
大会前日　10月20日（金）

プレカンファレンス・ワークショップ

Preconference Workshop　October 20, 2006

多文化関係学会　2006年度第5回年次大会プログラム

Japan Society for Multicultural Relations

大会テーマ: 文化関係とパラダイム・シフト－新しい視点の開拓

Multicultural Relations & Paradigm Shifts: 
Developing New Perspectives

2006年10月21日（土）・22日（日）

October 21 & 22



10月20日（金）　大会前日
　

12:45 ～ 13:15 受付

13:15 ～ 17:00 プレカンファレンス・ワークショップ  会場: 12号館地下1階第2会議室

テーマ:
講師: 金本伊津子（平安女学院大学教授）

コーディネーター: 久保田真弓（関西大学教授）

*参加申込方法
（学会ホームページプレカンファレンス・ワークショップのご案内）
 ウェブ上の下記URLに詳細が載っていますのでご覧下さい。
http://www.js-mr.org/meeting/PreConf.html

18:00 ～ 20:00 第3回理事会　会場: 12号館地下1階第2会議室

10月21日（土）　 大会第1日目

10:00 ～ 12:15 研究発表（A～C会場）

10:00 ～ 11:00 セッション1
A会場　（本館2階1205教室） 司会: 松田陽子（兵庫県立大学）

ニューカマーの子どもたちの学び、居場所から自己表現へ
―NPOによる多文化共生支援に見る媒介力蓄積のメカニズム（2）―

落合知子（神戸大学大学院）

持続可能な社会の実現にむけて
―市民参加の理論と実践―

古橋敬一（名古屋学院大学大学院）

B会場　（本館2階1204教室） 司会: 大谷みどり（島根大学)
小規模医療法人の経営に関わるコミュニケーション
―参与観察とインタビューを中心に―

平山修平（青山学院大学大学院）

日本語教師のコミュニケーション能力の重要性について
―日本人日本語教師の資質に関する先行研究調査を通して―

古谷真希（九州大学大学院）

C会場　（本館2階1203教室） 司会: 御手洗昭治（札幌大学）

旧ユーゴスラビア民族紛争における「他者性の創造」
―社会コンテクストと言語からの史的考察―

吉田昌弘（立教大学大学院)

ホロコースト研究における「犠牲者間の差異」　　
―忘れられた犠牲者をめぐる考察―

千葉美千子（北海道大学大学院）

11:00 ～ 11:15 休憩

フィールドワーク入門―参与観察とインタビューを中心に―



10月21日（土）　 大会第1日目
10:00 ～ 12:15 研究発表（A～C会場）
11:15 ～ 12:15 セッション2

A会場　（本館2階1205教室） 司会: 小松照幸（名古屋学院大学）

外国人配偶者と日本人の共生を模索して
―外国人配偶者への聞き取り調査からみえてくるもの―

清ルミ（常葉学園大学）

長崎県の多文化共生社会育成への取り組み
―長崎市と佐世保市における行政の実態―

荻原寛（長崎県立大学)

B会場　（本館2階1204教室） 司会: 青木久美子（メディア開発教育センター）

ヨーロッパ共通参照枠（CEF）におけるコミュニケーション言語能力
―日本のコミュニケーション教育への応用を考える―

石橋嘉一（麗澤大学）

セクシュアル・ハラスメントをめぐる男女のコミュニケーション
―受け手の行為について―

伊藤明美（藤女子大学）

C会場　（本館2階1203教室） 司会: 岡村輝人（北星学園大学）

植民地時代における朝鮮人の満州移民に関する一考察
―慶尚道移民の事例を中心として―

朴仁哲（北海道大学大学院)

捕鯨問題と『捕鯨文化』に関する考察
―和歌山県太地町を中心として―

宮脇和人（愛媛大学大学院）・細川隆雄（愛媛大学）

12:15 ～ 13:30 昼食休憩

13:30 ～ 15:00 招聘講演（本館2階1202教室）

演題: 国際理解教育の創造と展望

講師: 米田政次（国際理解教育学会会長）

司会:  清ルミ（常葉学園大学教授）

15:00 ～ 15:15 休憩

15:15 ～ 17:15 オープンフォーラム （本館2階1202教室）

テーマ: 国際結婚をめぐる家族・社会の多文化インターラクション
―今、何が起きているのか

コーディネーター: John E. Ingulsrud（明星大学教授）

パネリスト: 奥田ちえ（国際臨床心理士会）
パネリスト: 生越秀子（青山学院大学総合研究所・客員研究員）
パネリスト: 西尾珪子（国際日本語普及協会理事長）

17:15 ～ 17:30 移動

17:30 ～ 20:00 懇親会　（第1食堂2階「藤の間」）

17:30 ～ 18:00 憩いの音楽 会員による演奏（オペラ、小鼓など）

18:00 ～ 20:00 懇親会



10月22日（日）　 大会第2日目

9:30 ～ 10:30 研究発表（A～C会場）

9:30 ～ 10:30 セッション3
A会場　（7号館2階7203教室） 司会: 伊藤明美（藤女子大学)
英語授業に多文化理解教育を導入する効果
―興味、自信、意欲の向上―

