された事例

では以下の三つのものがあげられる。 

 第一は、2014 年に神戸市東灘区で起きたケースである。具体的には、神戸市東灘

区の保育園の近くに住む 70 代男性が「子供の声がうるさい」として、運営する岡
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山県津山市の社会福祉法人を相手取り、防音設備の設置や慰謝料 100 万円の支払

いを求める訴えを神戸地裁に起こしたと言われたものである。 
 第二は、2015 年 4 月に東京部目黒区起きたケースである。このケースでは、一部

の周辺住民の反対により、認可保育園の開園が延期となったことがわかっている。 
 第三は、2016 年に千葉県市川市で起きたケースである。具体的には、千葉県市川

市で社会福祉法人が住宅街に０～５歳児を対象とした定員約 100 人の保育園開設

を予定していたが、近隣住民の強い反対で開園中止に追い込まれたらしいというこ

とである。 

全国 20〜60 代の男女 1,358 名に「自宅近くに保育園ができること」について実施され

たアンケートによると1、「反対」と回答した者は全体の 20％であった。その調査結果に

対して、分析者は「5 人に 1 人が反対のよう。少数ではあるが、確実にその声はあるよう

だ」という評価を述べた。つまり、日本人の中で、一部の人々は保育園に対して反対の態

度を持っている。反対運動がそうした考えのの人々から出たと考えられる。 

 

3.2. 問題の原因 

朝日新聞デジタルが実施した「あなたの家の近所に保育園ができることになったら、

どう感じますか？」というアンケートによれば、「好ましくない」という回答は約 4％だ

そうである。残る 96％の回答は「歓迎する」と「騒音対策などに適切に対応してくれれば

かまわない」であった2。要するに、日本人は保育園に対し基本的に歓迎や中立的な態度を

持つ。一方、なぜ好ましくないと考える人々がいるか、その原因としては以下の二つの理

由があげられる。 

第一の原因は人間関係である。保育園の場合では、子どもたちと関わり方にあると考

えられる。2015 年に東京部と青森県の保育園 10 か所の音レベルを測定したデータによる

と、子供の声は騒がしい街頭と同じ程度の約 74 デシベルとわかっていた。日本のおける

騒音目安の 70 デシベルに比べても、子どもの声は確かに騒音と言える。さらに、子ども

の声は甲高く、防音壁の裏に回り込みにくいので、響かせる効果が高くなったと認められ

た。しかし、測定データ以上に、その騒音（子どもの声）に対して、好感を持つ人はかま

わないが、好感を待たない人はうるさいと思う。つまり、「嫌いな人やよく知らない人の

音は小さくてもうるさく感じる」という結論は朝日新聞デジタルの調査によってわかって

いた。この問題の場合、子どもが嫌いあるいは子どもと接する経験が少ない人は自分の家

の近所に保育園が建設されることに反対する傾向があると考えられる。 

第二の原因は不安の感覚である。朝日新聞デジタルが実施した東京、神奈川、千葉、

埼玉の一戸建て住民を対象に文書による調査によれば、「あなたの家の隣に保育園の建設

計画が起こったら、騒音に対する不安を感じるか」について、「少し感じる」と「大いに

感じる」との回答は約 46％を占めることがわかった3。これは、本当にうるさいかどうか

はわからずに、大勢の日本人が騒音に対する漠然とした不安を抱く傾向と考えられる。こ

の状態を説明するために、日経ビジネスオンライは「脳の学校」の加藤俊徳社長医師・医

学博士にインタビューを行った4。このインタビューで、加藤博士は、その原因を生活環境

の変更と説明した。長い時間で多くの日本人は子どもと接する機会が少ない環境に慣れた。

                                                            
1 参考文献の 9 番 
2参考文献の 10 番 
3参考文献の 10 番 
4参考文献の 5 番 
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そのため、子どもがいる新しい環境（保育園建設）に対して、その人々は拒絶する傾向に

あるということである。要するに、子供がいる環境を拒絶するのであって、子どもに関わ

る騒音を不安視することや、あるいは反対運動が起こっても異常なことではないと考えら

れる。 

 

3.3. 解決方法 

騒音に対するクレームを減らすためには、地域によって様々な方法があるだろう。そ

して、解決に向けた雄一無にの方法があるわけではない。しかし、やらなければならない

大切なことが二つあると考えられる。 

第一の方法は防音設備である。運営会社では、防音壁と二重，三重のガラスを設置す

る方法が多用されるという。そして、保育園の周りに木を植えることも音の大きさを減ら

す有効な方法である。一方、近隣の住民も防音のために様々な方法を活用できる。 

第二の方法は不安を和らげることである。その目標に達するように確かに地域の担当

者の大きな努力は必要であるが、達成できないことではない。例えば、東京都江東区では

区内に予定した保育園建設が中止や延期されたケースはないという。区の担当者によると、

そのことが実現できた理由は、開園の計画について地元で長く貢献している自治会長や町

会長のもとへ自宅訪問して、説明することだそうである。全員会えるまで何度も訪問して、

町会に入っていないマンションでも個別の説明会を実施するほど頑張っていたそうである。

その努力のおかげで、区内の住民の中で合意することができたと考えられる。 

 

4. 考察 

本研究から、現在保育園建設に対する反対運動という現代日本社会の問題について、

その状況と原因、解決方法を明らかにした。その結果で、私は以下三つのことを考えてい

る。 

第一に、この問題は確かに複雑である。保育園は間違いなく日本に必要であるが、反

対団体の意見と心情を抜きに、勝手に行動してはいけないだろう。そのため、納得いくま

で担当者の努力で反対団体の方を説明するしかない。地域によって、様々な方法も共に実

施可能と考える。そして、裁判のような極端な解決方法は避けた方がよいだろう。 

次に、現在日本だけではなく、様々な国で同様のトラブルが起きていると聞く。その

ため、日本の問題の解決方法は必ずその国々に良い参考になるだろう。そして、将来高齢

化が起きる恐れがあると予測された国もこのような問題に応じて準備できると思う。 

最後に、まだ証明できないが、この問題が日本で深刻に起きている少子化という問題

と関係があると思う。なぜなら、二つの原因が子供に接する機会が少ない環境で住むこと

と関係があるからである。もしできたら、私はこの研究をさらに深く調べて、この問題と

日本少子化の関係を明らかにするつもりである。 
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国立台湾大学交換留学報告 
                             M15-1618 藤岡悠志 

 
 
 
 
 
 
 

第 1 部．留学報告 
1．学習成果 
  語学面については、留学前までに 2 年間歴史学の中国語文献講読の授業を受講してい

たため、リーディング面では問題なかったものの、スピーキング・ヒアリング面はほと

んどゼロに等しいレベルからのスタートだった。しかし、留学生対象の中国語クラスを 1
年間受講し、最終的には中国語「を」学ぶ段階から中国語「で」学ぶ段階にステップア

