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第16回年次大会

多文化関係学会 第16回年次大会

「多文化共生社会への道―記憶・課題・展望」

2

【開催日】9月9日（土）および10日（日） [プレカンファレンス 9月8日（金）]

【会場】藤女子大学 北16条校舎 （北海道札幌市）

多文化関係学会 2017年度年次大会へのいざない

年次大会委員長 伊藤明美（藤女子大学）

2017年度の多文化関係学会年次大会が近づいて参りました。

このNLが発行される頃は、発表申込者が多く準備委員会がてんやわんやの毎日を過ごしていることをおお

いに期待しつつ、この挨拶文を書いています。

さて、これまで何度もご報告いたしましたように、今年のテーマは「多文化共生社会への道―記憶・課題・展

望―」です。北海道で行われる初めての年次大会ですので、旧蝦夷地が北海道へと変わってゆく過程で起

こった苦い経験を踏まえつつ、本学会がめざし続けてきた多文化共生社会について検証したいと考えていま

す。そこで、準備委員会では大会を札幌市郊外にある北海道博物館から始めることにしました（プレカンファレ

ンス）。この博物館は北海道の歴史や文化にかかわる多くの優秀な専門家を擁し、研究も盛んです。館内では

ここでしか見ることのできない貴重な展示物を見学していただくほか、学芸員のお一人からオーダーメイドのミ

ニレクチャーを受けることになります。大会初日に予定されている佐々木史郎先生（国立アイヌ民族博物館設

立準備室主幹）の講演と合わせて、北海道におけるアイヌと和人の交流に対する理解を深めていただければ

と思っています。また、この流れは2日目の学際シンポジウムにも引き継がれています。ここでは、札幌における

多文化教育の「今、ここ」を具体的にとらえます。過去から現在へと時間軸を移動させていくこうした知的活動

のプロセスが、多文化共生社会に向けた研究や実践のためのヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。

今から16年前の学会立ち上げ当初は、東京で開かれる理事会に出席するたびに、「おや、まあ。ホッ・カイ・

ドウからいらしたんですか。それは、それは」などと言われたものですが、実のところ、羽田・札幌間は、一日40

便以上が飛び、飛行時間も実質1時間10分程度の「身近」な都市です。東京以外の地域にお住まいの会員に

は、すこしご不便をおかけするかもしれませんが、それでも日本の主要諸都市からは、それなりの便数で直行

便がでています。是非、ご来道下さい。また、札幌の9月初頭の気温は例年なら22度前後と過ごしやすく、学会

のような会合には最適な時期となっています。お寿司やお肉、トウモロコシやアスパラをはじめとする野菜、新

米（絶品です！）、そして多種多様なスイーツが楽しめる北海道で、新しい研究者ネットワークを広げ、また、旧

知の仲間と再会を楽しんで下さい。

大会準備委員会一同、札幌での年次大会が皆さまにとりまして意義深いものとなりますよう、精一杯努力して

参る所存です。9月にお会いしましょう！

ポスター発表、ラウンドテーブル・ディスカッション、

英語プレゼンテーション・ワークショップの

発表申込みの締切が6月11日（日）に変更されました！



2017年度年次大会概要のご案内

第16回年次大会
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9月8日（金）プレカンファレンス 9月9日（土）、10日（日）年次大会

【年次大会運営委員】

新井良夫（藤女子大学）石黒武人（順天堂大学）伊藤明美（藤女子大学）

河野 康成（立教大学リーダーシップ研究所）久米 昭元（元立教大学）

千葉 三千子（元北海道大学大学院博士課程院生）御手洗昭治（札幌大学）

長谷川 典子（北星学園大学）＊アイウエオ順

【プログラム内容】
プレカンファレンス 9月8日（金）於 北海道博物館
「北海道の多文化性の原点を探る」
当プレカンファレンスは、北海道における多文化共生の歴史を振り返る糸口として企画されました。翌日

の基調講演をより一層強い関心をもって聞いていただくために必要な背景知識が得られるよう、アイヌの歴
史・文化に関する専門家のレクチャーの後は、ゆっくりと時間をとって館内見学を行います。また、博物館
に隣接した北海道開拓記念館は、明治以降の北海道とアメリカとの強い結びつきが手に取るように分かる
文化伝播の資料が満載の興味深い場所となっていますので、ぜひプレカンファレンス前後にお立ち寄り下
さい。
コーディネーター: 伊藤明美（藤女子大学）

大会 第1日目 9月9日（土）

基調講演
タイトル：「北方世界の多文化的状況―近代前夜のアイヌ民族と近隣諸民族との交流―」
講演者：佐々木 史郎 （国立アイヌ民族博物館設立準備室主幹）
大会初日には国立アイヌ民族博物館設立準備室主幹の佐々木史郎先生による基調講演が予定されて
います。近世の蝦夷地（北海道、樺太、千島）におけるアイヌの人々と和人を中心とした文化交流の歴史を、
「同化」に軸足を置いた明治時代以後の先住民族統治政策と関連付けながらお話しいただく予定です。当
学会の中心的テーマともいえる「多文化共生」という概念を時間軸に沿って相対化していただきます。ご期
待ください。
コーディネーター: 御手洗昭治（札幌大学）

なお、佐々木先生の主要著書は次の通りです。
2015 『シベリアで生命の暖かさを感じる』（フィールドワーク選書13）臨川書店
1999 『モンゴロイド系諸民族の初期映像資料―シベリア・北海道・樺太篇―』日文研叢書 20 国際日本

文化研究センター（赤沢威との共著）
1996 『北方から来た交易民－絹と毛皮とサンタン人－』日本放送出版協会（NHKブックスNo.772) 

パネル・ディスカッション
タイトル: 「東アジアの多文化関係―負の相互イメージからの脱却は可能か―」
地理的に近接した隣国同士であり、長い多文化交流の歴史を有している東アジア各国は、互いの国、

地域同士の物流、人的交流は盛んなものの、政治的、社会的観点から見てみると、現在、民族、歴史認識、
国境、領土、領海、さらには核開発などの問題で対立や摩擦が深刻化しており、一触即発の緊張をはらん
だ地域ともなっています。当パネル・ディスカッションでは、ロシア、韓国、中国各国と日本を往来しつつも、
活躍のベースを日本に置いている方々にご登壇いただき、日本を取り巻く東アジアの良好な多文化関係
に向けての具体的手掛かりを提言していただきます。 なお、ディスカッションの後半は、パネリストとフロア
の皆さんとの意見交換を行う予定です。

パネリスト: 山谷賢量（元北海道新聞社）
パネリスト: 呉小莉（城西国際大学）
パネリスト: 李鳳（北海商科大学）
コーディネーター: 久米昭元（元立教大学）



大会第2日目 9月10日（日）
学際シンポジウム
タイトル: 「多文化共生社会の実現に向けて―実践から導かれる理論―」
当学際シンポジウムでは、実践者と専門家が、それぞれの立場から多文化教育のあり方について語り合

います。サハリン帰国者の子どもたちの文化適応、ユネスコの指定を受け、渡日・帰国生徒など多様な生
徒を受け入れている札幌市立大通高校など、北日本の中心都市としてますます多文化が進みつつある札
幌での取り組みを紹介し、今後多文化教育の目指すべき方向性について提言を行っていただきます。な
お、最後にシンポジストとフロアの皆さんとの議論を行う予定です。

シンポジスト: パイチャゼ・スヴェトラーナ（北海道大学）
シンポジスト: 佐藤千恵子（札幌市立大通高等学校）
シンポジスト: 伊井義人（藤女子大学）
コーディネーター: 千葉美千子（元北海道大学大学院博士課程院生）

英語プレゼンテーション・ワークショップ
若手研究者（主に大学院生、留学生）による英語での研究発表に対して、学会員がアドバイスおよび指導
を行います。

コーディネーター: 小坂貴志（神田外語大学）
コメンテーター: クリス・オリバー（上智大学短期大学部）
コメンテーター: 出口真紀子（上智大学）

2017年度年次大会概要のご案内

第16回年次大会

2017年度年次大会・発表募集要項

第16回年次大会

次の事項をお読みいただき、奮ってご応募ください。
なお、発表申込みや論文テンプレートなどについては、大会ページを参照してください。
大会ページURL: http://yasunarikono.com/jsmr2017/

