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第18回年次大会

多文化関係学会 第18回年次大会
「相対主義のジレンマの先へ ～多文化シナジーの実現に向けて～」

Beyond the Dilemmas of Relativism: Towards the Realization of Multicultural Synergy
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【開催日】11月16日（土）・17日（日） [プレカンファレンス 11月15日（金）]

【会 場】東京未来大学 （東京都足立区）

多文化関係学会 第18回 2019年度年次大会開催に向けて

年次大会委員長 山本 志都（東海大学）

2019年の年次大会は「相対主義のジレンマの先
へ:多文化シナジーの実現に向けて」をテーマに、11
月15日(金)～17日(日)、東京未来大学で開催いたし
ます。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
基調講演スピーカーのDr. Milton Bennettは、2017
年3月の関東地区研究会主催による研修会でも講師
を務めて下さいました(details here)。この会史上最大
の参加者が集まって大盛況でした。このときの終わり
に、相対主義の次の段階に触れるお話があり、私た
ちの生きる現実が集団的な選択により構成されてい
ること、意識を伴ったコミットメントが実際の現実社会
を創り出すこと、自覚と責任を持って叶えたい未来や
リアリティを志向し選択する主体としての意識を発達さ
せること、等が語られました。参加者から「続きをもっ
と」というお声をいただいたことがきっかけとなり、本大
会での企画が生まれました。
今回はまた、スペシャル・セミナーとしてDMISセミ
ナー (DMIS: 異文化感受性発達モデル)も開催いた
します。1986年の発表以来、多くの分野で関心が寄
せられている理論です。ご本人による解説を聞く大変
貴重な機会ですのでこちらも奮ってご参加下さい。
パネルディスカッションは「多文化関係学と私とのつ
ながり：研究・教育における具体的な展開」です。多
文化関係学を客観的に対象化せず、わたくし事とし
て研究と教育にどうつながって展開されているかを探
ります。参加者の皆様にも自分の場合はどうかと話し
合って頂く時間を設けます。
新しい試みとしましては、懇親会の代わりに1時間だ
け気軽にネットワーキングできる「ハッピーアワー」と、
その後も引き続きシナジャイズ(synergize)を楽しめる
「うまいもの×私たち×Bennett」つまりは「居酒屋交
流会 with Bennett」を企画しました。
最後に、私とDr. Bennettとのつながりを少しだけご
紹介させてください。Dr. BennettはPortland State
UniversityのSpeech Communication 研究科での私の
恩師です。30年程前になりますが、"Consciousness
and Culture" や "Intercultural Communication
Workshop (院生がトレーニング法を学び翌週の学部

授業でファシリテートする)"等のユニークな授業に、
目を輝かせた学生達が集まって来ていました。Peter
L. Berger と Thomas Luckmann の "The Social
Construction of Reality"を読み構成主義について学
んだ時は、私の中のパラダイム・シフトに興奮したこと
を覚えています。また私たちの意識や現実構築のあり
方が違いと出会ったときの経験を捉えた、「DMIS(異
文化感受性発達モデル)」にも興味がつきず、今この
時代において役に立つ理論ではないかと改めて考え
ています。
「Bennett×多文化関係学会」にどのようなシナジー
が生まれるかわくわくします。この出会いが今後の多
文化関係学の発展にも貢献することを心より願います。
会場の東京未来大学はドラマ「3年B組金八先生」で
お馴染み「桜中学校」のロケ地であった「足立区立第
二中学校」の跡地を活用して建てられました。最寄り
の堀切駅を降りると目の前にある駅近な大学です。反
対側には荒川の土手が広がり、金八先生のオープニ
ングが懐かしく思い出されます。こちらも是非お楽し
みに足をお運び下さい。

年次大会運営委員
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【年次大会運営委員】
石黒 武人 (武蔵野大学) 、岡部 大祐 (順天堂大学)、田中 真奈美 (東京未来大学)、馬場 智子 (岩手大
学)、山本 志都 (東海大学) 、横溝 環 (茨城大学) ＊50音順

【プログラム内容】
⚫ プレカンファレンス：11月15日（金）
「Etic的な態度とEmic的なスキルの2側面から異文化コミュニケーション力を測定する」
講師：田崎勝也氏（青山学院大学・多文化関係学会会長）

異文化間能力の測定を目的に開発されたテストの多くは、異文化にどう向き合うのか、意識や信念など
の異文化態度を捉えようとするものでした。一方でこうした通状況的つまりEtic的な異文化態度が優れてい
ても、特定の状況で適切なコミュニケーションが必ずしも行えるわけではありません。場面・状況的な能力
つまりEmic的なスキルを合わせて測定することで、より包括的な異文化アセスメントが可能になります。本セ
ミナーでは、ビジネス・コミュニケーション能力テストC-Examを事例にとり、Etic的な態度とEmic的なスキル
の2側面から異文化コミュニケーション力を測定する複合テストの可能性について考えます。

⚫大会1日目：11月16日（土）
１ DMISセミナー （異文化感受性発達モデルのスペシャル・セミナー）
一般公開（有料），使用言語：English
講師： Dr. Milton Bennett （Intercultural Development Research Institute所長）
司会： 山本志都（東海大学）

異文化感受性発達モデル（DMIS）の各段階を集団レベルで捉えるための「量子力学的観測」にまつわ
る最近のご研究を紹介いただき、さらに、DMISのステージ間の移動をジレンマ間（安定／変化、我々／彼
等、単一性／多様性、本物感／適応感、相対主義／コミットメント）の調和プロセスとしてどのように説明が
できるかについてお話しいただきます。

Over 30 years of theory development and research have firmly established that DMIS is a useful
description of how people develop intercultural consciousness. This presentation will explore recent work
I have been doing on "quantum measurement” of DMIS stages at a group level, and it further explain the
movement between stages as reconciliation of dilemmas: stability/change, us/them, unity/diversity,
authenticity/adaptation, and relativity/commitment. Ample time will be available for questions and
discussion of specific applications of the model.