ップできたことは大きな成果の 1 つである。ヒアリング能力はもちろんのこと、自らの

考えを中国語で表現する能力の向上が今後の課題である。専門研究については、授業や

学生との交流の中で自分の考えを深め、また台湾でしか入手できない史料を蒐集すると

いう目的は一定程度果たすことができた。さらに歴史学の授業を受講する中で、現在台

湾が抱える歴史的な問題、国際関係的な問題について台湾の歴史学の手法を用いて把握

できたことも非常に有益であった。 
 
2．海外での経験 
  これまで観光で海外を訪れることはあったものの、長期滞在で海外に住むという経験

がなかったため、留学前は少なからず不安があった。しかし実際に行ってみると現地の

人々や他の留学生の助けもあり、あっという間の 1 年間であった。台湾大学の学生はほ

ぼ全員が英語を流暢に話すため問題はなかったが、その他の場所に目を移すと中国語し

か話せない人がほとんどであったため、中国語学習の大きなモチベーションになるとと

もに、その現地の言葉を話すことの重要性を強く感じた。台湾の食事・生活・人間関係

に接することで日本とは異なる文化を体感し、それらを通じて台湾という国を理解する

ことができたことは、私にとって大きな財産である。 
 
3．今後の進路への影響 
  私は高校の世界史教員を目指しているが、今回の留学経験が様々な点で生きてくると

考えている。まず、今後の歴史教育では「東アジアとの関係から見た日本」という視点

が非常に重視されていく傾向にある中で、実際に現地で肌に触れ、授業や普段の会話の

なかで台湾の学生と歴史的な関係や現在までのつながりなどについて多くの討論・交流

ができたこと、また、留学中に台湾の高級中学の歴史教科書を入手し、日本の世界史教

科書との記述の違い、事象の書かれ方の違いを比較・検討できたことは、多様な視点で

歴史を把握し、グローバルな視野から歴史を見る上で非常に有用であった。 

第 1 部 留学報告              第 2 部 研究成果 
 1．学習成果                1．研究テーマと問題の所在 
 2．海外での経験              2．先行研究の整理 
 3．今後の進路への影響           3．修士論文の研究内容 
                        4．留学の目的とその成果 
                          5．参考文献 
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第 2 部．研究成果 
1．研究テーマと問題の所在 
 
研究テーマ「新生活運動における民衆教育―江蘇省を事例として―」（仮） 
 
問題の所在 
  1934 年 2 月 19 日、蔣介石が国民政府軍事委員会委員長南昌行営において発動した新

生活運動は、「礼・義・廉・恥」という伝統的な道徳を基本的な精神とし、国民生活の「軍

事化・生産化・芸術化（合理化）」を中心目標として、「整斎（整然さ）・清潔・簡単・素

朴・迅速・確実」を実施原則とし、それを「衣・食・住・行」、つまり人々の日常生活に

体現させることによって、近代国家の達成を目指した運動である。近代的国民の創出を

目指したこの運動は同時に、上からの指導によって国民党の権力を都市、そして地方へ

と浸透させていく試みでもあった。 
  一方、民衆教育（一般には「社会教育」と呼ばれる）とは、近代教育が導入され始め

ていた中国において学校に通えなかった未就学児童（失学児童）や、近代学校に通った

経験のない成人（失学民衆）に対して行われた教育を指す。1904 年に「奏定学堂章程」

が発布されたことにより中国には近代的学校教育制度が導入されたが、近代学校の導入

は必ずしも順調ではなく、1935 年における初等教育の学齢児童就学率は約 30%に留まっ

ていた。これに対し、国民政府は近代的学校教育の充実を図るとともに各地に民衆教育

館（日本の公民館に相当）を設立し、この民衆教育館を中心として図書館、講演所、閲

報所（新聞閲覧所）、博物館などにおける民衆教育を積極的に行った。 
  本研究では、この両者が共通して持つ「教育（教化）」の側面に注目し、国民政府の首

都である南京があり、また民衆教育の先進地域でもあった江蘇省に焦点を当て、同地域

における新生活運動と民衆教育の関係について検討・考察を行っていく。 
 
2．先行研究の整理 
  ここでは、新生活運動あるいは民衆教育を考察対象とした日本における先行研究の整

理とその課題について簡潔にまとめていく。中国・台湾・欧米の研究者によってなされ

た先行研究も当然存在するが、本報告では紙幅の関係から末尾の「参考文献」への掲載

に留める。 
  まず新生活運動についてであるが、この運動を専門分野として研究しているのは段瑞

聡、深町英夫の両氏のみである。段は国民党・国民政府における蔣介石の権力基盤の不

安定さに着目し、蔣が自己の権力基盤を構築・強化するために新生活運動を発動・展開

したと分析しており、また、儒学的な伝統に基づく「固有道徳」の強調が、「国民」形成

において持った意味を研究することの必要性を主張している。一方深町は、新生活運動

を「国民党政権が中国人民の身体を『躾ける』あるいは『癒やす』ことにより、近代と

いう時代に適応しようとする試み」であると定義し、「身体」という視点から新生活運動

を捉える。挙げられる課題として、段氏の主要な検討対象は蔣介石の政治理念、政治基

盤といった新生活運動をめぐる政治であり、運動自体の具体的な内容・実体には十分な

注意を払っていない。一方深町氏は、都市の社会に目を向け、民衆に対する「身体の躾」
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に着目して都市における新生活運動を分析しているものの、国民党政権による「検閲」

活動のみを分析対象としている。いずれの研究においても、新生活運動を民衆教育との

関連から論じた部分はない。 
  続いて民衆教育については、様々な研究者が自らの研究分野と関連付けて論じている

ものの、民衆教育それ自体を専門としている先行研究は管見の限り戸部健のみである。

戸部は清末から中華人民共和国初期にかけての約 50年間の天津における民衆教育を分析

しており、識字や算術・修身の教育など、教育面での貢献とともに、南京国民政府期に

至ると「新生活運動の影響もあって」宣伝（教化）の側面が増加していったと指摘して

いる。また、各時代の政府が民衆との関係を取り結ぶ上で、社会教育を盛んに利用した

という事実も「国家=社会関係という観点からするとやはり見逃せない」としている。課

題としては、南京国民政府期における「教育と宣伝のあいだ」のケーススタディになる

と思われる新生活運動についての具体的な言及がなく、社会教育（民衆教育）と新生活

運動の関係については未だ解明が進んでいない点が挙げられる。 
 
3．修士論文の研究内容 
  以上の先行研究の研究状況と課題を考慮して、修士論文では以下の点を明らかにして

いきたい。第一に、新生活運動の中心的組織である新生活運動促進総会と、民衆教育の

中心的な活動場所であった民衆教育館には、どのようなつながりがあり、また具体的に

どのような活動が行われていたのか、検討を行う。これにより、新生活運動の展開のな

かで民衆教育に期待されていた役割が明らかになるとともに、具体的な活動内容にも焦

点を当てることで新生活運動の更なる理解が可能になると考えられる。第二に、新生活

運動と民衆教育を取り上げる際、中国国民党側の残した档案史料を使用することはもち

ろん、当時発行されていた新聞や雑誌を史料として用いることで、これまで先行研究で

は対象となることの少なかった受け手である民衆に迫り、それまでの地域の社会秩序、

地域の基盤にいかなる改変が生じたのか、あるいは生じなかったのかという点にまで踏

み込んでいければと考えている。 
 
4．留学の目的とその成果 
  私が留学先に台湾を選択した理由について、以下大きく三つに分けて述べていきたい。

まず挙げられるのはやはり史料読解のための語学力向上である。周知のように台湾では

現在でも繁体字が使われており、1920 年代から 30 年代の中国史を研究している私にと

って、繁体字の習得はそれが直接史料読解能力向上にもつながる。実際、史料読解を台

湾や中国の学生に手伝ってもらい、基本的な読解力とともに中国語独特の言い回しなど

辞書には出てこない「感覚」の部分に触れることができたのは貴重な経験であった。 
第二に、中国国民党関連の史料の豊富さである。台北市には国史館、中央研究院近代

史研究所附属档案館、中国国民党中央委員会党史委員会党史館など中国国民党に関する

史料を所蔵している史料館が多数存在する。新生活運動に関する史料は日本ではほとん

ど入手不可能であるため、そうした史料を蒐集することも留学の大きな目的の一つであ

った。例えば、1935 年前後に正中書局から刊行された『新生活叢書』シリーズ（全 40
冊）を全冊入手することができたが、本シリーズは著者が蔣介石や中国国民党中枢の汪
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精衞、陳立夫などであり、政権側から新生活運動を理解する上で欠かせない史料である。 
  最後に、蔣介石の存在も私にとって非常に重要な要素であった。中国国民党の領袖で