1. 発表テーマ
本学会の趣旨に沿ったもので、未発表のものに限ります。

2. 応募資格
(1) 筆頭発表者は、発表申込の時点で正会員・学生会員・シニア会員であることが必要です。筆頭発表

者となるのは1人1回に限ります。ただし、連名発表者についてはこの限りではありません。（応募時に
2017年度の会費を納入していることをご確認ください）。

(2) 筆頭発表者が会員であれば、連名発表者は非会員でも可能です。
(3) 発表者と連名発表者（非会員連名発表者を除く）は、2017年度の年会費を5月31日（水）までに納入

してください。http://www.js-mr.org/guide/
(4) 筆頭発表者は、大会参加費を2017年8月4日（金）までにお支払いください。

ゆうちょ銀行 金融機関コード: 9900 店番: 058 店名: ０五八（ゼロゴハチ）支店 口座番号: 普通5974144
口座名: 「多文化関係学会」タブンカカンケイガッカイ
※ 上記の年会費支払い先とは異なりますのでご注意ください。

3. 発表時間
30分（発表20分、質疑応答5分、発表者交代時間5分）
※ ラウンドテーブル・ディスカッションと英語プレゼンテーション・ワークショップは、上記時間と異なります。
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2017年度年次大会・発表募集要項

第16回年次大会
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4. 発表申込締切

ポスター発表、ラウンドテーブル・ディスカッション、英語プレゼンテーション・ワークショップの発表申込み

締切が6月11日（日）に変更されました！

（石井奨励賞を含む口頭発表の申込みは締切りました。ご注意下さい。）

5. 申込み要領
大会申込ページにて、下記に掲載されている12項目のうち、当てはまる項目についてお知らせください。
(1) 発表タイトル / Title ※ 応募時のタイトルからの変更はできません。ご注意ください。
(2) 発表形式/ Type of presentation
(3) 非会員で英語プレゼンテーション・ワークショップに応募する場合の（会員の）推薦者 /

Reference name for English presentation workshop (if you are a non-member
(4) 応募者の氏名 / Name of the head presenter (contact person)
(5) 応募者の所属（大学等機関名）/ Affiliation

※ 学生の場合は、大学名の後に所属学部 / 研究科名＋課程名を記載
(6) メールアドレス／Email address
(7) 電話番号／Telephone number
(8) その他発表者全員の氏名と所属 / Name(s) and affiliation(s) of co-presenters
(9) 発表要旨（400-600字） / Abstract (250-300 words)
(10) 多文化関係学との関連性（約200字） / Please explain the relevance of your proposed topic to the

conference (about 100 words).
(11) 本学会の関連主要研究領域 / Research area
(12) 石井奨励賞の応募 / Application for Ishii Incentive Award

6. 発表者の決定
発表申込書は大会準備委員会で審議し、6月下旬を目途に採択の可否を電子メールでご連絡します。

7. 抄録原稿の提出
発表予定者は発表内容の抄録原稿をjsmr2017taikaieditor＠gmail.com（全角の＠を半角の@に変更して
ください）まで送ってください（2017年7月14日（金）必着）。

8. 抄録執筆要綱
スタイル
当学会の論文スタイルは、APA(国内では日本心理学会）に準拠しています。詳細については、学会誌
のページをご覧ください。学会誌（多文化関係学）のページ： http://www.js-mr.org/journal/

論文形式
• 口頭発表・ポスター発表: A4用紙2頁or 4頁
• 英語プレゼンテーション・ワークショップ: A4用紙1頁英語
• ラウンドテーブル・ディスカッションA4用紙1頁～ 4頁
• 口頭発表・ポスター発表（石井奨励賞）: A4用紙4頁



多文化関係学会研究発表 石井奨励賞

第16回年次大会

石井奨励賞は、若手研究者のキャリア開発支援のひとつとして、優れた研究発表を促進し、表彰すると
いう目的のもと、次の手順で審査・表彰がおこなわれます。応募される方は、大会ホームページ内の発表
申込みフォームの最後にチェックをしてください。
（1）対象者
年次大会において、単著による「口頭発表」もしくは「ポスター発表」をおこなう、次の①②いずれかの
会員：①学籍のある大学院生；②大会時、任期に限りのある職に就いている教員・研究員等。抄録送付
の際、①②いずれの条件に該当するか明記すること。該当する会員すべてが選考の対象となる。
（2）審査方法
【一次審査】抄録原稿（A4・4 頁）により、若干名を選考する。※抄録が2 頁の場合や、共著発表の場
合は対象としない。
【二次審査】一次審査を通過した会員の口頭発表及びポスター発表の内容並びにプレゼンテーション
を審査し、研究の将来性も踏まえたうえで若干名の受賞者を選考する。
（3）副賞
2 万円

（4）学会誌への投稿の推奨
受賞者に対しては、対象となった発表をもとにした完成原稿を次号の『多文化関係学』に投稿すること
を強く奨励するが、義務とはしない。なお、投稿された論文は通常の査読にかけられ、審査がおこなわ
れる。論文が採用になった場合、「石井奨励賞受賞論文」と明記の上、学会誌に掲載される。
（5）表彰
年次大会後に発行されるニュースレターに、石井奨励賞受賞者名、論文タイトル、学術委員会によっ
て結成された審査委員会による講評を掲載する。翌年の年次大会の総会において、受賞者の表彰がお
こなわれる。
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大会までのスケジュールと参加費

第16回年次大会

♦6月11日（日）（発表申し込み締め切りが延長されました！）発表審査開始
♦6月下旬ごろ 審査結果通知
♦7月14日（金）抄録提出締め切り
♦8月4日（金）大会事前参加申し込みおよび事前払い締め切り
♦8月中旬 プログラム発表
＊開催時期が例年に比べて早期のため、発表申し込み等の締め切りも早まっております。

種別
事前払い

（8月4日までに送金）
当日払い

正会員 5,000円 7,000円

シニア会員 5,000円 7,000円

学生会員 2,000円 3,000円

非会員 8,000円 9,000円

非会員学生 4,000円 5,000円

大会参加費（正会員の事前払いは、2,000円割引）

種別
事前払い

（8月4日までに送金）
当日払い

正会員 5,000円 6,000円

シニア会員 5,000円 6,000円

学生会員 3,000円 4,000円

非会員 6,000円 7,000円

非会員学生 4,000円 5,000円

懇親会参加費（事前払いは、1,000円割引）

プレカンファレンス参加費
当日に、北海道博物館入館料を現金でお支払いただきます。

年次大会お問合せ先 jsmr2017taikai＠gmail.com （全角の＠を半角の@に変更してください）
年次大会ウェブサイト http://yasunarikono.com/jsmr2017/



■多文化関係学会は、今年4月より、松永 典子氏が会長となり新たな理事体制となりました。

新会長の挨拶と共に、新しい理事・監事・特任理事をご紹介します。

新会長 挨拶
松永典子(九州大学)

第8期の会長を務めることとなりました九州大学の松永典子です。日頃より会員の皆様には、学会活動
への積極的参加と多大なるご理解・ご協力を賜り、まことにありがたく存じます。今期の理事会を代表しま
して理事就任のご挨拶を申し上げます。

学会の柱としての「文化性」、「関係性」、「超領域性」

2002年に「文化性」、「関係性」および「超領域性」という視点を軸に多文化社会における諸問題の解決
をめざし設立した本学会も本年で16年目を迎えます。この間に、学会では歴代の理事会のご努力・ご尽
力により体制整備が進み、近年の学会員総数の増加、学会誌『多文化関係学』のJ-STAGEへの登録等
から見ても、学会の社会的認知度は確実に高まってきています。たとえば、第6期の理事会より事務局の
事務の一部が学協会サポートセンターに委託されたことにより、学会の事務体制の効率化が進んできた
ことは学会発展の大きな下支えとなっています。また、年次大会の運営に関しても、従来のようなひとつの
大学が年次大会の運営全般を引き受ける方式から、第13回の福島における年次大会より複数の理事を
中心とした大会準備委員会を結成する方式が採用され、そのノウハウが引き継がれる形で岡山大学（第
14回）、佐賀大学（第15回）と成功を収めてきています。そして、本年の第16回年次大会は、藤女子大学
（札幌）、その後も椙山女学園大学（名古屋）、高知大学、東海大学（神奈川）が続々と開催地の名乗りを
あげてくださっています。こういった所属や地域的ハンディを超越した組織運営のあり方は、「関係性」を
重視する本学会独自のアイディアであり、学会の活発な活動を象徴するものです。それだけに今後も継
承されるべき宝であると考えます。
さらに、本学会では若手研究者の育成には早くから取り組みが行われ、石井米雄初代会長により寄付
された資金をもとに、「石井米雄奨励賞」が設立され、若手研究者の育成・奨励のために活用されていま
す。最近では、岡山の年次大会時より、大学院生対象に英語によるプレゼン力を磨くラウンドテーブル
ディスカッションが企画され、その指導法の活字化が企画されるなど、一定の成果を収めてきています。
佐賀の年次大会では、キャリア形成について語るラウンドテーブルも実施され、好評を博しています。今
後も、若手会員にも理事会、各地区研究会等へ積極的に参画していただき、学会の理念の継承と活性
化に大いに力を貸していただければと思っております。