講師プロフィール：ミルトン・ベネット, Ph.D.
1986年に出版された異文化感受性発達モデル（DMIS）の考案者として知られている（2017年の最新版

はInternational Encyclopedia of Intercultural Communicationに掲載）。物理学・言語学・社会心理学の教
育的背景を持ち、異文化コミュニケーションを通して我々がいかに自己覚知し他者に共感できるようになる
のか理解し教育することにそれらを生かしてきた。現在はイタリアのミラノとアメリカのワシントン州にある
Intercultural Development Research Instituteの所長として、グローバル企業のリーダーシップ育成、およ
び、多文化状況の学校やコミュニティでのダイバーシティを尊重する環境構築などに役立つ、異文化意識
の新たな構成主義的測定手法と応用方法を開発している。

Dr. Milton J. Bennett is well-known for creating the Developmental Model of Intercultural
Communication, first published in 1986 (International Journal of Intercultural Relations) and most
recently updated in 2017 (International Encyclopedia of Intercultural Communication). In his career he
has applied an educational background in physics, linguistics, and social psychology to understanding and
teaching how intercultural communication enables us to become aware of our own cultures and to
empathize with others. He is currently Director of the Intercultural Development Research Institute
located in Milan, Italy and Washington State, USA, where he is developing new forms of constructivist
measurement and applications of intercultural consciousness to exercising leadership in global
corporations and to building climates of respect for diversity in multicultural schools and communities.



２ 20周年記念事業連続シンポジウム第2弾 (学術委員会企画) 「共生って何？〜文化研究ができること」

３ ハッピーアワー
コーディネーター：田中 真奈美（東京未来大学）
飲み物を片手に参加者同士の情報交換や親睦を深める1時間程の交流会。近くの上野や浅草には美
味しいものがたくさんありますので終了後はそちらへもどうぞ。

４ 居酒屋交流会with Bennett (要事前申込み) 非会員の参加可
居酒屋へ移動して会話と食事を楽しむ会。お店を貸し切るため、事前のお申し込みが必要です。
定員40名。

⚫ 大会2日目 11月17日（日）
１ 基調講演
“Reconciling the Dilemmas of Intercultural Consciousness: Constructing Self-Reflexive Agency”
一般公開（有料），使用言語: English
講演者：Dr. Milton Bennett （Intercultural Development Research Institute所長）
コメンテーター：鳥飼 玖美子 氏（立教大学名誉教授）
司会：山本志都（東海大学）

異文化コミュニケーションは、自転車に乗ることのような、単に学習が必要とされるスキルとするには不十
分で、同様の学習を必要とした特殊な意識操作であることを私たちはよく知っている。現代語を自然に使う
とき、ほとんどの人間は、個人あるいは集合的な自己という感覚で活動しており、それはつまり、自己言及
的な意識を行使しているということである。しかし、自分自身を行為主体として認識する意味において、私
たちは必ずしも「メタ意識的」状態にあるわけではない。そのメタレベルで稼働することを学ばない限り、私
たちは意識的に自身の視点を変えることを選び取ったり、行動を修正したり、実際に採りうる選択可能な倫
理的立場のうちのどれかにコミットしたりすることはできない。基調講演では異文化意識の活用に関連した
理論や研究を紹介し、この意識を育成する上で調和をはかることを必要とするジレンマについて概説する。

We now know that intercultural communication is not just a skill that must be learned, like riding a
bicycle, but it is a particular operation of consciousness that also must be learned. In their natural use of
modern language, most human beings operate with a sense of individual or collective self – that is, they
exercise self-referential consciousness. But we are not necessarily “meta-conscious” in the sense of
perceiving ourselves as agents. If we do not learn to operate at that metalevel, we are not able to
consciously choose to change our perspective, modify our behavior, or commit to one among several
viable ethical positions. The keynote will present theory and research relevant to this active exercise of
intercultural consciousness and review the dilemmas that must be reconciled for that consciousness to
develop.

Dr. Bennettが講師を務められた 2017年 3月の関東地区研究会、 "Developing Contextual
Consciousness: Approaching Intercultural Communication Competence with a Constructivist Paradigm"
では、終わりの方で、相対主義の次の段階に触れるお話があり、私たちの生きる現実が集団的な選択によ
り構成されていること、意識を伴ったコミットメントが実際の現実社会を創り出すこと、自覚と責任を持って叶
えたい未来やリアリティを志向し選択する主体としての意識を発達させること、等が語られました。参加者か
ら「続きをもっと」というお声をいただいたことがきっかけとなり、本企画が生まれました。

講演者プロフィール：ミルトン・ベネット, Ph.D. DMISセミナーの欄をご参照ください。

コメンテータープロフィール：鳥飼玖美子, Ph.D.
立教大学名誉教授。コロンビア大学大学院修士課程修了(MA in TESOL)、サウサンプトン大学大学院

人文学研究科博士課程修了 (Ph.D.)。国際会議やテレビにおける同時通訳者を経て大学教員、ラジオ・テ
レビ英語講師を務める。NHK「世界へ発信 SNS英語術」テレビ講師、NHKオンライン「ニュースで英語術」
監修、内閣府政府広報アドバイザー、日本学術会議連携会員、日本通訳翻訳学会名誉会員、国際文化
学会顧問、（公益財団法人）中央教育研究所理事、（財団法人）日本開発構想研究所理事等、幅広い方
面にて活動している。近著に『子どもの英語にどう向き合うか』（NHK出版新書、2018）、『英語教育の危機』
（ちくま新書、2018）、『話すための英語力』（講談社現代新書、2017）、『英語教育論争から考える』（みすず
書房、2014）等がある。

第18回年次大会
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大会概要のご案内（テーマ・企画内容 他）



２ パネル・ディスカッション 「多文化関係学と私とのつながり：研究・教育における具体的な展開」
ディスカッサント: 岡部 大祐 氏(順天堂大学)、馬場 智子 氏(岩手大学)
レスポンダント: 抱井 尚子 氏(青山学院大学)、松永 典子 氏(九州大学)
コーディネーター:石黒 武人(武蔵野大学)