あった蔣介石は、戦後国共内戦に敗れて台湾に移り、その後は 1975 年に亡くなるまで台

湾の絶対的な独裁者となった。蔣介石に関する研究を行っていく上で、台湾・中国の人々

は蔣介石をどのように理解・評価しているのか、生の声を聞くことが私自身の蔣介石・

中国国民党理解において重要であると考えたことも、台湾留学の大きな決め手であった。

台湾では現在、蔣介石あるいは国民党が「台湾人」としてのアイデンティティを強調す

る民進党によって乗り越えるべき過去として利用されており、大学院の授業の中でもそ

うした傾向をはっきりと感じ取ることができた。一方私と同時期に台湾に留学していた

歴史学科所属の中国人によると、現在の中国では共産党体制下において国民党の功績に

対しても一定の評価を与えるという傾向があり、彼ら自身国民党に関する研究を行って

いるという。そうした時代の流れを肌身で感じることができたことは、台湾留学の大き

な成果の一つである。 
  以上、簡潔ではあるが修士論文との関連の中で留学の振り返りを行った。今後の人生

においてこの留学経験を存分に生かしていけるよう精進していきたい。 
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タマサート大学交換留学報告 
K14-6404 勝又大輔 

第 1 部 留学報告 
1.留学の目的とその概要 

 留学の最大の目的は、現在在籍している学科「アジア研究」の学びのひとつでもある

地域研究を行うことであった。現地の文化や社会を身をもって体感し、机上のみでは理

解し得ない部分の理解を深めることで、対象国について十分な知識を持つことを目標と

していた。そのために、タイ国内でも権威あるタマサート大学を選択し、2016 年 8 月

から 2017 年 1 月まで渡航した。国としてタイを選んだ理由は、日本とのつながりが文

化的・経済的に深く、大学在学中の研修など様々な点でつながりがあったためである。 
 

2.留学生活について 
【学習面】 

タマサート大学では、 前述の目的を達成するため、教養学部東南アジア学科(SEAS, 
Southeast Asian Study)に所属した。この学科では、東南アジアに関連して歴史・文化・

経済などあらゆる方面から学ぶことができた。また、 International ASEAN 
Chinese(IAC)や、Thai Studies(TS)の授業も必要に応じ履修した。授業はすべて英語で

行われるため、タイ語より英語の能力が求められた。実際に英文レポートを書いたり、

英語で発表したりするなどという経験は今までになかったため、留学の初期には苦労し

たが、何度も繰り返しているうちに慣れることができた。また、東南アジアの歴史につ

いての授業では、日本では詳しく学ぶことがない部分まで講義があり、東南アジアとい

う地域がどのように構成されてきたのかを一から理解できたことは、大学での研究に役

立ったと考えている。授業としてフィールドワークを実施する科目も多かった。一つは

マーケティングに関連し CSR(Corporate Social Responsibility)を学ぶ授業であったが、

チェンマイの山奥の村でホームステイをし、実際に授業で学んだ内容をその地を題材と

して実践した。タイの社会と文化を学ぶ授業では、タイの国民形成に重要な思想である

「民族・仏教・国王」の三位一体論である「ラック・タイ」の考え方をはじめとして、

タイという場所でないと実践的な理解をしにくい内容の講義があり、それをもとに王宮

地区にあるキャンパスという地の利を生かしたフィールドワークが実施された。このよ

うに、実際に現地で学ぶからこそ理解が深まるような内容が多く、自身の研究にとって

大変有意義な留学となったのは言うまでもない。 
【生活面】 

住居は大学の寮があったものの、キャンパスから大変遠い位置にあり、多くが民間ア

パートと契約していた。私もその一人だが、アパートの住人の半数以上は学生だと思わ

れ、ロビーには学習スペースがあったり食堂が 24 時間あいていたりと、利便性は高か

った。さらに、多くの国からの留学生も同様に住んでいるため、アパート内での交流も

あり話が弾むことも多かった。学習内容の共有と振り返り、レポートの作成などはほと

んどここで行っていた。欧米諸国のような隅から隅まできれいな部屋とはいかないが、

人情味ある生活を送ることができ、留学の一つの思い出となった。 
東南アジアでは LCC など格安の交通機関が発達しており、多くの場所に旅行へ行き
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様々な国の様子を見られたことも貴重な経験となった。例えば、授業でポルポト政権の

虐殺を扱いそれに興味を持ったが、日本からカンボジアを訪問するのは金銭面や時間な

どで制約が大きい。一方、タイであればカンボジアは隣国で、プノンペンまですぐに安

く訪れることができたため、授業で学んだことを体験として確実に身につけることがで

き自身の東南アジア理解に大きな役割を果たした。国境はあくまでも国の境目であり、

文化や社会をはじめとしたあらゆるものの流れはそれを超えて繋がっているが、様々な

地域を訪問し、知見を広げることは重要であると改めて感じさせられた。このように、

タイに留学するということは、その国のみならず東南アジアという地域の中において、

授業で学んだことをすぐに実践できる環境が目の前にあるということであり、今回はそ

れを余すことなく利用することができた。 
また、大学が毎月のように留学生ツアーなどの各種研修を提供しており、気軽に参加

でき内容も良かったほか、今回メインで利用していたタープラチャンキャンパスとは別

だが、大学内で最大の広さを持つランシットキャンパスでは図書館やスポーツ施設など

が充実しており、大学生活全体として様々な活動をすることができたと感じている。 
さらに、現地在住の日本人の数が多いこともあり、日本食には困らないほか、病院に

も日本語対応のものがあり、タイは東南アジア諸国の中でも最も暮らしやすい国であろ

う。私は短期のインターンとして、現地日本人学校に通う生徒向けの学習塾に関わった

が、学芸大学のプログラムとして別に行われたタイ現地研修も含め在外施設での教育と

いうものがどのような形で行われているのか総合的に理解することにつながった。 
 
3.留学を終えて 

今回の留学を通しての一番の収穫は、旅行だけでは得られない経験をできたことであろ

う。タイは観光地として有名であり、私も旅行で何度か訪れたことがある。ただ、それは

あくまでも「作られた」観光としての枠組みの中でタイを理解しただけであって、「本当」

のタイを理解したとは言えないものであった。学芸大学での研修への参加や、今回の留学

など、実際に現地の生活に触れ、体験することのできる機会は積極的に活用してきたと考

えているが、タイで留学をしたことは、その中でも自身の研究や将来像に大きな影響を与

えたと強く感じている。 
 
第 2 部 研究成果報告 
1.研究テーマと研究の目的 
テーマ：「タイ・バンコクにおけるバイクタクシードライバーの職業選択」 
 バイクタクシーは、バンコクにおいて一つの重要な交通機関としての地位を確立してき

た。一方、サービス開始初期には賄賂が蔓延したほか、地域の有力者（マフィア）との関

係が問題となっていた。また、彼らはインフォーマルセクターとして認識されており、社

会保障や税の徴収などで多くの課題があった。そこで、BMA(Bangkok Metropolis 
Administration)や DLT(Department of Land Transport)が彼らを登録制とし、賄賂・税・

社会保障などの諸問題を解決しようとした。こうした制度の変化は彼らの立ち位置や職業

としての魅力を少なからず変化させる要因になり得る。 
先行研究として、ニポンはタイのインフォーマルセクターに関しての論文の中で、バイ

クタクシーをそのひとつとして取り上げたうえで、その歴史や労働形態、賃金などについ
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て 1980 年代に独自に調査を行ったほか、各種統計資料と比較しそれについて言及してい