多文化社会の課題解決に向けた分野間の協働と多面的なアプローチ

一方で、多文化化が進む社会の中で、社会の抱える問題は一層複雑化し多様化してきており、ひとつ
の学問分野だけでは課題の解決をはかることはなかなか厳しいのが現状です。そうした中で、本学会が
言語学、文学、哲学、心理学、教育学、社会学、史学、地域研究、法学、政治学、経済学、経営学、コ
ミュニケーション学といった極めて広範囲の学術領域を網羅していることは他学会には無い特色であり、
強みです。こうした意味でも、従来の学問体系を超領域的に捉え、「多様な文化間の相互作用について、
多面的かつ動的に研究することを目的とする」本学会の多文化社会に果たすべき役割とそれへの期待は
ますます高まってきていると言えます。
ただし、超領域的、横断的と一口に言っても、分野間をまたぐ研究は、単独で行うにはなかなか困難を
伴うものです。このため、たとえば、課題を一にする異なる分野、異なる方法論の複数の研究者が「特定
課題研究」について取り組むといったことは、分野間の協働と多面的な課題解決に向けてのひとつのア
プローチを提示するものになり得るかと思われます。また、年次大会や各地区研究会ではこれまで超領
域的なテーマが企画として取り上げられてきた多くの実績があります。今後は、こうした蓄積を生かしつつ、
近接する他学会との連携をさらに深め、分野間の協働と多面的な課題解決に向けた取り組みを強化して
いく必要があると考えます。
以上、本学会の社会に果たすべき役割と責務を自覚し、理事全員、一致協力のもとに力を尽くしていく
所存です。会員の皆様には、今後とも学会活動へのますますのご理解、ご協力を賜りますよう、どうぞよろ
しくお願い申し上げます。
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監事（五十音順）

小松照幸 元名古屋学院大学 会計監査

松田陽子 兵庫県立大学 会計監査

特任理事

Hidasi Judit ブダペスト商科大学（ハンガリー） 特任理事

理事・各地区研究会委員長・委員（五十音順）

伊藤明美 藤女子大学
北海道・東北地区研究会委員長、
2017年度大会委員長

John E.Ingulsrud 明星大学 学術委員会委員

宇治谷映子 名古屋外国語大学 関西・中部地区研究会委員長

江藤由香里 山陽学園短期大学 中国・四国地区研究会委員

岡部大祐 フェリス女学院大学非常勤講師、東海大学非常勤講師 学術委員会委員

岡村郁子 首都大学東京 学会誌編集委員会委員

奥西有理 岡山理科大学 中国・四国地区研究会委員長

金本伊津子 桃山学院大学 学会誌編集委員会委員長

小林浩明 北九州市立大学国際教育交流センター 九州地区研究会委員

鈴木崇夫 名古屋大学国際言語センター 関西・中部地区研究会委員

武田礼子 成城大学 関東地区研究会委員長

田中真奈美 東京未来大学 事務局長

趙師哲 愛知淑徳大学
選挙管理委員会委員長、
学会誌編集委員会委員

出口朋美 近畿大学 Web管理・広報委員会委員長

内藤伊都子 東京福祉大学 ニュースレター委員会委員長

中川典子 流通科学大学 副会長

仲野友子 国際教育交換協議会 学会誌編集委員会委員

奴久妻駿介 一橋大学大学院博士課程 学会誌編集委員会委員

原和也 明海大学 学会誌編集委員会副委員長

松井一美 早稲田大学 財務委員長

松永典子 九州大学 会長

湊邦生 高知大学 副会長、学術委員会委員長

守﨑誠一 関西大学 ニュースレター委員会委員

山田直子 佐賀大学 九州地区研究会委員長

叶尤奇 椙山女学園大学非常勤講師 学会誌編集委員会委員

 この他の各委員会委員および地区研究会委員につきましては、決定次第、氏名・所属を学
会ホームページにてお知らせいたします。



■第4回理事会 議事録

日時：2017年3月11日（土）10：10～11：55

場所：順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス第2教育棟402教室

出席者：（敬称略、以下同）：田中、石黒、笠原、守﨑、山本、中川、渋谷

委任状：奥西、出口、山田、原、長谷川

監事オブザーバー出席：小松

報告事項

１．事務局

(1)会員数の確認（2017年3月時点で382名）、(2)3年以上の会費未納者の退会手続き、(3)学会誌12号の

J-Stage上での公開、(4)2016年度石井奨励賞の事務完了について報告された。また、(5)本学会HPに「日

本学術会議協力学術研究団体」と示すようWeb委員へ依頼をすることを確認し、(6)来期より事務局長およ

び財務委員変更のため、引き継ぎを行う旨の説明があった。

２．委員会

○地区研究会

＜関東地区＞今年度、2回の研究会を開催。第1回(5月21日)は特定課題研究の成果発表。第2回（3月

12日）は、講師としてベネット氏を迎えるにあたり広く会員以外にも広報し、60名が参加登録。

＜関西・中部地区＞今年度、平和学をテーマに2回の研究会を開催（第1回7月29日、第2回10月16日）。

第2回は異文化コミュニケーション学会関西支部、JALT大阪/京都/神戸/奈良との共催で行い、約50名

の参加があった。

○学術委員会：年次大会での石井奨励賞の授賞通知を完了した。石井賞の評価項目については来年

度見直しをする予定。特定課題研究については、質を確保した成果の出し方について今後、検討（→以

下、審議事項４へ）。

○学術誌編集委員会：第13号を発行。非会員の協力も得て査読し、掲載論文は4本（投稿18本中）。第

14号の締め切りは2017年4月末日。投稿はデジタルファイルのみで対応することとし、そのための投稿規

定の修正をする。

○NL委員会：6月発行のNLは主に新任理事の紹介、年次大会の予告となる予定。新しい担当理事への

引き継ぎを兼ねて、現在の担当者も編集を補佐する。

３．年次大会について

2017年度北海道大会における大会日程について説明があった。

今後の年次大会の会場として2018年度椙山女学園大学（名古屋）、2019年度東海大学（平塚）、2020年

度高知大学（高知）を予定。早めにHP等で告知しておく。
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４．その他

来年度に英宝社から出版される、2015年度岡山大会時の企画をベースにした英語によるプレゼンテーショ

ンに関する本について、学会の年次大会企画であった旨を本の中で触れること、印税の一部が学会に支

払われるように契約をしたこと、が報告された。

審議事項

１．石井敏先生の追悼について

本学会に貢献された石井敏先生が1月末に他界されたことから、学会として追悼の意をこめてNLに追悼コ

ラムを設定することが提案され、承認された。

２．地区研究会費の使用用途についての確認（会員への謝金・交通費）

遠方の会員に地区研究会での講演を依頼した場合の謝金・交通費について、これまで明確な基準が共有

されていなかったが、以下のような形で運用することが合意された。

(1)会員に対して謝金は払わないが、交通費等は地区委員会の予算の範囲内で使用可

(2)地区研究会は経費の使用用途について報告する

３．次期理事会への引継ぎについて

今期で任期を満了する理事は次期理事と引き継ぎ会を持つ、メモを作成する等、各委員会にとって望まし

い形でそれぞれ行う旨を確認した。

４．継続審議事項について

以下を継続審議事項として次期理事会に申し送りすることとする。

・学会Webシステムの更新：会員登録フォームに含める情報について見直し、使いやすいものを構築する。

同時にシステムそのものも新しいものへの移行が必要な状況のため、予算と設計の検討が必要。

・若手ネットワーク：本学会らしい若手のネットワーキングをどうすればよいか、今後も検討が必要である。

・特定課題研究の成果の出し方：現在は学会誌へ投稿する形を取っているが、研究プロジェクトの性質等

によってふさわしい成果発表の在り方を検討する必要がある。

・その他：年次大会の予稿集をPDF化してHPやJ-Stageでの公開を検討。→今後、事前に筆者承諾を取る

書類を用意し対応する。大会参加者の利益を担保するため、公開時期は大会開催後一定期間を置いて

からが望ましい。

５．その他

今期最後の理事会のため、出席各理事が退任のあいさつ、留任の抱負を述べた。

以上
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石井先生の訃報を伺ったのは春休み中のことでした。ここ２年程ご無沙汰しており、近々お目にかかり