2002年6月に多文化関係学会が設立されて以来、多様な学術分野を背景とした研究者・教育者に
よって、多文化関係学会という知的空間のなかで様々な活動が展開されてきました。その過程で、
2011年9月に『多文化社会日本の課題：多文化関係学からのアプローチ』（多文化関係学会・編、
明石書店）が上梓され、多文化関係学の哲学・理論的背景と具体的な研究例が示されました。そ
れから8年が経ち、また、学会20周年を前にして、当パネル・ディスカッションでは、「多文化関
係学と私とのつながり」と題し、多文化関係学がそれぞれの会員のなかでどのような意味を持っ
ているのかを問い直し、その意義について研究・教育両面から議論を深める場を設定いたしまし
た。当日は、現在学会で活動されている気鋭の若手研究者2名に、ご自身の研究・教育活動と多文
化関係学とのつながりについてご発表いただき、その発表について本学会会長経験者のお二人に
質問やコメントをしていただき、多文化関係学の位置付け、意義について考察します。さらに、
ディスカッションの後半では、フロアの参加者同士で「多文化関係学と私とのつながり」につい
て小グループに分かれてそれぞれ意見を交換していただき、多文化関係学と個々の研究・教育活
動のつながりならびにその意義について考察を深める予定です。多文化関係学のこれまでとこれ
からを考えると同時に、第18回年次大会のテーマである「相対主義のジレンマの先へ」について
考究するためのヒントも、当パネル・ディスカッションの議論のなかで提示されるのではないか
と期待しております。

第18回年次大会
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大会概要のご案内（テーマ・企画内容 他）

次の事項をお読みいただき、奮ってご応募ください。
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 https://2019tabunka.wixsite.com/conference

１．発表テーマ
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2019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。ただし、非会員連名発表
者は大会準備委員会の承認を受ける必要があります。登録フォームの「(7) その他発表者
全員の氏名と所属」の欄に必要事項を書き込んで下さい。

(3) 発表者と連名発表者（非会員連名発表者を除く）は2019年度年会費を7月31日（水）まで
に納入して下さい。それまでにお支払が完了していない場合は発表取り消しとなります。
年会費の支払い用紙は5月に送られます。

(4) 発表者と連名発表者（非会員連名発表者を含む）は大会参加費を9月17日（火）までにお
支払いください。

(5) 連名発表者の方は、大会当日に欠席される場合であっても、大会参加費はお支払いいただ
く必要があります。9月17日（火）までにお支払い頂けない場合は、大会当日用の料金と
なります。

３．発表時間
30分（発表20分、質疑応答10分）

４．発表申込締切
2019年5月1日（水）～ 2019年5月31日(金) 必着でお願いいたします。

第18回年次大会

研究発表応募要領（申し込み先・締め切り・抄録提出等）



第17回年次大会

５．申込要領
大会HPの「登録フォーム」を使用し、次の10点についてお知らせください。
(1) 発表タイトル / Title
(2) 発表形式 / Type of presentation
(3) 応募者氏名 / Name of the head presenter (contact person)
(4) 応募者所属（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

(5) E-mail
(6) Tel
(7) その他発表者全員の氏名と所属 / Name(s) and affiliation(s) of co-presenters・非会員連名発表者
がいる場合は、本発表の中で果たしている役割について説明してください。（100字以内）/Please
explain the role of nonmember co-presenters (50 words)

(8) 発表要旨（400-600字） / Abstract (250-300 words)
＊要旨には以下①②を含めるようにしてください。
① 発表の主旨と背景／理論 / Background / theory
② 研究／実践について：目的、対象、方法（データ、参加者、手続きなど）、結果、考察、結論／提
案／制約など / Purpose, object, method (including data, participants, procedure), results,
discussion, conclusion / suggestion / limitation

(9) 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 or poster theme.

(10) 本学会の関連主要研究領域 / Research area

６．発表者の決定
大会委員会で審議し、7月上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2019tabunka＠gmail.com（全角の＠を半角の@に変更してくだ
さい）までお送り下さい（8月31日（土）必着)。詳細は採択可否のメールでお送りします。下記の抄録執
筆要綱を熟読の上、テンプレートを使用してお書き下さい。過去大会の抄録からのサンプルをご覧いた
だけますので参考にして下さい。大会当日『第18回年次大会発表抄録集』として参加者に配布します。
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多文化関係学会研究発表 石井奨励賞

第18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。



第18回年次大会
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大会までのスケジュールと参加費

◆5月31日（金）発表申し込みの締切日（必着）

◆7月上旬 発表申し込み者への審査結果の通知と抄録作成依頼

◆7月31日（水）発表予定者の年会費振込み締切日

支払いが完了していないと発表が取り消しになります。

◆8月31日（土）抄録提出の締切日（必着）

◆9月17日（水）大会参加事前申込および大会参加費事前支払い期限

◆10月中旬 プログラム完成版の発表

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

（9月17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 7,000円 9,000円

非会員学生 4,000円 5,000円

学部生 500円 500円

プレカンファレンス・セミナー参加費

会員種別・非会員に関わりなく共通 事前払い 1,000円 ・ 当日払い 1,500円

ハッピーアワー参加費
一律1,000円

居酒屋交流会 with Bennett 参加費
一律5000円（事前受付のみ）9月17日までにご送金ください。
定員40名。

年次大会お問合せ先 tabunka2016＠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 https://2019tabunka.wixsite.com/conference



■多文化関係学会は、今年4月より、田崎 勝也 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
田崎勝也 (青山学院大学)