る[Nipon:1991]。一方、調査より相当の年数が経過しているため、現在の状況と比較する

うえでは有用だが、再調査が必要である。不二牧は、経済社会学的観点から、タイ国内の

インフォーマルセクターに関して論じており、1996 年に現地調査を行いドライバーの年

齢・収入などといった基礎的な情報を中心に調査している[不二牧:1996]。この当時も賄賂

が存在し、彼らはインフォーマルな形態の職業のひとつとして考えられていたが、現時点

でもそうした状況が継続しているとは言い難い。水上は、労働経済学的観点に立ち、本論

と同様の視点から 2005 年に現地調査を行い、従来の伝統的な経済学理論にみられた「都

市インフォーマルセクターは農村からの過剰労働力が、期待所得の高い都市フォーマルセ

クターへの就業を目指す待機の場である」という説明に一石を投じ、「都市インフォーマル

セクターにおける所得は、必ずしも低いわけではなく、農村からの流入者にとって、一時

的な待機の場だけでなく、目的地ともなり得る」と指摘した[水上 2006:84]。これは、バ

イクタクシーが単なる地方農村からの出稼ぎ労働者の仕事選びの通過点ではないというこ

とを示唆している点で有用であるが、調査より 10 年以上が経過し周辺の賃金や制度など

の変化が大きく、現時点での彼らの実態を検討するためにはさらなる調査が必要である。 
そこで本論では彼らについて、BMA や DLT などによる管理が進む現在、どのようなフ

ァクターが彼らの職業選択や職業観に影響を与えているのか、筆者が 2017 年 9 月に行っ

た現地調査及びバンコク都テーサキットより入手した資料を用いて先行研究で行われた調

査と比較検討することによって最新の状況を明らかにすることを目的とした。 
 
2.研究成果と課題 

今回の調査で明らかになった主なものは次の通りである。 
①タイ東北地方など農村地域からの労働者にとって継続して魅力的な職業であること 

従来、バイクタクシードライバーに就業する層は東北地方など相対的に貧困地域から

の出身者が多いとされてきた。今回の調査においても、そうした傾向は変わらず残存

していることが明らかになった。 
②ドライバーの高齢化と平均継続年数の増加 

①のような地域からの出身者は、従来出稼ぎや季節労働者としてバンコクに職探しに

来ることが多いと指摘されてきたが、今回の調査では職業の平均継続年数が有意に増

加していた。これは、ドライバーの仕事が一時的なものではなく、様々な理由はあれ

継続的かつ長期的に行う仕事として定着したものとして考えられる。 
③警察やマフィアとの間にあった賄賂の関係が消滅の方向へ向かっていること 

現在において、賄賂やジャケットの売買があったとするドライバーはほぼ存在しな

かった。ただ、それらはいまだ一部で行われており、実際に毎日金銭を支払っている

人も存在した。しかし、それはあくまでも少数にとどまり、環境は多少なりとも透明

性のある形になってきているといえる。 
④タイ国内全労働人口のうち半分以上のレベルの収入を得られること 

調査で、彼らは一日当たり平均 700 バーツほどの収入を得ていることが分かった。

また、聞き取りによれば客の多い箇所であれば 1000 バーツ越えは容易であるとの話

も聞かれた。2017 年のバンコク都における最低賃金は一日当たり 310 バーツである

が、それを 2 倍ほど上回っているほか、タイ国家統計局によれば 1 日あたり 10,001
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バーツ以上の収入がある労働者数は全国民の 44.7%(2017年第二四半期)となっている

が、最も多い週 6 日勤務のドライバーでは月当たり 16,800 バーツを得られると試算

できる。技術や学問がそれほど必要ないにも関わらず全労働人口のうち半分以上のレ

ベルの収入を得ることができることが、この職業の魅力を高めているといえる。 
⑤社会保障のインフォーマルセクターへの拡充や、登録制が彼らを「インフォーマル」か 
ら「フォーマル」に向かわせていること 

インフォーマルセクターの特徴の一つとして、社会的な保障が得られないというも

のがある。タイ国家統計局も、そのような指標をインフォーマル・フォーマルの区分

けの重要な観点として利用している。一方近年、任意加入とはいえインフォーマルセ

クター（この場合は企業体に雇用されていないこと）でも一定の社会保障制度を利用

することができるようになった。インフォーマルセクターとして論じられてきた彼ら

は、フォーマルセクターに属するとは言えないものの、確実にインフォーマルセクタ

ーの域を脱する方向を向いており、従来の研究のように彼らを純粋なインフォーマル

セクターとして議論することはもはや不可能である。 
前述したように、バイクタクシードライバーを取り巻く環境は、ここ 20 年ほどで大き

く変化した。このような様々な変化が職業自体の地位を向上・安定させ、水上の指摘した

農村からの流入者にとっての「目的地ともなり得る」[水上 2006:84]という考え方をさら

に強化する要因として機能している。バイクタクシードライバーという職業は、すでに職

業選択における待機の場ではなく目的地として地位を確立するだけの、従来と比較して魅

力ある職業になりつつほか、フォーマルな職業へと接近していることがわかり、職業選択

においてより上位の選択として選ばれる可能性が高まったことが明らかである。 
こうした特定の地域に根差した研究や現地調査を行う上では、その地域に対する深い知

識やネットワークが必要不可欠であるが、今回の留学によってそれらを得ることができ、

結果としてひとつの課題を明らかにできたことは大きな成果であると考えている。今後も

こうした知見を十分活用していきたい。 
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香港中文大学留学報告書 
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１．留学の要旨 

(ⅰ)留学先 

・香港中文大学(Chinese University of Hong Kong) 
交換留学生として International Asian Studies Programme (IASP)に参加した。 
また、留学期間中はキャンパス内の国際生・現地生混合の寮に居住した。 

(ⅱ)期間 
 ・2016 年 8 月～2016 年 12 月末の一学期間。 

 東京学芸大学での学部三年次の後期に留学した。 

(ⅲ)目的 

 留学に際して、大きく以下の４つの目標を立てた。 
 ・研究分野である人類学について、グローバルに学習し理解を深める。 

 ・英語と中国語の学習および大学内外での会話や読み書きを通じて実践を行う。 

 ・単身で留学することで自らが持つ「いきる力」を知り、伸ばす。 

 ・香港住民や学生、香港在住の日本人との交流を通じて、市民の生活レベルで日本と香港

の関係を知る。 

 

 

２．留学報告 

(ⅰ)授業での学習 

 香港中文大学の授業は講義の授業と実践の授業をセットとし、一つの単位として開講し

ていた。 

語学面では、英語で本科の授業を受講したことが大きな収穫であった。毎週数十ページの

文献を４本読んだが、英語を用いて自分の興味分野について専門的な文献を集中的に読む
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とても良い機会であり、日本での全般的な英語学習以上の成果を感じた。読解力だけでなく、

講義での教授とのリアルタイムのやりとりやグループ授業でのプレゼンや話し合いを通じ

て英語を他者との即時的なコミュニケーションの手段、そして自らの意見を客観的に明示

するツールとして利用する能力も養うことができた。さらに、定期的に小論文のレポートが

課せられた。授業の内容をおさえながら論理的・客観的に自分の意見を書いていく作業は大

変良い経験になった。慣れない英語の上に字数指定も厳しく締め切り前には毎晩遅くまで

課題に取り組んだが、その経験が留学後の卒論執筆にも活かされたように思う。 

 英語での本科授業以外に、中国語を学習する授業も受講した。もともと日本でも中国語の

授業を受講していたためある程度のレベルのクラスに振り分けられたが、英語を介して第

二外国語を学ぶことで英語と中国語との言語的な差異も感じることができ、より中国語へ

の理解を深めることができた。また授業では文法よりも実践的な会話能力の獲得を重視し

ており、内容も会話練習が多く行われた。そのため細かいニュアンスの違いや言葉のリズム

を体感することができた。 

 次に、本科の授業を中心に言語以外での学習成果を述べる。本科の授業は”Magic, Myth 
and Supernatural”と“ Meanings of Life”という二つの授業を履修した。私は日本で文化人