たいと思っていた矢先でした。

言うまでもなく先生は日本のコミュニケーション研究のパイオニア的存在であり、日本文化に根ざした概

念の理論化を中心に、レトリック、比較文化研究、英語教育等の研究を発表してこられました。「遠慮と察

しのコミュニケーション」の論文は、日本的コミュニケーションの理論化の草分けとして、分野を超えて広く

国際的に読まれました。また、「縁」、「安居院流説教」、「唯識論」、「まれびと」、「悟り」といった仏教思想

とコミュニケーションの関係性の理論化は、石井先生の哲学そのものでした。そして先生は、欧米の理論

を無批判に崇拝し、日本に適用することの問題点を繰り返し指摘され、東アジアならではの視点に基づ

いた理論構築の重要性を解かれました。特に今世紀に入り、我々にとって今後の研究課題の指針となる

パラダイムシフトを提唱する論文を何点も残して下さいました。先生独自の問題に対する着眼点、論の展

開、モデルの分かりやすさ、明晰な文体は、読者に体系的な知識を与えるだけでなく、読む者の思考を

整理し、問題意識を沸かせ、大いなる知的好奇心を掻き立てて下さるものでした。そして、先生はご研究

を実践に活かすことも重視され、読者の人生の質を向上させて下さいました。

講義や授業でも、理路整然としていて要点が分かりやすく、いつのまにか先生の辛口の語りに引き込ま

れたものでした。学部向けの異文化コミュニケーションの講義は、導入、定義、応用、更には実践的示唆

が盛り込まれており、モデルもよく用いられました。スピーチ・コミュニケーション論の講義は英語でなされ

ました。古代ギリシャと古代ローマのレトリック理論の歴史的背景に始まり、ディスカッション、ディベート、

オーラル・インタープリテーション等の実践面まで教えて頂きました。先生はよく、「僕は声が通る」とおっ

しゃっていましたが、大講堂での講義もマイクをお使いになりませんでした。そして、授業開始時のつかみ、

話のスピード、間、適宜繰り返される英米崇拝者への批判は絶妙でした。一方、大学院の演習では、詳

細な年間計画にもとづき、毎回英文のハンドアウトが配布されました。演習ではリーディング・パケットが使

用されましたが、膨大なページ数にも関わらず、原書や論文のコピーをそのままコピーして配布するので

はなく、ページの縁の黒ずみを切り取り、B4の用紙に糊づけし、さらに手書きで通しのページまで記入し

て下さいました。先生の受講生に対する期待の大きさと、繊細な一面が伺えました。

先生の豪快で飾らないお人柄は、日常のコミュニケーションでもそのままで、「君子の交わりは淡きこと

水の如し」といった対人観をお持ちでした。先生は、権力、私利私欲、公私混同、そして不毛な議論をお

嫌いになり、いつもご自身のペースをお持ちでした。時折、門下生にはさりげなく、研究者としてあるべき

姿勢、研究と授業の両立の仕方、自己管理の仕方などを教えて下さいました。また、自己満足に過ぎな

い研究や、研究者が商業主義に溺れることの危険性について、いつも警鐘を鳴らしていらっしゃいました。

その一方で、人情味溢れる一面もお持ちでした。海外の研究者とのご交流についてお話される時に伺っ

た本音や、門下生の近況報告を受ける時に拝見した笑顔は、今となっては貴重な思い出です。

今、石井先生の書物を読み返しておりますと、あのお声が聞こえてきそうです。先生は、我々のことを極

楽浄土から見守って下さっていると思います。石井先生からの大きな学恩に感謝申し上げつつ、ご冥福

をお祈り申し上げます。
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石井 敏先生 追悼文

石井敏先生からの恩恵
原 和也（明海大学）
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地 区 研 究 会 報 告

■関東地区研究会報告
日時：2017年3月12日（日）11:00-17:00
場所：順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス 第2教育棟 401教室
参加人数：51名

ミルトン・ベネット博士による一日研修会
タ イ ト ル ： “ Developing Contextual Consciousness: Approaching Intercultural Communication

Competence with a Constructivist Paradigm” Milton Bennett, Ph.D.

「コンテキスト意識を育成する：構成主義パラダイムによる異文化コミュニケーション能力へのアプローチ」
に参加して

報告者：八島智子（関西大学）

「異文化感受性発達モデル」（DMIS: Developmental Model of Intercultural Sensitivity）の提唱者として
名高いミルトン・ベネット博士の１２年ぶりの日本での研修会があると聞いて心を躍らせたのは私だけでは
ないであろう。以前定期的に行われていたベネットセミナーの常連であった私にとって、今回のセミナー
も心地よい興奮の連続であった。５０人を越える参加者で部屋は熱気に包まれた。テンポが早く、よく整
理され、しかも凝縮した内容、人を引き込む話術は変わらず健在だ。多くの示唆があったが、特に心に
残った点をいくつかまとめてみたい。（筆者の理解を越える部分もあったので、内容の偏りや解釈の間違
いがあればご容赦いただきたい。）

コンテキスト意識

人は異文化接触の結果、文化差をより強く意識
するようになるということが、ホフステッドの研究で
明らかにされている。そうするとグローバル化する
世界の課題は、接触すればするほど差異を感じ
やすくなる隣人と、いかに共存をしていけるかとい
うことになる。そのために必要な異文化間能力を
養うために必要となるのが、今回のセミナーの
キーワード と も言える 、 コ ンテキス ト意識
(contextual consciousness)である。これは、自らが

どのような（個人的・文化的・組織的）コンテキストにいるのかを鋭敏に認識できることと、自分のコンテキス
トから、他の（個人的・文化的・組織的）コンテキストに視点をシフトするための自己内省能力をさす。ここ
でいう意識とは、Julian Jaynesに依拠しており、人類の歴史のなかで比較的新しいものであるという。古代
の人間には私(I)という意識はなく、聞こえてくる声（神の声）に従うだけの存在であった。しかし今でも、人
間はストレスが高まると意識が漂流し、古い無意識の状態に戻ってしまう。聞こえてくる声に、権威の声に
盲従してしまう危険性は常にある。
他者を自己と同じ意識を持った存在と捉え、他者の視点で自分を捉えること(Me)が、他者・他グループ
と共存する第一歩だとすれば、多文化共存の環境を創るためには、私たちひとりひとりの意識（コンテキス
ト意識）の発達が必要ということであろう。

構築主義的パラダイムへ

パラダイムの歴史的変遷を、有史前から啓蒙主義へ、さらには ニュートンの不変主義からアインシュタ
インの相対主義、そして量子力学に基づく構成主義パラダイムへと辿った。普遍主義では、「事実」は 客
観的に観察できるものとして存在する。相対主義では、自らの視点によって「事実」は見え方が違うと考え
る。構成主義では、「事実」の真偽はコンテキストによって決まると考える。構成主義では、リアリティを、自
分と他者や環境との相互作用のなかで創られていくと考え、文化を、apriori にあるものとして捉えるので
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なく、集団でリアリティを構築してくプロセスであり、その産物と捉える。異文化理解の基礎として、我々に馴
染みのある相対主義的パラダイムでは、様々な視点を相対化するが、それだけでは現在の世界が抱える
問題を解決できない。その弱点を克服するためには構成主義的なアプローチと、新たな意識の段階に到
達することが必要となる。構成主義では、人間の「意図と期待」が、物事の起こる蓋然性に影響すると考え
る。それならば、より良い環境を作るためには、わたしたち一人ひとりが良質で、一貫性のある、「意図や期
待」を持つ必要があるということになる。