磯崎京子（神奈川大学）

ESL授業における｢小説の言葉｣の発動
―アメリカでの教育経験の省察に基づいて―

花木亨（南山大学）

B会場　（7号館2階7202教室） 司会: 石井敏（独協大学）

『武士道』から読み解く新渡戸稲造のナショナル・アイデンティティ
渡辺崇子（北海道大学大学院）

浄土宗南米教団による開教活動
―ブラジルにおける日系既成仏教の歴史と課題―

坂東照啓（大阪外国語大学）

C会場　（7号館2階7201教室） 司会: 金本伊津子（平安女学院大学）

中高年の異文化適応と異文化リテラシー
―シニア海外ボランティアへのインタビュー調査から―

小田明子

アメリカの大学・大学院留学が日本人留学生に与える影響について
―学生と社会人留学との比較を中心に―

高濱愛（岡山大学）

10:30 ～ 10:45 休憩

10:45 ～ 12:30 特別セッション　講演とディスカッション　（7号館1階7101教室）

テーマ: 多文化関係学の構築に向けて―パラダイム・シフトの視点から―
講演: 林吉郎（青山学院大学名誉教授）

ディスカッサント: 山口生史（明治大学教授）

ディスカッサント＆
コーディネーター: 灘光洋子（成蹊大学教授）

12:30 ～ 13:30 昼食休憩

13:30 ～ 14:00 総会　（7号館1階7101教室）



10月22日（日）　 大会第2日目

14:00 ～ 15:00 研究発表（A～C会場）

14:00 ～ 15:00 セッション4

A会場　（7号館2階7203教室）

Cultural Heritage and Culture Claims:
Who Owns Tradition?

Voltaire Garces Cang （立教大学大学院）

開発途上国における医薬品関連特許を巡る問題
―インドのHIV/AIDS治療薬を中心に―

上村健児（大東文化大学・東洋研究所）

B会場　（7号館2階7202教室） 司会: 手塚千鶴子（慶応義塾大学）

異・多再考
―禅的悟りを得たキリスト教神父・愛宮ラサールの著作から―

竹中智泰（常葉学園大学）

華人社会における抗日世論の形成
―現代マレーシアの事例から―

舛谷鋭（立教大学）

C会場　（7号館2階7201教室）

人間の情報処理における文化的多様性の概念化と尺度化
―6眼モデルを構成概念とする心理測定尺度の妥当性検証―

《ご案内》
・ 大会参加費（会員2,000円、非会員3,000円）、懇親会費（4,000円）は大会当日受付でお支払いください。

・ 『第5回年次大会抄録集』は、大会当日受付にて配布いたします。

・ 受付: 10月21日（土）は本館1階中央、10月22日（日）は7号館1階中央に設置します。

・ 当学会入会希望者は、受付で入会希望申込書を受け取り、必要事項を記入してお出しください。

・ 10月21日（土）は、大学内の学生食堂（第1食堂など）をご利用ください。
   10月22日（日）は、学生食堂が営業しておりませんので、大学周辺の食堂等をご利用ください。
　　（受付にて周辺の食堂地図を配布いたします。）

・ 研究発表者の方々へ: 発表抄録以外に追加資料があれば、当日コピー40部をご用意ください。
　　パワー・ポイント、ビデオなどを利用される方は、当日事前に操作の確認をお願いします。

第5回年次大会・大会委員会
　〒171-8501　東京都豊島区西池袋3-34-1　立教大学　久米研究室内JSMR大会準備委員会
　メールアドレス: jsmr2006@ir.rikkyo.ac.jp

大会委員

学会事務局
　〒480-1214　愛知県瀬戸市上品野町1350　名古屋学院大学　小松研究室内　多文化関係学会事務局
　メールアドレス:　admin@js-mr.org　　　学会ホームページ: http://www.js-mr.org/

司会: John Inglusrud（明星大学）・細川隆雄（愛媛大学）

司会: 西原鈴子（東京女子大学）・河野康成（立教大学）

八木龍平（北陸先端科学技術大学院大学）・林吉郎（青山学院大学）

　久米昭元（委員長:立教大学）  河野康成（立教大学）  伊東弥香（立教大学）  Chris Oliver（立教大学）

　磯崎京子（神奈川大学）  林吉郎（青山学院大学）  松田陽子（兵庫県立大学）  灘光洋子（成蹊大学）

　小松照幸（名古屋学院大学）  青木久美子（メディア開発教育センター）  手塚千鶴子（慶応義塾大学）

　John E. Ingulsrud（明星大学）



便利なホテル:

1.  ホテルストリックス東京 http://www.strix.jp/

〒171-0014　東京都豊島区池袋2-3-1　　TEL:03-5396-0111

2. ホテルメトロポリタン http://www.metropolitan.jp/

　TEL:03‐3980-4488（午前9時～19時までのみ受付、10月5日までに申し込みのこと）
　〒171-8505　東京都豊島区西池袋1丁目6番1号

3.  ホテルアーバン http://www.hotelurban.co.jp/plan/index.html
　インターネット予約価格＝一泊シングル素泊まり7,371円（税・サービス料込み）
　〒171-0021　東京都豊島区西池袋3丁目26番6号 TEL 03-3980-2051

4. ホテルスタープラザ池袋 http://www.star-hotel.co.jp/starplazaj.html
　インターネット予約価格＝一泊シングル素泊まり、7,350円（税・サービス料込み）
　〒171-0014　東京都豊島区池袋2-10-2　 TEL 03-3590-0005

・その他のホテルについては、 http://www.ikebukuro-hotels.com/
池袋ホテルズドットコム（池袋のホテルの紹介サイト）をご参照ください。

　立教大学・多文化関係学会の会員である旨を予約時に伝えた場合に限り、
一泊シングル素泊まり、14,500円（税・サービス料込み）。

　多文化関係学会の会員である旨を予約時に伝えた場合に限り、
一泊シングル朝食付き、11,900円（税・サービス料込み）

立教大学へのご案内