類学を研究分野としており、前者は授業内容が自分の研究分野に近かったため受講した。留

学前には定義範囲の曖昧なまま使っていた魔術や幽霊、神話、オカルト、超自然的存在など

一つ一つの語句に対して、講義では根本的な定義の部分から問い直しどのような現象がこ

れに当てはまるのか、もしくは当てはまらないのかを民俗誌や文献をもとに考えることが

できた。グループ授業では講義内容について討論したり、事例を出し合ってそれを検討した

りした。参加した学生は出身がそれぞれ異なり、各地方での事例や語句の定義の捉え方を対

話を通して学んだ。 

 後者は講座名通り「人は何のために生きるのか」というテーマのもと、担当教授が実際に

取材した様々な国や宗教、立場の各個人の意見を紹介しクラス全体で話し合う授業であっ

た。この授業ではそれぞれどういった立場なのか、どのような特徴があり何を主張している

のかを読み取り把握したうえで、それに対する意見を交わすことで理解を深めていく形式

であったため、日本式の授業でよくある「求められている答えを出してただ答える」ではな

く、議論の内容を注意深く理解して自分自身の考えを整理し、他者に伝わるように発言する

というプロセスが非常に重要であった。このいわば「思考の訓練」は日本ではあまりできな

いことであり、留学後にも授業やゼミ、卒業論文執筆における文献の精読に役立ったと感じ

ていると感じている。また、この授業では死生観や他界観についても扱っていたので、研究

分野の知識を深めることもできた。 

 

(ⅱ)授業外での学習 

 授業外では週一回の現地学生向けの英語学習プログラムに参加した。現地である香港は

英語教育が盛んであり学生の英語レベルも平均して非常に高いが、このプログラムでは学

術的な英語やフォーマルな用法など学生によっては馴染みのないようなものを扱っていた。

このプログラムの参加経験は英語の文献を読み進める上で役に立ったし、現地学生の発音

のクセも紹介していたので英語で現地学生と会話する際の助けになった。 
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 中国語に関しては、街中で道を聞かれたり友人と会話をしたりする中で、学習したフレー

ズを実際に使用することができた。こちらの意図が通じないことや反対に相手の伝えたい

ことがうまく理解できないこともあったが、表現を変えるなど意思疎通できるまで根気よ

く向き合ったことは日本語以外でのコミュニケーション能力を成長させるきっかけとなっ

た。また、同じく留学に来ていた他大学の日本人学生に対して、中国語の授業の補助を時間

外で行った。留学前や留学時の中国語の授業で得た知識を再確認するとともに、日本人初心

者が中国語を学ぶときになにが障壁となるかをこの活動を通じて実感した。 

 

(ⅲ)課外活動・その他 

 課外活動として、現地学生に交じってアカペラクラブに所属した。ひとりだけ外国人であ

ったことや普段使わない音楽的な要素を英語で伝えなければいけないことではがゆい思い

をしたこともあったが、練習を繰り返していくうちに会話が増えてゆき、最後には非常に密

な関係に慣れたことは大きな経験であった。また彼らとの会話を通じて、若者を中心に香港

人が日本に対してどういう考えやイメージを持っているのか、香港のローカル事情、などを

知ることができた。中でも香港では若者でも政治的関心が高く、なぜ日本の若者は政治に興

味がないのかとさえ問われたことは非常に興味深く、日本の若者の政治離れについては考

えていかなければならないことだと痛感した。 

 課外活動以外に行ったこととして、①日本語学生交流会、②フィールドワークのふたつが

挙げられる。①は、大学外の日本語学校で学ぶ現地学生と香港に居住する日本人との交流会

に参加したことである。現地学生の持つ日本のさまざまな事柄に対する意見を聞けたのは

もちろん、現地に実際在住している日本人から香港の事情や海外移住への考えを直接聞く

ことができたのが、とても大きい収穫であった。 

 もうひとつの活動はフィールドワークで、街中を実際に歩きながら見聞を広めた。観光誌

には掲載されないような地域にも出向き、時には日本語ができる香港人の友人に通訳を頼

んで興味を持ったことがらについてその町の人に尋ねた。自身の目で見て現場の空気を体

感し人々と会話したことで、紙面や間接的な情報からではわからないような機微な人々の

営みやその土地の特色を肌で感じることができた。 

 

３．研究成果 

(ⅰ)卒業論文の概要 

 私は留学先には香港を選んだが、研究対象はタイの文化人類学である。卒論の研究テーマ

は「映画におけるナーン・ナークのイメージの変遷について」である。ナーン・ナークは日

本のお岩さんのような怪談の主人公であり、タイ人の間にいまも語り継がれる物語である。

研究者の津村文彦はこの物語の形成段階にはタイの近代国家化に伴う精霊信仰の周縁化が

関わっているとしたが、物語の形成から約 100 年経ち、詩や劇に始まった物語の生産は現

在テレビ番組や映画にも広がりを見せている。私の研究では特に映画にみられるナーン・ナ

ークの語りに着目し、その物語や主人公のイメージが形成段階から比べてどのように変化

しているのか、津村の説が正しいのかどうかを検証した。 
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(ⅱ)研究と留学の成果 

 私の場合、卒業論文の対象となるフィールドと留学先の地域が異なるため、留学は直接的

な調査というよりもその前提となる考え方や知識、視点を養ったという点で卒業論文の執

筆の助けとなった。留学先での授業や図書館の文献で得た知識や、グループ授業を通して得

た各国さまざまなものの見方、現地学生との会話から見えた意識、フィールドワークでの発

見など様々な要素が卒業論文に関する研究を進める上での指標となった。 

 研究だけではなく、自分自身のグローバル人材としての成長も感じられた。私は両親の都

合で一度タイに居住していたが、今回の留学では積極的に活動したため学ぶことはより多

かった。知り合いのいない土地で半年間生活をしたこと、現地学生や香港在住の日本人など

多くの人と直接話をできたこと、観光旅行ではわからないような現場の雰囲気を感じられ

たことは、留学をしなければ経験することができなかった。卒業後を考えてみても、留学は

プラスの経験となった。私が就職する予定の企業では海外とのやりとりが多く、海外の関連

企業の人事制度や福利厚生とも関係している。実際に自分が現地で留学しそこに住む人々

と会話した経験によって、今後ほかの地域や国家と向き合うときにも紙面上の情報だけで

なく現地の人々の生活にまで気を配ることができるようになるだろう。また授業を通じて

培われたが自分の意見を英語で発信する能力も、相手先とやりとりをするうえで役に立つ

だろう。 

 仕事以外でも、国際的な事情を考慮する機会は多い。例えば、日本ではオリンピックに向

けて海外から観光客への準備を進めているが、日本を訪れる外国人がかならずしも日本や

国際的事情に精通しているとは限らない。国際的な教養をつけることも必要だが、その場合

はいわば「グローカル」な視点がより重要になって来る。その点では、半年間香港に留学し

たことでその土地や人々の気質に触れられたことは一つの成果といえる。 

 留学前にたてた大きな４つの目標は、おおむね達成することができたと自身では考えて

いる。留学する中で困難や挫折も多々あったが、そのたびに周囲の人々に支えられながら貴

重な経験を積むことができた。 

 

＊参考文献 

津村文彦 2015『東北タイにおける精霊と呪術師の人類学』めこん。 
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インドネシア教育大学 留学報告 
K 類アジア研究専攻 K14-6401 赤池和佳奈 

 

 
 