構成主義的にみた異文化間能力の発達

構成主義は確かに新たな意識の段階に到達することを前提とするが、これまで日本の異文化コミュニ
ケーション研究者やトレーナーに馴染みのある「異文化感受性発達モデル」や、DIE、 エスノセントリズムを
克服するためのトレーニングは、そもそも構成主義的なアプローチと言えるので、全く新しいことをしないと
いけないわけではない。むしろ、これらが構成主義的であることを再認識し、自らの実践に新たな光を当て
てみること、そしてそこに彼が避けるべきという、パラダイムの混同や混乱はないかチェックしてみること。つ
まり構築主義的な教育・研究・実践のなかで ─ 固定的・本質主義的な文化の特徴を提示したり、単純な
因果関係を求めたり、すぐ活用できるノウハウを提示するのでなく─ 意識の発達を促すことができているか
をチェックすること。それによって、構成主義的に一貫性のある洗練された実践に至ることができるであろう。
「異文化感受性発達モデル」において、エスノセントリックからエスノレラティブな段階に移行するための
鍵として挙げられたのは、次の３点である。

1. 統一性と多様性の折り合いをどうつけるか。つまり多様性を尊重しながら、統一性を実現するにはど
うすればよいかを考えること。

2. 一方が他方に同化するのでなく、相互適応(co-adaption) を通して第３の文化を作り出すこと。
3. 相対主義を実践しつつ、倫理的なコミットメントをすることである。これは、複数の正当なオプションを
考慮し、その選択に真摯にコミットすることを意味する。

個人的には、特に最後の倫理性という点が心に強く響いた。責任をもった選択、それは誰かの声に盲従
するよりはるかに難しく、エネルギーも必要だ。相対主義に依拠し、文化の違いに寛容になり柔軟になるこ
とを学び、それを教えてきた私たちは、さらに新たな一歩を踏み出す必要がある。我々が生きている現実
は私たちの集団的な選択の結果であるので、そのプロセスに自覚的になり責任を持たなければならないと
いうことであろう。つまり、エイジェンシーを行使するための「意識」を発達させなければならないということな
のだろう。

以上、学びの多い、充実した一日であった。これを機に、新なミルトン・べネット・セミナーシリーズが始ま
ることを期待したい。

※ 多文化関係学会ウェブサイトに特設ページがございますので、あわせてご覧ください。
https://goo.gl/aeeNS7
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A Report on Milton J. Bennett’s Developing Contextual Consciousness: Approaching Intercultural 
Communication Competence with a Constructivist Paradigm

Ray T. Donahue, PhD (Nagoya Gakuin University)

The Japan community of interculturalists received a rare treat in the form of a brilliant presentation
on March 12 by one of the world’s leading IC scholars, Milton J. Bennett. This report about his talk makes
no attempt to fully encapsulate it, but rather summarizes some essential content and offers readers
sources for further information.

■Overview

Several key concepts underlie the presentation: ethnorelatism, constructivism, and contextual
consciousness. His talk was a timely topic on relativism and why a major paradigm shift has been taking
place toward “ethnorelativism.” From this term we can deduce that despite the limitation of relativism, its
essential contribution of respect for other cultures is at the core. Indeed that respect for cultural-specific
values is heightened along with added concern for observer consciousness—how we co-construct our
reality of another culture, as Bennett explains—the process of constructivism (not to be confused with
constructionism).1 I offer this mental crutch: Whereas relativism ends ultimately in separation in the case of
widely disparate cultures (“equal but separate”), ethnorelativism aspires for unity (“separate but still
equal”).

Ethnorelativism seems paradoxical but Dr. Bennett’s deft treatment illustrated well, actual examples used
in corporate training programs. For example, corporate executives in diversity training are asked to identify
contributions made by females toward success of the company or firm. The male and female members
collaboratively doing this exercise experience unity (“we are teammates,” they might say) yet while
recognizing their positive differences (“we each have an important position on the team”). An advance in IC
practice, which answers Bennett’s lament expressed early in his talk: IC people are great for telling people
that cultural differences exist but much less so in showing how to bridge those differences. The key in
doing so is “contextual consciousness,” on-going awareness of one’s self and others and being able to
switch between these respective consciousnesses. Such is only achievable, it would appear, through an
understanding and prizing of cultural differences, thus ethnorelativism as a goal.

As an audience member I was impressed by the erudition as well as by Dr. Bennett’smasterful presentation
skills. His is made through a comfortable pace, leavened by humorous asides and stories, all the while
reaching essential conceptual landmarks. This was not my first presentation of his, and particularly
appealing I found is his apt attention to whomever asks a question or makes a comment. He of course is
well known by many of us, but I would like to share something that few realize. It perhaps is one of the
special, distinguishing features about him.

■The Speaker

We are aware of distinctions in academe between research universities and teaching universities, the
former giving faculty more time for their research than would the latter institutions. And the latter in turn
providing more time than is usually available for those outside of academe. Thus it is remarkable how Dr.
Bennett, outside of academe (full time), has been so prolific publishing impactful work. He has been one of
the most referenced figures in our field. I cannot emphasize the enormity of this accomplishment even
without mentioning the cutting edge research of his. Thus it was with delight that I took the bullet train
from Nagoya to the capital to attend this momentous event.

So his specialness is the rarity by which he stradles both theory and practice between academics and
practitioners. Indeed by his own account he told me that most of his best work was achieved after leaving a
full time university position, still early in his career. In effect he comes to us as a practitioner but one at the
very top of the entire field. In most professional fields a divide exists between academics and practitioners,
so we should not be surprised the same for IC. JSMR, contrarily, embraces both, at least from what I have
observed. Truly the best theory, the best practice comes from a unity of both. Onward together through
JSMR!
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Having given an overview of the event and the speaker, I should like to give a bit more detail about Dr.
Bennett’s talk, which by the way follows his updated book, Basic Concepts of Intercultural Communication
(Intercultural Press, 2013), a book the inteculturalist will want to have. Space herein limits this report, so
only the highlights will be touched; for further information please refer to his Basic Concepts book sourced
below.

■Outline of the Presentation: Main Topics:

Introduction to JSMR
Intercultural Consciousness
Paradigms of Otherness
DMIS applications
Implementation of Keys in Japanese Contexts (Education, Business, Government, Community)
Conclusion

Problem. An essential problem in the IC field is that the greater society is under the myths of the
melting pot and global convergence (= a blindness to cultural difference). Whereas early 20th century the
United States believed that immigrants would all converge over time into “one” (while having absorbed
mainstream culture, read “WASP”), similarly today globalization (read, westernization/Americanization) is
thought to eventually lead to a narrowing of cultural differences as a universal culture takes hold.
(Naturally this view is from the U.S., whence came the academic field of IC.) However, it was Marshall
McLuhan (1964) who saw otherwise: “In the ‘global village’ our neighbors will be profoundly different from
ourselves.”2

Media appears to illustrate well this point and quite aptly so, by media coverage of the U.S. 2016
Presidential Election, how greatly divisive politically, socially, and ethnically it became, as well as by how hi-
tech devises allow anyone literally to be a “journalist” and report to the world their take on current and
cultural topics (thus adding great variety and diversity). In society, cultural differences are being accented
by rising levels of immigration and a backlash of nationalism. Being in the same space doesn’tmake people
the same, as Hofstede’s IBM research studies similarly show. Even in a tight corporate culture as IBM, the
employees in Hofstede’s studies showed more internal differences among themselves than that found
within comparable groups outside of the company, an unexpected finding. The IC field has yet to fully
address this phenomenon, according to Bennett.

Consciousness (Intercultural or otherwise). The almost knee-jerk reactions of violence to immigration
by some recalls Julian Jaynes’s take on early man and the rise of consciousness, a theory acknowledged by
Bennett important in his work. Early on people saw outsiders as objects in the environment and were to be
literally killed. People lacked a consciousness of self and thus could not have much fellow feeling for others,
let alone understanding. In crisis, people learned to rely on the “voices” (literally or figuratively) of their
god(s), and in the earliest of times, these voices directed people to slay outsiders. However as humans
flourished in numbers and came into increasingly more intergroup contact, it was more practical for groups
to find accommodation rather than war. As humans came to distinguish themselves by “me,” they could
transfer their consciousness as a person to see others like themselves as well. Although humans have come
a long way in development, they still seem to be influenced by their primordial past of dimed
consciousness, something of course seen in Nazi Germany. The sometimes impulse to remove outsiders or
strangers persists but is even more dangerous today because of the threat of nuclear weapons (thus giving
impetus to the constructivist paradigm and the importance of contextualized consciousness).