我々は“Academic Diaspora”なのか

この度、多文化関係学会第９期の会長職を仰せつかりました青山学院大学の田崎勝也です。微

力ながら学会の発展に貢献する所存ですので、これから２年間どうぞよろしくお願いいたします。

今回このお仕事をお受けするきっかけとなったのは、若手の研究者や大学院生から寄せられる

声でした。最近どの学会に入ったらいいかと相談を受けることがよくあります。その理由にはど

こに行っても「どうもしっくり来ない」「問題意識が共有されている感じがしない」などの不満

があります。研究者としてのスタートを切ったばかりの学徒やこれからの人生を研究に捧げる決

意をした院生にとって、学会は単に研究のアウトプットの場ではなく、研究者としてのアイデン

ティティをも決める大切な集いの場です。どこの学会にも所属意識をもてないという悩みは思い

のほか深刻です。

彼らとの対話の中で、私自身も駆け出しの研究者だったころには同じような悩みを抱えていた

ことを思い出しました。わたしの専門である心理学では、文化は国籍として定義される変数の一

つに過ぎず、一部の「外国帰り」の研究者によってひっそりと行われているような状況でした。

グローバル化が加速度的に進行する現在でも、こうした傾向はさほど変わっていない印象さえあ

ります。また本学会の会員の多くが専門とする言語教育学では、文化が中心的な研究テーマにな

ることは少ないと聞きますし、文化が論じられている他の分野でも、それぞれの学問分野で閉じ

た形で議論され、横断的・総合的な視点での知見の重ね合わせができていないという問題があり

ます。さらに学際的な特徴のある異文化コミュニケーション学では、他の人文・社会科学領域か

ら理論的枠組みや方法論を「借用」して研究を行うことから、どうしても本家に対して気おくれ

するということもあるでしょう。

しかしながら文化は、学習方略やその背後にある認識論、知覚などの認知的枠組み、コミュニ

ケーションの言語および非言語的側面、感情傾向とその表示規則、パーソナリティと行動特性、

子育てと文化化、問題解決と意思決定の方法など、ほぼすべての心性や社会的機能に関与する重

要な要因です。人間のいかなる営為もその機制を考えるとき、社会・文化的な分析や考察が不可

欠です。そして多義的で多層的な構造を有する文化の解明には、ひとつの理論体系では十分では

なく、複数の理論や方法論をすり合わせて取り組む姿勢が必要です。そこでは幾重にも折り重

なったたまねぎの皮を剥くように、ひとつひとつ丁寧に検証していく根気強さも求められます。

本学会の強みは、文化の重要性を深く認識しつつ、さまざまな分野から多様な理論体系や方法

論をもった研究者が集っている点にあります。ただ残念ながら、こうした多様性が有機的なつな

がりをもってシナジー的な効果を生む理想的な形には至っていません。現時点で分断されている

印象のある文化研究を統合する新たな理論的枠組みを構築し、学問としての多文化関係学の確立

に向けて、一歩でも近づくことがわたしに課せられたミッションであると感じています。そして

“Academic Diaspora”を生まないためにも、後進の方々が「ご専門は？」と聞かれたとき「多

文化関係学です！」と胸を張って答えられるような学会にしたいと考えています。
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監事（五十音順）

河野 康成 元立教大学 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

◼ 変更が生じた場合や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。 9

理事・各地区研究会委員長・委員（五十音順）

氏 名 所 属 役 職

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長

岡部 大祐 順天堂大学 学術委員会委員長・関東地区研究会委員

岡村 郁子 首都大学東京 学会誌編集委員会副委員長

クリス オリバー 上智大学短期大学部 学会誌編集委員会委員

金本 伊津子 桃山学院大学 学会誌編集委員会委員長

河野 秀樹 目白大学 学術委員会委員・関東地区研究会委員

小坂 貴志 神田外語大学 選挙管理委員会委員長

小林 浩明 北九州市立大学 九州地区研究会委員長

坂井 伸彰 名古屋大学 学会誌編集委員会委員

鈴木 崇夫 名古屋大学 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

田崎 勝也 青山学院大学 会長

田中 真奈美 東京未来大学 事務局長

出口 朋美 近畿大学 副会長

藤 美帆 九州大学 学術委員会委員

内藤 伊都子 東京福祉大学 ニュースレター委員会委員長

奴久妻 駿介 元一橋大学大学院博士後期課程 学会誌編集委員会委員

畠中 香織 関西医科大学 Web管理・広報委員会委員長

馬場 智子 岩手大学 北海道・東北地区研究会委員長

原 和也 明海大学 学会誌編集委員会委員

松井 一美 早稲田大学 財務委員長

湊 邦生 高知大学 副会長、学術委員会委員

守﨑 誠一 関西大学 ニュースレター委員会委員

山本 志都 東海大学 2019年度大会委員長

矢元 貴美 大阪大学 学会誌編集委員会委員

叶 尤奇 明治大学 学会誌編集委員会委員



■第4回理事会議事録

日時：2019年3月24日（日）11時～12時30分

場所：名古屋外国語大学7号館3階（737教室）

出席者（敬称略、順不同）12名：松永、湊、中川、田中、奥西、出口、原、武田、内藤、宇治谷、松井、

笠原

欠席者（委任状あり、敬称略、順不同）3名：金本、山田、趙

1. 報告事項

(1).事務局報告（事務局長）

会員数については、外部事務引き継ぎにともない整理中である。4月1日付の会員数をメールでお知

らせすることとする。

(2).各種委員会報告（各委員会委員長）

•第17回年次大会準備委員会より

大会参加者数と会計報告がなされた。参加者数については、一般公開された企画もあったため、総

数にして120名～130名程であった。収入については、大会参加費および懇親会費のほかに、公益

財団法人 大幸財団から学会等開催助成金も受けた。結果として、プラスの状態で次回の大会に引

き継ぐことができた。

•地区研究会

関東地区：2018年度第2回関東地区研究会を2月23日（土）に開催。講師は順天堂大学の岡部大祐

先生、テーマは「（多）文化（関係）研究の「砂場」づくりをしてみる」であった。

中部・関西地区：3月24日（日）に開催。名古屋外国語大学の吉富志津代先生より科研事業に関して

報告。今後の地区研究会の計画については現在未定。

中国・四国地区：3月17日（日）に岡山理科大学にて開催。「臨床心理学的視点による多文化共生－

外国人児童生徒のサポートを中心に－」とのタイトルで、臨床心理士の鉄川大健氏による講演が

あった。

九州地区：7月28日（土）に中国・四国地区および九州地区合同による広域研究会が開催された。

• ニュースレター委員会より

2019年2月にNL第34号が発行された。次号2019年6月発行予定のNL第35号については、新理事会

メンバーに執筆内容を依頼予定である。

•財務委員会より

本日の交通費については3月27日（水）まで、遅くとも4月1日（月）までにメールでお知らせいただき、

領収書は原本提出であるため、メールでの連絡後にお送りいただきたい。

• Web管理・広報委員会より

スタッフのサイトが閲覧できない不具合があったが、現在は問題なく閲覧できる状態である。

Web管理を次期理事会にスムーズに引き継ぐため、前もって引き継ぎ作業をおこなった。

•学会誌編集委員会より

『多文化関係学』第15号の発送が1月中に完了した。

•選挙管理委員会より

選挙結果として、理事推薦枠理事3名、会員推薦枠理事7名、理事推薦枠監事1名、直接投票による

理事1名、直接投票による監事1名が確定した。役職に関しては、新理事会の顔合わせの会で決定。

(3).学協会閉鎖にともなう外部事務引き継ぎの報告（会長）

• 3社からの見積もりを執行部で検討しアクセライトを推薦、メール審議で引き継ぎ先をアクセライトとす

ることで理事会の承認を得た。

•現在、事務局を通してアクセライトとの引き継ぎ作業を行っているが、順調に進んでいる。連絡先も

変更となるため、次回のNLに間に合うようにお知らせしたい。
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(4).学術委員会の構成についての報告（学術委員会委員長）