 
１．留学の動機 
私は、2016 年 9 月から 2017 年 6 月はじめまでの約 9 か月間、インドネシアのバンドン

という都市にある、インドネシア教育大学に留学しました。 
 私はアジア研究専攻に所属しており、入学以来アジアの政治や歴史、社会について勉強

していました。また人類学ゼミやイスラームゼミに所属していて、アジアの中でも特にイ

ンドネシアやその周辺地域について興味を持っているので、卒論についてもそのような国

や地域について執筆しようと考えています。このようなこと、そしてちょうどこの年から

学芸大学とインドネシア教育大学との交換留学の協定がはじまったこともあり、インドネ

シア教育大学への留学を決めました。ただ、協定がはじまって初めての留学ということも

あり、実際に現地に行くまではわからないことだらけで正直不安な気持ちもありました。 
 
２．バンドン、インドネシア教育大学について 
 バンドンはジャワ島西部、ジャカルタから車で 3 時間ほどのところにあります。比較的

（インドネシア教育大学のシンボルである ISOLA の前で友人たちと） 
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標高が高い場所のため、気候はジャカルタほど暑くなく年間を通して 20 度前後くらいの

気温で、夜はさらに涼しくなりました。西ジャワ州の州都であるため、人口も比較的多い

と思います。また西ジャワはスンダと呼ばれる民族の地域であるため、スンダの文化や言

語についても知ることができます。インドネシアは国民の 90％がイスラーム教徒といわれ

ており、私のインドネシア人の友人もほとんどがイスラーム教徒でした。 
 インドネシア教育大学は上記にも書いたように、インドネシアのバンドンという都市に

ある国立の大学です。インドネシア大学（インドネシアで一番有名な大学）の教育学部が

独立してひとつの大きな大学になったそうです。教育大学といっても多種多様な学部や学

科があり、キャンパスもとても広く、最初の一週間ほどは私もキャンパス内で迷子になっ

てしまうこともしばしばありました。後にも書きますが、言語文化教育学部という学部の

中には日本語教育学科もあります。 
 
３．インドネシア教育大学での授業 
 授業は主に Balai Bahasa（言語センター）と Fakultas Pendidkan Ilum Pengetahuan 
Sosial(社会教育学部)の授業を受けていました。最初のセメスターは言語センターの授業を

中心に受講しながら、社会学部の授業は無理のない程度に聴講という形で参加していまし

た。（社会教育学部の授業はインドネシア語でしか開講されていなかったため、最初のう

ちは授業内容を理解することができなかったためこのような形となってしまいました。）2
セメスター目は言語センターでの授業も受講をしながら社会教育学部の授業にも 3 つの科

目で参加していました。 
（１）Balai Bahasa（言語センター）の授業 
 言語センターでのインドネシア語の授業はレベル別、週 3 日午前 9 時から 12 時までの

スケジュールで行われています。最初にプレイスメントテストが行われてクラスが決まり

ます。私の場合は日本にいるときに少しだけ独学で勉強したものの、知識的にはほぼ 0 に

近い状態だったため、まずは一番下の初心者のクラスに入りました。しかし最初の一か月

ほどが終わると、生活しながらかなりのインドネシア語を身に着けることができたことも

あり、授業は少々簡単すぎると

感じてしまったため、言語セン

ターの担当の先生に相談し一つ

上のクラスにあげてもらいまし

た。移った方のクラスは最初の

うちは難しくてついていくのも

少々難しかったですが、毎日予

習復習をしたりしていった結

果、それから１，２か月たった

あたりからは、特に困らずに授

（インドネシア語の授業の先生・クラスメイトと記念撮影）
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業に着いていけるようになりました。移ったばかりのころは少し大変ではありましたが、

結果的には実力を伸ばすことができたのでよかったのではないかと考えています。授業は

教科書を中心に進められますが、時々ゲームや大学内の人にインタビューをして会話の練

習をしたり、文章を書くときは互いの国の文化について書いたり、それについて議論をす

ることもありました。インドネシア人の友人や他の留学生の友人たちとインドネシア語で

会話ができるようになりたい、という気持ちが原動力となり、インドネシア語を勉強する

ことができました。また、2 セメスター目の学期末には、最終課題として 1 人一本レポー

トが課されました。テーマは自由でしたが、自分の国のことについて書く人が多く、私自

身も日本の通過儀礼（七五三と成人式）についてレポートを書きました。レポートの提出

後にはプレゼンもあり、ひとりひとりレポートを書いたテーマについてプレゼンをしまし

た。他の人のプレゼンを通して、日本で本を読むだけでは知ることのできなかった様々な

国の文化について知ることができました。 
 
（２）Fakultas Pendidikan Ilum Pengetahuan Sosiologi（社会教育学部）での授業 
 社会教育学部での授業は前述したように、インドネシア語でしか開講されていなかった

ため最初のセメスターは聴講、2 セメスター目は単位取得という形で参加しました。最初

のセメスターは開発社会学という授業に参加していましたが、なかなか内容は理解できま

せんでした。2 セメスター目は環境社会学、社会類型学、宗教社会学、という 3 つの授業

に参加していました。環境社会学の授業では、環境問題に関するポスターを作成したり、

日本における神道と環境のかかわりについてプレゼンをしたりしました。社会類型学の授

業では、インドネシアの様々な社会を学ぶと同時に、1 人ひとつのコミュニティーについ

て調査をするという課題が出たので、大学内の外国人コミュニティーについて調査し、レ

ポートにまとめました。宗教社会学の授業では、日本における仏教徒神道の共存、シンク

レティズムについて発表をしました。2 セメスター目であっても、すべてインドネシア語

の授業はもちろん難しかったですがインドネシア人の友人が助けてくれたり先生も留学生

として評価してくれたりしたため、頑張ることができました。 
 
（３）日本語学科との交流 
 授業の他に、インドネシア教育大学には日本語教育学科があったため、日本語教育学科

の授業にもアシスタントとして参加したり、日本語学科の学生と交流をしたりしました。

授業については会話の授業を中心に参加しました。日本語教育学科の学生は日本語の勉強

にとても意欲的で、私が授業に参加するとしばしば自分のわからないことについて進んで

質問をしてくれました。また日本語学科が主催の文化祭にも、インドネシア人の友人がバ

ンドに誘ってくれて参加しました。普段一番仲が良かった友人も、日本語教育学科で勉強

していて、お互いにインドネシア語と日本語を混ぜながら会話をしていました。インドネ

シアは日本語の学習者数が世界で 2 番目に多いということで、日本語学科の生徒はもちろ
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ん、高校生や他専攻の学生でも日本に大きく関心を持っている若者が多いのだということ

を実感することができました。 
 
４．留学を終えて（進路への影響等） 
 宗教や文化がそれまで私

が生活してきた環境と大き

く違う場所での 9 か月間の

留学生活は、様々な場面で

いろいろなことを考えまし

た。特に宗教についての考

え方や価値観については日

本とは大きく違うと感じま

した。先述したように、社

会学科では宗教社会学の授

業に参加したこともあり、

現地の学生と宗教に対する

考え方について議論をする

こともあり、そのようなときは特に

考え方の違いを実感しました。その

ような環境の中でお互いの考えを尊重しあい、認め合うにはどうすればいいのか、という

ことを日々考えていました。お互い違う「当たり前」の環境の中で生活してきた人々同士

が互いの文化や宗教などを完全に理解することは簡単なことではないと思います。しか

し、このような環境で 9 か月間生活できたことは、私自身の視野を広げることもでき、将

来の進路についてより深く考えるきっかけにもなりました。 
 私は今回の派遣留学を通して、以前から興味のあった「伝える仕事」をしたいと強く思

うようになりました。現代の社会には様々な宗教や文化などのバックグラウンドを持つ人

たちがいます。上述したように、様々なバックグラウンドを持つ人たちが共存できる、本

当の意味での多文化社会をつくることは簡単なことではないと思います。しかし、わたし

自身もそうであったようにお互いのことを知ろうとすることで、大きく視野が開けるので

はないかと思います。したがって、その「知る」ことのきっかけを作ることのできる伝え

る仕事をしたいという思いが、今回の留学をより一層強くなりました。 
 ここまで書いてきたように、今回の 9 か月間の留学を通して、本当にたくさんのことを

学び、感じ、考えることができました。時には体調を崩したこともあったし、大変だった

ことやつらかったこともありました。しかしそれよりも楽しかった思い出や勉強になった

こと、そしてこれからの私の人生にとって本当に貴重な経験になった 9 か月間を過ごすこ

とができました。 

（バンドンで一番大きなモスク、Alun-Alun Bandung） 
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キャンパスアジアプログラム及び 