Paradigms. A progression was shown how a successive number of paradigms of science took root
historically: Pre-Scientific, Alter-Enlightenment, Newtonian, Einsteinium, and Constructivist. Essential
points for the interculturist about the latest paradigm shift to the constructivist (or quantum) are:

1. Reality (including ourselves) is co-created through interaction with our environment (including other
people): OBSERVER/OBSERVED INTERACTION

2. Culture is both the collective process of constructing reality and its product: CO-ONTOGENY
3. The probability of events is influenced by intention and expectation. Human groups have a co-

evolutionary relationship.3
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DMIS applications. The DMIS, created by Milton J. Bennett, stands for Developmental Model of
Intercultural Sensitivity, a model showing a range of developmental capacity for sensitivity (positive)
toward cultural difference from denial onward to complete acceptance or integration (see the chart
below).4

A key to acceptance of cultural difference is to see others in as much complexity as one sees oneself.
(Consider this psychological principle: People tend to minimize the situational factors behind the behavior
of others while maximizing the same in one’s own favor. This mechanism, I propose, might become more
pronounced in interethnic relations.) Another key, this related to adaptation, is caution must be made to
avoid doing inauthentic copying of behaviors of target culture bearers. Bennett gave the example of,
foreigners bowing in Japanese culture before being fully accomplished in doing so. Native culture bearers
could become offended, possibly misinterpreting the foreigner’s intent. As far as integration on the DMIS,
it involves behaving according to local norms of behavior in everyday decision making and in other
activities.

Implementations. The DMIS can serve a vital function in guiding work toward ethnorelativism, as its
higher stages of development greatly depend on contextualized consciousness and constructivism. It is
through other people and our interaction with them that inform our co-constructed reality of the world,
surely dependent on how well we can switch our frames of reference or thinking from the other to
ourselves. Earlier in this report, the example of diversity training, raising gender awareness by which
predominantly males could be led to perceive females in less “genderized” ways, lessening, for example,
the traditional idea that Japanese female office workers are there to serve tea. The male colleagues, if
observant enough as well as open-minded, might recall how females performed well taking charge of
certain activities. Although this is the context of gender, I offer in a very real sense that the genders can be
viewed as if from different “cultures, ” considering how society treats males and females differently.
Applied to workers from different cultures within the same company, one can well imagine that similar
training could be done: In what special ways can workers from culture-x help our company? Such
questions can lead majority-culture bearers to realize that their foreign colleagues can or do much the
same as they do. Again, they cooperatively act as one (a team) while accenting the positive strengths of
the minority group members (each has a position on our team); thus reconciling the heretofore paradox of
melding unity and difference together, going beyond relativism toward constructivism.



17

Implementations. The DMIS can serve a vital function in guiding work toward ethnorelativism, as its
higher stages of development greatly depend on contextualized consciousness and constructivism. It is
through other people and our interaction with them that inform our co-constructed reality of the world,
surely dependent on how well we can switch our frames of reference or thinking from the other to
ourselves. Earlier in this report, the example of diversity training, raising gender awareness by which
predominantly males could be led to perceive females in less “genderized” ways, lessening, for example,
the traditional idea that Japanese female office workers are there to serve tea. The male colleagues, if
observant enough as well as open-minded, might recall how females performed well taking charge of
certain activities. Although this is the context of gender, I offer in a very real sense that the genders can be
viewed as if from different “cultures, ” considering how society treats males and females differently.
Applied to workers from different cultures within the same company, one can well imagine that similar
training could be done: In what special ways can workers from culture-x help our company? Such
questions can lead majority-culture bearers to realize that their foreign colleagues can or do much the
same as they do. Again, they cooperatively act as one (a team) while accenting the positive strengths of
the minority group members (each has a position on our team); thus reconciling the heretofore paradox of
melding unity and difference together, going beyond relativism toward constructivism.

■Conclusion

I hope that this report gives some clarity to the always-complex subject of theory. As profoud as the ideas
presented, this report can but touch the surface. More than a presentation, this event also was a
celebration of Bennett’s life work. His DMIS is widely appreciated in the field as well as his spearheading
the movement toward constructivist thought along wih his many other accomplishments. Relativism is
surely one of the great contributions coming out of anthropology but has its limitations. Ethnorelativism,
being promoted by Bennett, seems to fill a long-unaddressed gap in intercultual relations: It brings realism
to the fore while providing remedy.

■Notes

1According to the OED, these terms become interchangeable. They differ technically, however,
depending on the particular field. Only as a mental crutch let me share how Mills, Birks, & Hoare (2014) see
the difference: contructivism emphasizes themind’s role in learning; whereas for constuctionism, it’s social
interaction. Constructivism is closely associated with Piajet, the developmental psychologist, who also
included a role of social experience. So the mind is not isolated or unitary. In the end, the terms likely
come from the theorist’s relative importance placed on either the mind (innatenss) or on social interaction.

2Bennett (2017).

3Ibid.

4I thank Milton J. Bennett for its use here.
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■関西・中部地区研究会報告

日時：2017年5月27日（土）15:00-17:00

場所：名古屋外国語大学 7号館3階（738教室）

話題提供者：田崎勝也（青山学院大学教授）

タイトル：「わたしって話しすぎ？—コミュニケーションの自己充足的および道具的機能—」

今回の講演は、「わたしって話しすぎ？」という親しみやすいタイトルが話題として提供され、講師の田

崎氏が「コミュニケーション」の機能に焦点をあてた実践研究の結果を見ながらフロアと議論が行われた。

経団連の「新入社員に求められる能力」調査で「コミュニケーション能力」が９年連続１位であること、また

コーヒーショップの掲示板に書かれた「コミュ障」というネットスラングを写真で紹介し、「コミュニケーション」

は社会で重要とされる能力であるにも関わらず、多くの若者がそれに悩みを抱えていると指摘した。

コミュニケーションには、感情の表出や自己の開示など送り手の自己の欲求を満たすという自己充足的

な機能と、情報の伝達や態度の変容を目的とする道具的な機能があり、当事者が異なるモードで対峙す

るならば、コミュニケーションの破綻の原因となるのではないかと問題を提起した。近年ではインターネット

を通じた情報発信の機会（SNS）の増加や、場が持たないのでとりあえず「しゃべる」という道具的コミュニ

ケーション不全などにより、自己充足的コミュニケーションの顕著化がみられるという。また、2015年・2016

年の2回で行った質問紙調査の結果、自己充足的・道具的コミュニケーション機能を用いる動機には性

差があり、女性は自己充足的コミュニケーションをとる傾向が高い一方で、男性はより道具的コミュニケー

ションをとる傾向があるという。加えて、男女関係に焦点をあてて、恋人の有無で分析を行ったところ、男

性は自己充足的・道具的コミュニケーション双方に、女性は道具的コミュニケーションに動機が高い人ほ

ど恋人がいるという興味深い結果も示された。

多角的な量的分析のまとめとして、自己充足的コミュニケーションは「女性性」が決定因になり、道具的

コミュニケーションは個人特性のひとつである「分析力・計画性」が大きな影響力を持つと結論づけた。

講演の中では、田崎氏が企業と共同で開発したC-Examというビジネスに必要なコミュニケーション能力

を診断するテスト（126項目の心理特性テストと90項目の知識テストで構成）についても紹介され、その開

発過程で行った企業役員へのインタビュー調査から見えた「企業の求めるコミュニケーション能力観」に

ついても解説がなされた。

ディスカッションでは、C-Examについて質問が多く出され、大学教育に関わる教員が学生のコミュニ

ケーション能力をどのように測り、それをどう向上させたらよいかということに関心が集まった。また、今回

は大学生の年齢が主な対象であったが、少し年齢の高い夫婦間のコミュニケーションでは、そのあり方は

経年的に変化するのではという意見もフロアから出された。

報告者：鈴木崇夫（名古屋大学）

九州地区研究会報告

日時：2017年3月22日（土）14:00-16:00

場所：九州大学西新プラザ 中会議室

話題提供者：石黒武人（順天堂大学国際教養学部准教授）

タイトル：「質的データ分析の精緻化に向けて〜言及指示から社会指標へ」

質的研究方法の一つであるM-GTA(modified grounded theory approach)に、談話分析や言語人類学

など異なる分析概念を組み合わせることにより、質的インタビューのデータ分析を精緻化する試みについ

て、関係する様々な理論の説明と共に詳細に紹介された。
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まず報告者はM-GTAが「深い解釈」や「分厚い記述」を実現しようとする一方で、コーディングを行う際