•学術委員5名のうち1名の退任希望が寄せされ、承認された。他4名については2019年度も留任の承

諾を得ている。

•学術委員会では、今後も特定課題研究や学術連携の企画等を立案し実行していきたいため、アイデ

アがあり活動できる人がいれば推薦していただきたい。

(5).2019年度特定課題研究の募集結果（学術委員会委員長）

• 2018年11月1日から12月10日にかけて募集を行い、1件の応募があった。審査の結果、大幅修正のう

え再審査をおこなうこととなり、申請者に通知したが、申請者より修正が再審査締め切りに間にあわな

いため断念する旨の連絡があった。結果として、採択件数はなしとなった。

• 再募集については、基本的には2018年度の再募集時と同様に行う予定であるが、詳細については改

めて確認のうえ決定する。

(6).石井奨励賞審査結果（学術委員会委員長）

• 2件の応募があり、学術委員会によって選出された3名の審査員が審査を行った。1次審査（抄録審

査）の結果、2次審査対象者として1名を選考。続く2次審査（発表審査）の結果、該当者なしとの結論

が審査員より学術委員会委員長に報告され、学術委員会でもこの結果を確定した。

• 抄録審査については、学術報告形式の遵守と想定読者への適切なプレゼンテーションの方法、口頭

発表審査については、情報量の絞り込みやスライドの配分などスライドを用いたプレゼンテーション・

スキルなどの改善が期待された。

2. 審議事項

(1).学会誌の校正・校閲外注について（学会誌編集委員会副委員長）

•学会誌編集委員会より、校正作業の負担を軽減するため、また負担軽減により新たな編集委員を確

保するため、ゲラができてからの校正・校閲を外部委託したいとの要望があった。

•校正・校閲について3社に見積もりを取ったところ、編集作業や管理の問題等総合的に判断し、現在

学会誌の印刷を担当しているインターブックスが妥当なのではないかとのことであった。

•上記について、学会誌編集委員の負担を減らすべく措置を講じるという点では共通理解が得られた。

ただし、校正に関しては概ね理解は得られたが、校閲については以下のように様々な意見や提案が

出された。

•校閲は基本的に著者の責任であり、規定に従わない論文についてはリジェクトしても良いのではない

か、有料化して著者が負担するもの一つの方法である。外部委託する前に、学会誌編集委員会にお

いても、フォーマットに従ってもらう方策を検討してもらう必要がある（他学会で効果が見られている詳

細な投稿テンプレートを示したり、投稿前にチェックリストを課したりすることも有効なのではないか）、

などである。

• このため、以上の点につき、学会誌編集委員会での再検討をもとに改めて審議することとなり、今回

は校正・校閲ともに外部委託について承認されるまでに至らなかった。

• また、APAにどこまでこだわるかについては今後の検討事項であること、会員数が増えていない現状

に鑑み、財政的にも今後安定しているかどうかという不確定な要素があるため、次回の理事会で改め

て検討する必要性が指摘された。よって本件は新理事会での継続審議事項となった。

(2).2019年年次大会の準備・実施等、運営体制について

•発表要旨と抄録について（大会準備委員）

2019年度年次大会の発表については、まず発表要旨を査読し合否を決定する。採択後に提出する

抄録については、詳細なフォーマットを用意し、そこに書き込んで提出されたファイルの形式のみを

チェックするということで承認された。形式があまりにひどいものは修正を依頼し、場合によっては不可

になることを募集要項に載せるとの提案があり、理事会で承認された。

•学術委員会の位置づけについて（学術委員会委員長）

学術委員会は、特定課題研究等さまざまな学術連携に関する新たな動きを作り実行していくための

設置であるという理解がある一方、年次大会内の企画、査読、審査を担当する者として学術委員会が

あるのではないかという理解が存在していた。そこで、学術委員会の位置付けの確認をしたところ、学

術委員会の役割は、前者の多文化関係学会らしい学術企画を生み出すことであることが確認された。
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地 区 研 究 会 報 告

■関東地区研究会報告
日時：2019年2月23日（土）13：30～16：00
場所：成城大学 8号館831教室
講師：岡部大祐先生（順天堂大学）・ 邵 健（しょう・けん）氏（順天堂大学2年）
テーマ：「（多）文化（関係）研究の『砂場』づくりをしてみる」

次に具体的なイシュー（課題）として、グローバル・ヘ
ルスの説明が岡部先生の指導を受けている学部生の
邵健（しょう・けん）氏より行われた。まず参加者が問題
意識を持てるよう、WHOの動画やデータを通して、グ
ローバル・ヘルスの中でも大気汚染が人々の健康に影
響を与えている状況が示された。続いて本研究会の中
核である参加型ワークに移り、その中で「大気汚染によ
る死亡リスクを下げるには？」という課題が参加者に対
して提示された。
当日は研究者のみならず、大学院生も含む幅広く多
文化を研究テーマとして扱う参加者が集い、「大気汚
染による死亡リスクを下げるには？」という課題に沿っ
て、各々10分ぐらい省察し、その後ポストイットにアイ
ディアを書いた。その後、アイディアを共有する時間が
長く持たれたが、参加者ひとりひとりが経験や研究テー
マに沿って、多くのアイディアを活発に出しあっていく
様子は、当初の想定を上回る創造性を刺激する場が
作られていった、と言っても過言ではない。