「アジアの教員のグローバルな力量向上に向けた双方向学生交流プログラム」必修科目 

 
2016 年度秋学期 
留学生科目「日本の教育と文化」（2016 年度秋学期）講義予定 

国際戦略推進本部 
【対象】 
「アジアの教員のグローバルな力量向上に向けた双方向学生交流プログラム」（JASSO 留

学生交流支援制度助成プログラム／以下「アジアの教員」と略称）の学生 25 名 
【ねらい】 
日本の教育と文化に関する基本的な事項について学修を進め、日本の教育と文化に対す

る理解を深めると共に、多様な専門研究・教科教育の方法との関連から視野を広げ、各自

の研究を支える基礎とする。 
【授業形式】 オムニバス形式 
【授業日】 月曜３限を基本とする。 
【教室】 S301 教室 
【授業計画】  
 第 1 回・第 2 回（2016/10/22）  担当：岩元 

※2 コマ連続、9：00～12：00 場所：東京大学附属植物園（小石川植物園） 
①日本の植物（１） 代表的な日本の植栽植物を解説 
②日本の植物（２） 日本の野生植物とその分布を解説 

 第 3 回（2016/10/24） オリエンテーション① 担当：下田 
   アジアプログラムについて 
 第 4 回（2016/10/31） オリエンテーション② 担当：岩田 
   第 5 回・第 6 回に向けたガイダンス、予習課題の提示 
第 5 回（2016/11/7：小金井小学校）・第 6 回（2016/11/14） 担当：岩田 
①日本の教育、②日本の学校と教師 

 第 7 回（2016/11/21）・第 8 回（2016/11/28） 担当：水﨑 
①日本の幼児音楽教育 1 
②日本の幼児音楽教育 2 

第 9 回（2016/12/19）・第 10 回（2016/12/26）  担当：鈴木 
 ①日本の子ども達の体力の現状＜講義形式＞ 
②日本の伝承遊び＜演習形式＞ 

第 11 回（2017/1/16）・第 12 回（2017/1/23）  担当：赤司 
① 日本文化における空間の感覚（１）― 床の文化 
② 日本文化における空間の感覚（２）― 「縁側」の消滅について 

第 13 回（2017/1/30）・第 14 回（2017/2/6） 担当：長谷川 
①日本の理科教育、②科学的なものの見方・考え方をどのように育成するか 

第 15 回（2017/2/13） まとめ 担当：下田 
【単位認定】 学期末に課すテストによる（自筆ノート持ち込み可）。 
【成績・評価】  授業への積極的な取組み 20％、テスト 80％ 
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2017 年度春学期 
「アジアの教育演習」（2017 年度春学期）講義予定 

下田誠 
【対象】 
「アジアの教員のグローバルな力量向上に向けた双方向学生交流プログラム」（JASSO 留

学生交流支援制度助成プログラム／以下「アジアの教員」と略称。兼「東アジア教員養成

国際大学院プログラム」キャンパスアジア事業）の学生 16 名 
［アジアの教員必修科目］ 
 
【ねらい】 
本演習では受講者が各自の研究テーマに即して発表をおこない、参加者との議論を通じ

て、最終報告会に向けた準備を進める。 
報告者は前年度までに学んだ「日本の教育と文化」の知見や各自で進めた研究・学修を

踏まえ、自身の研究力を高めることが求められる。 
報告者は事前に指導教員と相談し、当日の報告に臨むことが望ましい。 

 
【授業形式】 演習形式         【授業日】 月曜３限を基本とする。 
【教室】 S406 
 
【授業計画】  
 第 1 回（2017/4/17）オリエンテーション、発表順序の決定 
 第 2 回・第 3 回 日本の教育・文化に関連する博物館・史跡の訪問 
第 4 回（2017/5/8）各自の研究発表（董玥／劉瑞） 第１回 
第 5 回（2017/5/15）各自の研究発表（李琳／クワン） 第２回 
第 6 回（2017/5/22）各自の研究発表（肖羿／尹建） 第３回 

 第 7 回（2017/5/29）各自の研究発表（劉静／劉沐陽） 第４回 
第 8 回（2017/6/5）各自の研究発表（曽文琪／ソン） 第５回 
第 9 回（2017/6/19）各自の研究発表（張順華／ポー） 第６回   
第 10 回（2017/6/26）各自の研究発表（李庚倍／李家敏） 第７回 
第 11 回（2017/7/3）各自の研究発表（マニーラット／ラリター） 第８回 
第 12 回（2017/7/10）最終発表に向けた各自の準備① 第９回 
第 13 回（2017/7/24）最終発表に向けた各自の準備② 第 10 回 
 第 14 回・第 15 回 
 7 月 31 日 プログラム最終研究発表会（２限・３限） 

 
※最終研究発表会終了後、各自の研修レポートを提出してもらう。書式・分量・締切に

ついては後日通知する。研修レポートは冊子にする予定なので、必ず提出すること。 
 
【評価】各自の研究発表と最終研究発表、ほかの参加者の発表時における議論などを総合

して評価する。特別な予定がない限り、すべての回に参加すること。 
以上 
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キャンパスアジアプログラム及び 

「アジアの教員のグローバルな力量向上に向けた双方向学生交流プログラム」学生名簿 

日本学生支援機構平成 28 年度海外留学支援制度（協定受入） 
 
 

番号 氏名 学年 所属大学 専門分野 
プログラム 

参加期間 
地域 指導教授

1 
朱 世禛（シュ セ

シン） 
2 

東北師範

大学 

日本語言語文

化 

2016 年 7 月～

2017 年 3 月 
中国 疋田 雅昭  

2 
曹 径舟（ソー ケ

ーシュウ） 
2 

華東師範

大学 
日本語 

2016 年 7 月～

2017 年 3 月 
中国 木村 守 

3 
王 梓廷（オウ シ

テイ） 
2 

華中師範

大学 
日本語 

2016 年 7 月～

2017 年 3 月 
中国 白勢 彩子

4 
郭 洲（カク シュ

ウ） 
2 

華中師範

大学 
日本語 

2016 年 7 月～

2017 年 3 月 
中国 中村 純子

5 
張 軒玉（チョウ ケ

ンギョク） 
2 蘇州大学 日本語 

2016 年 7 月～

2017 年 3 月 
中国 椿 真智子

6 
武 雅雯（ブ ガブ

ン） 
3 蘇州大学 日本語 

2016 年 7 月～

2017 年 3 月 
中国 千田 洋幸

7 
禹 秀彬（ウ スビ

ン） 
3 

全南大学

校 
日語日文学 

2016 年 7 月～

2017 年 2 月 
韓国 北澤 尚 

8 
裵 韓兒（ベ ハン

ア） 
3 

全南大学

校 
日語日文学 

2016 年 7 月～

2017 年 2 月 
韓国 細川 太輔

9 
李 琳（リ リン） M1 

北京師範

大学 

日本語学及び

日本語教育学

2016 年 10 月

～2017 年 8 月
中国 北澤 尚 

10 劉 瑞（リュウ ズ

イ） 
M1 

北京師範

大学 
日本史 

2016 年 10 月

～2017 年 8 月
中国 

田中 比呂

志 

11 肖 羿（ショウ ゲ

イ） 
2 

北京師範

大学 
日本語 

2016 年 10 月

～2017 年 8 月
中国 木村 守 

12 
董 玥（トウ ゲツ） 2 

東北師範

大学 
日本語 

2016 年 10 月

～2017 年 9 月
中国 高橋 忠彦

13 劉 沐陽（リュー モ

クヨー） 
2 

華東師範

大学 
日本語 

2016 年 10 月

～2017 年 9 月
中国 湯浅 佳子

14 劉 静（リュウ セ

イ） 
2 

上海師範

大学 
日本語 

2016 年 10 月

～2017 年 8 月
中国 

齋藤 ひろ

み 

15 李 家敏（リ カ ビ

ン） 
3 

香港中文

大学 
日本語 

2016 年 10 月

～2017 年 8 月

中国 

（香港） 
杉森 伸吉

16 
曽 文琪（ソウ ブ

ンキ） 
3 

国立台湾

大学 

日本語、ダブ

ルメジャー政

治学 

2016 年 10 月

～2017 年 8 月
台湾 久邇 良子
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番号 氏名 学年 所属大学 専門分野 
プログラム 