に多くの研究者が陥りがちな２つの傾向について指摘した。一つは背景にある文化を含めた文脈的要素

の多くが捨象され、単に語られたことを整理して概念化してしまい、解釈の厚みを出す営為が欠落し、解

釈に厚みが出にくい点である。二つ目に、既存の理論や概念に当てはめて解釈をしてしまい、既存理論

では説明できないような新規性を無視、あるいは無意識に見過ごしているという傾向が指摘された。

その上で、この２つの傾向を避けるための新たな分析・解釈フレームの追加を提示された。この試みは

分析概念をデータに当てはめ、その特徴を説明する営みではなく、分析概念を用いて語られたことの中

に非明示的に介在する文脈性をインタビューの過程で語り手によって「なされていること」を手がかりに浮

かび上がらせ、解釈に深みを出し、厚みを持たせるものと説明した。

この後、M-GTAに他領域の分析概念を接合する妥当性について、「社会指標的側面」を浮かび上がら

せる分析概念が必要であることが説明された。若者が利用する「マジで」という語彙や東京近郊の若者の

「かなり」という言葉のアクセント、千葉県にある私立大学のダンスグループで使われる語彙等を事例に、

社会指標的側面は語りの背景にある社会関係、社会的アイデンティティ、文化的規範などを表し、非明

示的に表現されるものであると指摘した。

後半は、ワークショップ形式により、参加者がまず通常のM-GTAの分析カテゴリーシートを利用しての

データ分析・解釈を行った。その後、分析ワークシートに談話分析概念（フレーム、フッティング、コンテク

スト化の合図、メタメッセージ）を併用することで、社会指標的な分析・解釈が可能であることを確認した。

年度末の多忙な時期にもかかわらず、九州内外より20名以上の会員が参加する盛況な研究会となった。

限られた時間ではあったが、講師とフロアとのインタラクティブな対話を通して新たな分析手法について

検討でき、大変有意義な時間であった。研究会終了後も多くの参加者が講師と意見交換をしておられ、

質的研究の分析手法に対する関心の高さがうかがえた。同時に質的研究に対する疑問や批判に向き合

い、それに応える有用な分析方法の模索を継続して行うことの重要性を再認識することができた。

報告者:山田直子（佐賀大学）
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■関東地区研究会

日時：7月23日（日）

場所：明海大学（千葉県浦安市）

「石井先生を偲ぶ会」

オーガナイズ：原和也（明海大学）

講演者：田﨑國彦（バーリ・サンスクリット・チベット「平和の文化」研究所所長）

※ 詳細はHPでご案内させていただきます。

■中国・四国地区研究会

日時：11月25日(土) 14:00-16:00

話題提供者：江藤由香里（山陽学園短期大学幼児教育学科）

タイトル：「メキシコの初等教育における格差」

メキシコは社会的・経済的階層の格差が顕著な国で、教育格差もそれに比例します。

初等教育時に英語とスペイン語によるバイリンガル教育が当たり前である階層の子供たちもいれば、初

等教育すらも終えない子供たちもいます。日本でも社会階層化が進んでいると指摘されるようになった

今日、メキシコを例にし、階層化が教育にどのように影響を与えうるのかについて考えるきっかけにして

いただきたいと思います。

■九州地区研究会

日時：2017年6月22日（木）16時30分～18時

場所：九州大学学伊都キャンパス比文言文教育研究棟4階第8セミナー室

アクセス情報：〒819-0395 福岡市西区元岡744番地

（http://isgs.kyushu-u.ac.jp/other/other1.php）

話題提供者：Dr. ユディット・ヒダシ（ブダペスト商科大学コミュニケーション学教授）

タイトル：「複言語・複文化環境における言語学習、言語教育」

参加申し込み：メールでお申し込み下さい。山田直子 yamada＠cc.saga-u.ac.jp （全角の＠を半角の@

に変更してください）。

発表概要：本発表では、教育における言語問題の重要性が高まりつつあることを以下の3つの領域に関

して指摘することを目指している。

－ 言語使用；グローバル化する世界における教育領域の中での言語使用、世界の言語問題、地域言

語問題、異文化間学習という概念（ Jin – Cortazzi: Researching Intercultural Learning 2012）

－ 言語習得：学習スタイル、学習方法、学習実践における文化間の違い

－ 言語教育：言語教育への期待、その認識、教育方法における文化間の違い
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可能な限り効率よく外国語を習得するには、文化を学習したり教育したりする際の違い （Hidasi: The

Impact of Cultural-mental Programming on the Acquisition of the Japanese language 2007）が、誤解、ミ

スコミュニケーション、最終的な教育目標を達成する上での困難につながることを示唆したい。 本トピッ

クを取り上げることは、グローバリゼーション、多言語主義、多文化主義の文脈においてニーズが変化し

ていることによりその妥当性が高まっている。方法論の変更（コンテンツベースの言語教育、デジタル技

術など）についても、ヨーロッパという特定のケースを多言語環境として議論する際に触れたい。今後期

待される傾向について、いくつかの予測を明確にしたい。

Dr. ユ デ ィ ッ ト ・ ヒ ダ シ （ ブ ダ ペ ス ト 商 科 大 学 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 教 授 ）

応用言語学博士、異文化間コミュニケーション学において大学教授資格、コミュニケーション学教授。日

本語教育・言語学・異文化間コミュニケーション教育並びに研究の分野で30年間にわたり活発に活動を

行ってきた。1989年にハンガリー外国貿易大学（現ブダペスト商科大学）において東洋コミュニケーショ

ン研究所を設立し、1998年まで同機関の日本語プログラム主任を務めた。1998年から2001年にかけて

ハンガリー教育省において二国間関係局副局長を歴任。2001年から2006年まで神田外国語大学大学

院教授。2006年から2012年までブダペスト商科大学国際経営学部長。2013年からは、ブダペスト商科

大学コミュニケーション学教授を務める傍ら、ルーマニアのクルージにあるサピエンティア大学客員教授。

母語のハンガリー語に加えて、英語、ドイツ語、日本語、ロシア語に堪能。レニングラード、日本、英国、

イタリア、中国、台湾に長期滞在し、研究・調査・教育活動に従事してきた。世界各地の大学で異文化

間 ビ ジ ネ ス 、 異 文 化 間 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 、 国 際 関 係 論 の 講 義 を 行 っ て い る 。

多文化関係学会の設立メンバーであり、同学会設立以降ヨーロッパ支部長を務めている。AJEヨーロッ

パ日本語教師会、EAJSヨーロッパ日本学研究会、日本語教育学会等、いくつかの学術団体、学術学会

のメンバーである。関心分野は、コミュニケーション能力の発達、ビジネス・コミュニケーション、言語と社

会のインターフェイス、高等教育の国際化である。
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≪登録事項の更新をお願いします≫