具体的には、大気汚染をネガティブに捉えるのでは
なく「空気って美味しい」と意識改革を促すことに焦点
を当てる、また大気汚染が多い先進国のような極端な
方法ではなく、健康アイディアを提案しながら生きてい
く、など発想の転換の提案がなされた。さらに大気汚染
への理解を高めるために、身をもって大気汚染を経験
することの提案など、1人の発言や行動が他の参加者
を触発するような流れがワーク中に見られた。
最後に岡部先生より再度、砂場の比喩を用いながら、
柔軟性がある実験的な取り組みが許されることでこそ、
先進的な研究者の育成が進む、と示唆に富むコメント
があった。それが本研究会では委員長ではなく発表者
による司会進行、学部生の発表、参加者の立場に関
係なく発言を促す環境づくり、また研究会終了後の茶
話会ではなく茶菓を嗜みながら進めるなど、２時間の研
究会で随所に見られた。

報告者：武田 礼子（成城大学）
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2月23日、研究会は成城大学のキャンパスにて行われ
た。最初に本研究会の進め方の前提となる理論的枠組
みの説明が岡部先生より行われた。まずロジェ・カイヨワ
の遊び研究の分類を拡張的に援用し、即興で受動的
な遊び（イリンクス）的な要素を目指した企画であり、そ
の趣旨に沿って参加者が興味深いアイディアを出し、
そこから新しい多文化関係のあり方を考えることが提案
された。さらにマイケル・ギボンズの「モード論」で言う
モードⅡのような、社会的問題を解決する時に生まれる
知識を用いる発想を背景とし、非階層的で非均質的に
大勢で問題解決に取り組むことに類似する方法で進行
する旨の説明がなされた。つまり従来の研究でみられる
知識生産が前提とされる学問的知識が作られる方法
（モードⅠ）ではなく、境界線が変わる砂場の比喩を用
いながら、研究会はこれまでの学会には見られない方
法で「面白く」そして「ゆるく」進められた。



■中部・関西地区研究会

日時：2019年3月24日（日）14:30〜16:00

場所：名古屋外国語大学7号館3階（738教室）

話題提供者：吉富志津代 先生（名古屋外国語大学世界共生学部教授）

タイトル：科研事業「二つ以上の言語環境で育つ子どもの支援体制に関する研究―日系ボリビア人の事

例から―」に関する報告

13報告者：岡部真理子（名古屋外国語大学大学院国際コミュニケーション研究科博士後期課程）

今回の研究会は、はじめに吉富志津代先生が、
1995年の阪神淡路大震災後に、情報が伝わらず取
り残されてしまった外国人のための自立支援活動に
従事されるようになった経緯を紹介されました。吉富
先生が代表を務めるNPO法人多言語センター
FACILでは、地域住民である外国人が必要とする情
報の翻訳や生活現場で必要な通訳者の派遣をコ
ミュニティビジネスとして60言語で展開するなど、地
域の多言語環境を促進しています。また、もう一つ
の柱である外国にルーツを持つ青少年育成のため
の事業として、ワールドキッズコミュニティがあり、子
どもたち自身がラジオ番組や映像を通して発信する
ことで、子どもたちが自信を持てるような活動を行っ
ています。2001年より、二つ以上の言語環境で育つ
子どもたちの言語形成のために、母語教育の必要
性を啓発する副読本の発行や保護者向けのパンフ
レット作成、国際シンポジウムなどを開催しています。
直近では、韓国と連携で、バイリンガル環境で育つ
子どもたちの言語形成に考慮した教育環境整備事
業を行いました。
次に、報告の本題に入り、まず二つ以上の言語環
境で育つ子どもたちの実態を調査するために日系
ボリビア人の事例に焦点を当てた理由として、戦後、
移民を受け入れたサンタクルスは移民の歴史が浅
いため１世や日本語が話せる人が残っていることが
挙げられました。事業の概要は、日系ボリビア人の
子どものライフヒストリーを通して、卒業後および支
援活動終了後二つ以上の言語文化環境をいかに
活用しているのか、そして、家庭、学校や学外での
日本語教育および母語教育の支援活動の影響に
つて検証することです。また、それらを通して、より良
い支援活動のありかたを検討し、関係者との意見・
情報交換を通じて現状を共有し、具体的な提案がさ
れました。
調査は、神奈川県大和市、愛知県小牧市、三重
県津市、兵庫県芦屋市、東京都新宿区、ボリビアサ
ンタクルス市内、オキナワ村、サンファン村で行った
そうです。そして、日本に住むボリビア出身の日系
人の子弟教育の現状は、教育現場における言語形
成という視点で情報が少ないために、配慮されるべ
きことが理解されていないことや、当事者たちが自尊
感情を失いその能力を十分に活かせてないことが
多いが、その後何らかのきっかけで、言語形成の再
構築の道が開ける帰路となることを述べられました。

2018年10月に名古屋国際センターで、ライフヒスト
リーの聞き取り対象の内容について、当事者４名や
支援者などを招いてラウンドテーブルで情報を共有
し、外国につながる子どもたちの言語形成や日本の
教育環境の具体的な改善点などについて議論され
たとのことです。その結果、参考とすべき具体的な提
案ポイントとして、二つ紹介されました。一つ目は、
家庭で、子どもたちにとって母語を身につける有益