参加期間 
地域 指導教授

17 張 順華（チョウ ジ

ュンカ） 
3 

国立台湾

大学 

日本語学、日

本文学 

2016 年 10 月

～2017 年 8 月
台湾 石井 正己

18 尹 建（ユン ゴン） 

 
2 

忠南大学

校 
行政学 

2016 年 10 月

～2017 年 9 月
韓国 

及川 英二

郎 

19 李 庚倍（イ ギョン

ベ） 
3 

京仁教育

大学校 
初等教育学 

2016 年 10 月

～2017 年 9 月
韓国 林 尚示 

20 トリーサクチャット 

ポーンプラシット 
3 

タマサート

大学 
日本語 

2016 年 10 月

～2017 年 8 月
タイ 吉野 晃 

21 タンティピモンクン 

マニーラット 
3 

タマサート

大学 
日本語 

2016 年 10 月

～2017 年 8 月
タイ 吉野 晃 

22 カウプータイ ラリタ

ー 
3 

シラパコ

ーン大学 
日本語 

2016 年 10 月

～2017 年 8 月
タイ 南浦 涼介

23 スリパラタン クワ

ンシャノック 
3 

コンケン

大学 
日本語 

2016 年 10 月

～2017 年 8 月
タイ 北澤 尚 

24 

グエン・マイン・ナム 

ソン 
3 

ベトナム国家

大学ハノイ校

人文社会科

学大学 

日本学 
2016 年 10 月

～2017 年 9 月
ベトナム 

齋藤ひろみ

［秋］／ 

水﨑誠

［春］ 

 
 氏名 学年 所属大学 所属 協力期間 担当科目 

TA 赤穂日向子 

 
2 

東京学芸

大学 

多文化共生教

育コース 

2016 年 10 月

～2017 年 2 月

日本の教育と文化 

（2016 年度秋学期）

TA 松澤柚季 

 
2 

東京学芸

大学 

多文化共生教

育コース 

2016 年 10 月

～2017 年 2 月

日本の教育と文化 

（2016 年度秋学期）

TA 金田桃子 

 
M2 

東京学芸

大学 

社会科教育専

攻 

2017 年 4 月～

2017 年 2 月 

アジアの教育演習 

（2017 年度春学期）

※学年は留学時の学年、又は TA 担当時の学年 

日本学生支援機構平成 28 年度海外留学支援制度（協定派遣） 

 氏名 学年 派遣大学 所属 派遣期間 地域 指導教授 

1 藤岡 悠志 
M2 

国立台湾

大学 

社会科教育専

攻 

2016 年 9 月～

2017 年 6 月 

台湾 田中 比

呂志 

2 勝又 大輔 
4 

タマサー

ト大学 

アジア研究専

攻 

2016 年 8 月～

2017 年 1 月 

タイ 吉野 晃 

3 中川 奨 
4 

香港中文

大学 

アジア研究専

攻 

2016 年 9 月～

2016 年 12 月 

香港 吉野 晃 

4 赤池 和佳奈 
4 

イ ン ド ネ シ

ア教育大学

アジア研究専

攻 

2016 年 9 月～

2017 年 6 月 

イ ン ド

ネシア 

吉野 晃 
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お わ り に 
 

 本レポート集は平成 28 年度（2016 年度）受入れ・派遣学生の報告書である。日本学生

支援機構（JASSO）「アジアの教員のグローバルな力量向上に向けた双方向学生交流プログ

ラム」は 2016 年 7 月に追加採択を受け、その状況をふまえ、4 月来日中の学生の中からプ

ログラムの基準に合致し、本人も希望する学生に対し、所載の授業や合宿等を組み合わせ

たプログラムを提供した。本プログラムは名称や対象学生は時勢に応じ、多少の変更を加

えてきたが、平成 25 年度（2013 年度）より継続的に実施している。 
 本プログラムの開発経緯は、JASSO による短期の海外留学支援制度の変遷に対応してい

る。JASSO は平成 23 年度（2011 年度）より相互派遣の大学間学生交流短期支援をプログ

ラム競争型に切り替えた。当時は留学生交流支援制度（ショートステイ、ショートビジッ

ト）と呼ばれていたが、従来の平準・公平支援に対し特色・個性支援に変化してきたので

ある。私は平成 23 年度に着任し、国際戦略推進本部付の専任教員として、こうした変化の

時期に、短期海外学生相互交流の支援にあたってきた。 
 私が国際課で勤務しながら気になっていた点は、東京学芸大学において従前「一般」と

いう枠で入ってきた日本語学習を主体とする留学生に対する支援が減少している、または

終了するという事態であった。東アジアの協定校からもそうした声を耳にしていた。私は

本学の通常の「一般」の受入れ実態を文章化し、多少オリジナルな試みを加えた上でプロ

グラムとして仕立て、国際担当理事・副学長並びに国際戦略推進本部委員、国際課の協力

を得ながら、プログラムを JASSO に応募してきた。年によって満額採択のこともあれば、

補欠（追加採択）のこともある。いずれにせよ、プログラムに参加することになった学生

は毎月奨学金を受給することで、ある程度、生活面の不安を解消し、勉学に集中してもら

えたものと考えている。 
 ただ、私のこうした試みも本年度で一つの区切りにしようと考えている。それは環境の

変化に基づくものである。それは第一に、奨学金以上に十分な支援ができていない現状を

受け止めたこと、第二に、キャンパス・アジア事業の採択である。第一については、すで

に前年度の『研究レポート集』（平成 26 年度）の最後にもまとめた通り、指導教員制度の

壁がある。指導教員とのコミュニケーションに関して、私たちも一定の工夫を行っている

ところであるが、如何ともしがたい面もある。現実的な問題もあるとはいえ、本プログラ

ムは「一般」の学生に「場」を提供することを主眼としている。運営組織やオブリゲーシ

ョンについては ISEP 等と比べても簡素に進めてきた。結果として、その「場」を有効に活

用する学生も多くいる反面、混乱を引き起こしている場面も間々見られた。学生の指導に際

しては、ご迷惑やご負担をかけてしまった教員もおり、ここにお詫び申し上げる次第である。 
 第二に、キャンパスアジア事業の採択がある。昨年 10 月末に東京学芸大学・ソウル教育

大学校・北京師範大学の３大学のコンソーシアムが応募した「東アジア教員養成国際大学

院プログラム」が採択された。これにより、学内にはキャンパスアジア推進室が設置され、

新たにコーディネーターも迎えた。私が至らなかった点を、キャンパスアジア事業の一部

として、キャンパスアジアのプログラムとして充実させ、学生の実りある日本での生活に

役立ててほしいと期待している。 
                       教員養成開発連携センター  下田誠 
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