■会員専用サイトでの所属・住所等の変更

ご所属・e-mailアドレスなど会員登録情報の更新をお願いいたします。会員登録情報の変更は会員各

自で行えます。登録情報を更新しなければ学会からのお知らせが届きません。登録情報に変更があっ

た場合は更新をよろしくお願い致します。また、e-mailアドレスについては、現在使用されていないアド

レスの方がいらっしゃいますので、今一度ご確認ください。なお、IDやパスワードがお分かりにならない

方は出口 （tdeguchi@jus.kindai.ac.jp） 宛に御連絡下さい。

■登録情報の更新手順

１．多文化関係学会ホームページ（URL: http://www.js-mr.org/）

２．学会員専用サイト（会員番号・パスワードを入力し、ログインボタンをクリック）

３．登録情報更新をクリック

４．変更点を修正し、一番下の更新をクリック

（Web管理・広報委員会委員長 出口朋美）

■「多文化関係学14巻」（2017年）に関するご報告

2017年度より学会誌編集委員会委員長を務めます金本伊津子（桃山学院大学）です。笠原正秀前委員

長（椙山女学園大学）からの引き継ぎを終え、学会誌編集委員会（原和也副委員長（明海大学）を含む新

旧の編集委員6名）と「多文化関係学」の第14巻の編集作業に早速に取り掛かっております。2017年5月7

日に締め切りを延長したところ、投稿数が13件となりました。いずれも実践に基づいた興味深い論文です。

学会員の研究発表の場である学会誌のレベルを高めつつ、今年に入り顕在化してきたアメリカやヨーロッ

パにおける多文化主義政策を否定する人々の動きや考え方にも注視しつつ、「多文化関係学」の知見を

積極的に発信してまいりたいと思います。

今年度号にご投稿いただきました皆様には感謝を申し上げるとともに、これから査読・編集の作業を進め

るにあたり、査読委員としてご協力を賜ります学会員の皆様もどうぞよろしくお願い申し上げます。学会誌

の発行予定は、例年通り、12月を目途としております。

2017年度学会誌編集委員会

委員長 金本伊津子（桃山学院大学）

副委員長 原 和也（明海大学）

委員 岡村郁子（首都大学東京）

委員 趙 師哲（愛知淑徳大学）

委員 仲野友子（国際教育交換協議会）

委員 奴久妻駿介（一橋大学大学院博士後期課程）

委員 叶 尤奇（椙山女学園大学非常勤講師）

（学会誌編集委員会委員長 金本伊津子）

Web管理・広報委員会より

学会誌編集委員会より

お 知 ら せ
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■2017年度多文化関係学会特定課題研究募集のお知らせ

多文化関係学会では、会員間での研究連携の活発化を促し、共同研究をスタートアップさせるために、

「特定課題研究」を設けています。

このたび、2017年度の研究課題につきまして、下記の通り再募集を行います。採用された課題に対しま

しては、スタートアップ支援としまして、1課題につき1～2万円（活動補助金）を支給いたします（ただし、本

学会会計年度内での支出に対する支援となります）。

会員の皆様の積極的なご応募をお待ちしております。

学術委員会より

■募集期間 2017年6月1日～2017年7月20日

■募集テーマ・分野 特に限定しないが、本学会の目的（多文化関係学会会則第2

条参照）にふさわしいものであるとともに、課題への取り組みに

際して本学会の会員による研究連携によって取り組むことが

可能であり、かつ研究連携が必要となるもの

■募集件数 若干数

■研究期間 2017年9月1日より2018年3月31日まで、もしくは2019年3月31

日まで

■募集方法 本ウェブサイト上の申請フォームへ記入し、送信

■採用結果の申請者への通知 2017年8月下旬（予定）

■採用者および研究メンバーの義務 a. 研究メンバー代表の選出および学術委員会への通知（研

究課題応募者と研究メンバー代表が同じ場合も、学術委

員会に通知すること）

b. 研究成果に基づく学術論文ないし研究ノートの学会誌へ

の投稿（投稿する際には成果物において「特定課題研

究」の成果である旨を明記）

c. 研究期間終了後の研究報告書の提出

上記以外の詳細につきましては、学会ウェブサイト上の「多文化関係学会特定課題研究募集要項」をご

確認ください。

（学術委員会委員長 湊 邦生）
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多文化関係学会は2002年6月の設立後、このニュースレターが発行される6月で丸15年が経過いたしま
した。これも会員の皆様のご協力のおかげでございます。また、4月から理事会のメンバーが変わり、新理
事会がスタートしました。事務局も新しいメンバーで活動を始めました。今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。以下、事務局からのお知らせです。

■事務局所在地の変更について
事務局の所在地が以下のように変更になりました。
〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12
東京未来大学 モチベーション行動科学部 田中研究室内 多文化関係学会事務局
＊Eメールアドレスに変更はありません。（admin@js-mr.org）

■学会費の納入について
今年度も学会費納入をお願い致します。その際、払込料金（手数料）の支払いにつきましては、会員の
皆様の方でご負担お願いいたします。

■会費納入状況に関するお問い合わせについて
お問い合わせは、会費に関する業務を委託しております学協会サポートセンター(scs@gakkyokai.jp)ま
でお願い致します。その際、メールの件名は「多文化関係学会」とし、ご自分の氏名、会員番号、ご用
件をお書きください。また、住所・所属などに変更がございましたら、大変お手数ですが、学会員専用
サイトにログインし、ご自分で情報を更新していただくとともに、送付物の住所を管理している学協会サ
ポートセンターにもご連絡ください。

■学会ホームページ「学会員専用サイト」の会員番号とパスワードについて
学会ホームページ（HP）http://www.js-mr.org/ では、登録情報の更新などを行える「学会員専用サイ
ト」があります。情報の確認及び更新をお願い申し上げます。学会員専用サイトへのログインには、会
員番号とパスワードが必要です。お忘れになった方は、事務局（admin@js-mr.org）までお問い合わせく
ださい。

■学会誌『多文化関係学』バックナンバーの販売について
学会誌の販売は、株式会社インターブックスに委託いたしております。 学会誌バックナンバーのご購
入をお考えの会員の方々は、恐れ入りますが、学会事務局ではなくインターブックスにお問い合わせく
ださい。
ホームページ：http://www.interbooks.co.jp/
メールアドレス： info_ml@interbooks.co.jp
電話番号：03(5212)4652 ファクス番号：03(5212)4655
なお、学会誌『多文化関係学』の論文は、論文検索サイトJ-STAGEにおいて順次掲載されております。

（事務局長 田中真奈美）
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事務局より

新入会員紹介（敬称略、入会順）

会員資格 氏名 所属 研究分野 / 業務内容

一般 二階堂 幸弘 外交文書審査

一般 大谷 崇 東京福祉大学 国際交流センター 社会学／日本語教育

一般 木村 純子 大阪大学
多文化社会の国民統合の問題、
トランスナショナル関係

一般 小松 由美 東京外国語大学大学院国際日本学研究院 異文化間コミュニケーション

一般 小川 春美 岩手県立大学 外国語教育

（2016年11月1日から2017年4月30日に入会された方）



■著作図書案内・書評・海外シンポジウム参加報告記事募集

ニュースレター（NL）委員会では、次回32号（2018年2月発行予定）掲載記事として、会員の皆様の著

作図書案内、海外シンポジウム参加報告、震災関連や多文化関係学会に関連した研究、関連学会参

加報告記事などを募集しております。以下（1）から（3）の記事をNL委員会に送ってくださいますようお

願いいたします。

募集する記事の内容

 記事の送付期日：2018年1月6日

 記事の送付先：NL委員会 内藤 伊都子宛 itnaito＠ed.tokyo-fukushi.ac.jp （全角の＠を半角の

@に変更してください）

■関連学会の大会紹介記事の募集

会員に紹介するのにふさわしい関連学会の大会情報を随時募集しております。具体的には、（1）学

会名、（2）大会名、（3）大会テーマ、（4）大会日時、（5）会場、（6）その他詳細（120字以内）をお書きの

うえ、NL委員会委員長の 内藤 伊都子宛 itnaito＠ed.tokyo-fukushi.ac.jp （全角の＠を半角の@に

変更してください） に送ってくださいますようお願いいたします。

（NL委員会委員長 内藤 伊都子）
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(1) 学会の趣旨に関連すると思われる著作・訳書などを出された場合
募集対象とする著作の発行時期：2017年5月から2017年12月末まで
書名、著者名、出版社名、出版年、総ページ数と本の内容を200字以内で紹介

(2) 学会の趣旨に関連すると思われる著作で、会員に広く紹介することが望ましいと思わ
れる場合
募集対象とする著作の発行時期： 2017年5月から2017年12月末まで
書名、著者名、出版社名、出版年、総ページ数と本の書評を200字以内でまとめる

(3) 学会に関連する海外のシンポジウムや震災関連のシンポジウム、もしくは関連学会に
参加された場合
募集対象とする時期： 2017年5月から2017年12月末まで

NL委員会より

編 集 後 記

4月より新理事会となり、年次大会は16回を迎えます。年次大会や研究報告・案内など、日頃はご多忙で

あろう会員の皆様をはじめとする方々の研究成果に関わる本NLに携わることで、大きな励みとなりました。

年次大会は、ポスター発表、ラウンドテーブル・ディスカッション、英語プレゼンテーション・ワークショップ

の発表申し込みが延長され、特定課題研究も募集しております。本学会が今後も多くの方々の研究成果

の場となることを願っております。

（NL委員会：内藤伊都子・守﨑誠一）