なツールや機会を得ることです。母語を話す周りの
大人たちとの日常的な会話の接触場面を、家庭内
にとどまらずそのコミュニティや親戚の集まりなどで
作ることで、語彙が増えて文章表現も豊かになり、日
本語の理解度もあがることが明らかにされました。ま
た、家庭では、保護者の言語でよいのでできるだけ
読み書きの時間を作ることや母語の漫画や絵本、映
像などを活用して楽しく目で状況を理解しやすい
ツールを活用することも挙げられました。さらに少し
先輩の経験談を聞くことも大切とのことです。
二つ目は、学校現場で工夫できることとしていくつ
かの例が紹介されました。まず、子どもたちの言語
形成の支援を、学校だけでなく地域行事連携させて
地域全体で取り組みことです。そして、先生への言
語形成に関する正しい情報や知識の研修会を必ず
作り、子どもの状況について、保護者と共有したり、
先生同士の引継ぎの際には、地域とのつながりや市
民団体などに関する情報も共有します。さらに、多
様な子どもたちの個性を認める教育を考えるために、
国際教室の位置づけを工夫し、その存在を学校全
体で説明し日本の子どもたちにもオープンにして双
方向に学ぶことが提案されました。
最後に、吉富先生は、外国につながる子どもたち
の教育環境について考えることは、失われつつある、
日本の地域社会とのつながりの大切さを思い起こす
機会にもつながり、すべての子どもたちを、ひとりひ
とりの個性として、「できない」のではなく、「頑張るこ
とができる」という意識づけが、多文化を活かした学
校づくりになると強調されました。
報告のあとに、フロアーとの質疑があり、大学の教
育学部での教員養成課程で外国のルーツにある子
どもに関するカリキュラムが組み込まれていないこと
に関する課題、子どもたちの個性を重んじることにつ
いて最適なバランスについてや、小さい頃からの母
語の習得への働きかけなどについて討論し、最後に、
日本の教育に関する今後の課題について共有され
ました。



■中国・四国地区研究会
日時：2019年3月17日（日）14:00～16:00
場所：岡山理科大学A1号館10階会議室
話題提供者：鉄川大健 先生（臨床心理士）
タイトル：「臨床心理学的視点による多文化共生－外国人児童生徒のサポートを中心に－」
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2018年度の中国・四国地区研究会は、3月17日
（日）岡山市北区の岡山理科大学にて実施されまし
た。外国人と教育現場で接してこられた経験豊かな
８名の参加者と臨床心理士である講師とが、アクティ
ビティーや事例研究に取り組みながら意見交換を活
発に行いました。
講師の鉄川先生は、かつてアメリカに留学生として
滞在経験があり、現在は日本の小・中学校と大学に
カウンセラーとして勤務されています。自らの臨床家
としての経験を異文化適応の研究に活かすという、
現場と理論をつなぐ自らの研究活動について説明し
てくださいました。また、中学校の教育相談場面を想
定したロールプレイと、外国人の児童・生徒やその
保護者に関する仮想事例についてのディスカッショ
ンを通して、多文化と接する教育関係者にとって有
意義な“文化と個性の見極め”に関する知見を提供
してくださいました。
実施後のアンケートでは、「文化にかかわるか、個
性として捉えなければならないかについて、具体的
なケース提示でとても分かりやすいお話でした。」
「日本語教師をしてきたため、普段外国人と関わら
ない方よりそれぞれの国・地域の人々の特性（文化）
を把握しているという無意識の意識を自覚することが
できました。この意識にとらわれて本人自身を見られ
なくなる危険性を抱えているということを自覚すること
ができ、有意義な時間となりました。」「文化理解と個

性の理解をどのように関係づけていくかが難しいと
感じました。」等のご意見をいただきました。
外国人の受け入れが今後も益々進み、より多文化
された社会となりつつある日本。多様な文化的バッ
クグラウンドを持つ人々が増えている中で、「文化の
違い」や「文化同士の関係性」について、より複雑で
より緻密な検討が必要となってきていることを、今回
の研究会参加を通して気づかされました。多文化共
生を実現するための実践的理論を現場に提供すべ
く、研究を粘り強く進めていくことの重要性を自覚す
る貴重な機会となりました。

報告者：奥西 有理（岡山理科大学）

■北海道・東北地区研究会
この度2019年度の多文化関係学会例会を開催いたします。今回は講演者に話題提供を頂き、出席者との
ディスカッションも活発に進めていければと考えております。皆様のご参加をお待ちしております。

日時：2019年6月22日（土） 14：00～16：00
場所：藤女子大学 16条キャンパス（374教室を予定していますが、当日は1階の掲示をご確認の上、ご来場

ください）
話題提供者: 廣田廣達（ひろた こうたつ）氏
講演テーマ：「中国人から見た日本人─円滑なコミュニケーションを見据えて─」
レスポンダント:李鳳（い ぼん）氏（北海商科大学准教授）・久米昭元（くめ てるゆき）氏（元立教大学教授）

【講演内容】
華僑の家庭に生まれた廣田氏が中国での駐在経験等を踏まえて、日本人・日本に対する中国人の見方を
紹介していただく。具体的には以下の3点を中心に、日本人の中国人に対する思いなどを織り交ぜながら
お話いただく。
• 中国人はなぜ日本に観光旅行に来るのか、その背景と理由（爆買から始まってその後、品質問題、日
本文化に対する複雑な思い）

• 観光以外での日本、日本人に対する見方（アニメ等のソフトパワー、医療）
• 日本に対してネガティブな思いを抱く背景と理由（QRコード決済の普及、GDP日本抜き、早い意思決定
等の人民の特性を背景にした中国）

【廣田氏の略歴】
1970年神戸生まれ。華僑の家庭に生まれた３世で、ルーツは中国広東省。35歳で日本国籍取得。中国駐
在歴合計３年。
経歴：神戸商科大学（現兵庫県立大学）商経学部 国際商学科卒業後、ユニ・チャーム、新日本科学等の
勤務を経て、現在は王子マネジメントオフィスに所属（王子ネピア出向）。三菱総合研究所、日刊工業新聞
社、異文化コミュニケーション学会（SIETAR）、桜美林大学、神奈川大学ゼミ、中国経営研究会、東京上海
ビジネスフォーラム等で講演経験がある。

地 区 研 究 会 案 内



≪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致します。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、会員番号やパスワードがお分かりにな

らない方は、畠中宛 hatankao＠hirakata.kmu.ac.jp（全角の＠を半角の@に変更してください）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 畠中香織）

■『多文化関係学 第16巻』（2019年）に関するご報告

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。学会誌編集委員会（岡村郁
子副委員長（首都大学東京）を含む新旧の編集委員7名）と『多文化関係学』の第16巻の編集作業に早
速に取り掛かっております。2019年5月5日に締め切りを延長したところ、若手研究者を中心とする投稿
が9件ございました。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、近年顕在化してきたアジア、アメリカやヨーロッパにおける政治・経済・文化、あ
るいは、人々の移動や考え方の変化にも注視しつつ、『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。
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に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。

2019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 岡村郁子 （首都大学東京）
委員（アドバイザー） 原 和也 （明海大学）
委員 オリバー クリス （上智大学短期大学部）
委員 坂井伸彰 （名古屋大学）
委員 奴久妻駿介 （元一橋大学大学院博士後期課程）
委員 矢元貴美 （大阪大学）
委員 叶 尤奇 （明治大学）
（委員は50音順）

（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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新元号への移行で時代の転換期となる2019年度、学術委員会では、当学会の歴史を継承しつつ、新た
な時代に向けた学術企画・提案を引き続き行ってまいります。学会員同士や学会外部との共創が可能な
場も提案していく予定です。

■20周年記念事業連続シンポジウム（第２弾）のお知らせ
昨年度の「『スペキュラティヴ』文化研究〜面白すぎる文化研究」を掲げ、文化研究の「面白さ」を探索
するセッションに続き、本年度の年次大会（於：東京未来大学）では、「共生って何？〜文化研究ができ
ること」と題し、文化研究の社会的意義、責任／応答可能性を探っていきます。昨年度に引き続き、形式
張らず、社会的地位などに縛られず、参加者全員での「面白すぎる」創発的対話の場をセットアップしま
す。より具体的な内容は大会ウェブサイトにて随時お知らせする予定です。当学会をもっともっと面白くし
たいという思いを持った会員の皆様の参加をお待ちしております。

■今年度も「特定課題研究」の募集を致します！
本学会の特色である超領域的研究のための会員間連携を助成するため、「特定課題研究」を設けて
おります。さらなる研究促進を目指し、昨年度（2018年度）より、１課題につき最大10万円に支給額が増
額となりました。萌芽的・挑戦的研究も大歓迎ですので、奮ってご応募ください。特定課題研究の募集要
領は学会ウェブサイトでご確認ください（2019年度のお知らせは近日更新予定です）。

学術委員会：岡部大祐・河野秀樹・藤 美帆・湊 邦生
（学術委員会委員長 岡部大祐）

学術委員会より
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今年の桜は、天候の影響で長く楽しめましたが、会員の皆様も花見を楽しまれたと思います。また、新天
皇即位による10連休のゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか。
現事務局体制も2期目となりました。本年度も事務局一同、皆様のお力をお借りしながら、今年も事務局
運営を行っていきますので、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。

■ 事務局所在地について
〒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
田中真奈美 研究室内：多文化関係学会事務局
＊Eメールアドレス admin＠js-mr.org（全角の＠を半角の@に変更してください）

■ 会費納入状況に関するお問い合わせについて
本年度より、委託先が変更となりましたので、お知らせします。
お問い合わせは、会費に関する業務を委託しております株式会社アクセライト jsmr＠accelight.co.jp
（全角の＠を半角の@に変更してください）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、退会希望の場合も、会費納入状況の確認と合わせて、株式会社アクセライトへご連絡ください。

■ 住所・所属などの変更について
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株式会社アクセライト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（全角の＠を半角の
@に変更してください）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 （全角の＠を半角の@に変更してください）
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）

事務局より
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■『グローバル社会における異文化コミュニケーション－身近な「異」から考える』

著者：池田理知子・塙幸枝・青沼智・宮崎 新・神戸直樹・石黒武人・鳥越千絵・師岡純也・河合優子

出版社：三修社
出版年：2019年4月
総ページ数：176ページ
執筆言語：日本語
内容：本書は異文化コミュニケーションを多角的な視点から捉
えるための入門書である。グローバル社会は多様な人々のつな
がりをつくり出す一方で、そのつながりには不均衡な力関係が
ともなうこともある。抑圧や排除の背景にある「あたりまえ」
を問い直すために、身近な「異」の問題にも目を向けながら、
「基礎編」「応用編」「発展編」を通じて異文化コミュニケー
ションを複眼的に学ぶことを目指す。

■『移動する女性たち－海外の日本語教育と国際ボランティアの周辺－』

著者：平畑奈美
出版社：春風社
出版年：2019年4月
総ページ数：276ページ
執筆言語：日本語
内容：外国人大量受け入れ時代を迎え、日本語教師の重要性が
再認識されている。一方、女性が８割を占める、その実像につ
いて語られることは少ない。中でも海外の日本語教師たちは、
日本から不可視化されながら、自らの生きていく道を模索して
いる。本書では青年海外協力隊の日本語教育隊員経験者へのア
ンケート調査、および4人の女性教師のライフストーリーから
この問題に迫り、日本語教師の育成とキャリア支援についても
考える。

■『グローバル異文化交流史』

著者：御手洗昭治 編著者・小笠原はるの 著者
出版社：明石書店（￥2,000)

出版年：2019年1月
総ページ数：164ページ
執筆言語：日本語
内容：「賢者は歴史に学ぶ」という喩がある。本書では、大航
海時代時代から現代まで、ヒト・モノ・カネはどのように異文
化を超え移動・伝番したのか？を探る。日本を目指したコロン
ブスとキャップテン・クック。英国カレーの火付け役のビクト
リア女王、最初に北アメリカに渡った日本人、最初にフランス
とスペインを訪れた日本人、ハーバード大学の歴史学者「ライ
シャワーのグローバリゼーションの提言」等を紹介。
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■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36号（2020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委員会にご送付いただきますよう

お願いいたします。

募集する記事の内容

(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：2019年5月から2019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： 2019年5月から2019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等、関連学会に参加された場合

募集対象とする時期： 2019年5月から2019年12月末まで

◆ 記事の送付期日：2020年1月5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字程度）をお書きのうえ、

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）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）

ニュースレター第35号をお届けいたします。2019年度、そして令和の時代を迎え、本学会も4月より新

理事会がスタートいたしました。会員の皆さまの中にも、新たな環境で研究活動をスタートされ

ている方がいらっしゃるのではないでしょうか。所属や会員種別等の変更手続きやお問い合わせ

につきましては、本年度より変更点がございますので、16ページ“事務局より”をご参照いただ

ければと思います。

今号では、第18回年次大会の概要のほか、地区研究会報告や新著のご紹介など、会員の方々の活動

の様子をお届けしております。今後も、本学会が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）

編 集 後 記

18


