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第21回年次大会を振り返って

第21回大会準備委員会委員長 馬場智子（岩手大学）

2022年10月15日から16日にかけて、多文化関

係学会第21回年次大会が岩手大学をバーチャル

会場校として開催されました。3回目のオンライ

ン大会となり、田崎会長のご挨拶にもありまし

たように、皆様もすっかりオンラインになじん

だ中滞りなく2日間を終えられたのではないかと

存じます。初めに、ご発表・ご登壇下さった皆

様、ご参加くださった皆様、そして年次大会準

備委員の先生方には、この場をお借りしてお礼

を申し上げます。本当にありがとうございまし

た。

昨年度学会誌『多文化関係学』の投稿規定の

変更により、実践的な研究の発表の場を拡大し

ようという動きが出てまいりました。そこで今

回は「特別セッション」を設け、教育実践に関

わる研究を募集し、最後に全体討論を設定いた

しました。これは、自身が発表する際に、発表

者同士が互いの実践についてどう感じられたか、

どのような視点で捉えなおせるかという議論を

するには、時間の制約が大きいと思うことが

多々あったという経験から構想したものです。

結果、実践間での比較、あるいは共通の課題に

ついての議論が活発に行われたと伺い、とても

嬉しかったです。

今回は感染症の影響を受け完全オンラインで

実施しました。もちろん対面開催での交流、思

わぬ出会いというのは何物にも代えがたい機会

ではありますが、地方で勤務をしていて感じて

いるのは、これまで校務のために参加をあきら

めていた国内外の学会に、その時間さえ空けら

れれば参加し、議論に加われるという大きな可

能性が開かれたという手ごたえです。今後、状

況が改善した後も、対面開催やオンライン開催

を（制約の中ではなく）自由に選択する、とい

う事も考えられるかもしれません。
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開催日：10月15日・16日【オンライン開催】

第21回年次大会 大会準備委員会

委員長 馬場智子 （岩手大学）

副委員長 小林浩明 （北九州市立大学）

会計 申知元 （神田外語大学）

特別セッション 山田 直子 （筑紫女学園大学）

多文化関係学会 第21回年次大会

大会テーマ「縁側」知の生成に向けて～多文化関係学の潜在力と学びの可能性
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基調講演

多様性と対話する
〜「多文化共生」社会のこれまでとこれから〜

今年の基調講演は関西学院大学社会学部教授

の岩渕功一氏をスピーカーとしてお迎えした。

日本でのテレビ局勤務後オーストラリアへ留学

しPh.D取得、帰国し日本の大学で教鞭を執った

後、再びオーストラリアに渡り、メルボルンの

大学でアジア研究所長に就任という、研究者と

してのキャリア全体を日豪を行き来して過ごし

てきた岩渕氏は、同経験を通じ「越境」が自ら

の体験に根ざした研究上のキーワードとなった

と語る。そうした中で自分の中の「内なる他

者」とどう対話するかが重要なテーマになると

ともに、多様性への思惟が自然と起きていった

という。

岩渕氏はまず、かつて欧米中心に称揚された

「多文化主義」が衰退した背景には、国内に存

する文化集団をナショナルな枠組みで峻別し政

策に反映させようとする「マルチカルチュラリ

ズム」が内的多様性を見えにくくし、文化の

「共有」を強調し過ぎることで固定化された文

化観が一般化する結果を生んだ事実を指摘する。

一方で、寛容の名の下に、文化に纏わる他者性

が常に消費対象化されてきた現実をふまえ、

「多様性」の意味の再考の必要性を説く。

岩淵氏によれば、これまで奨励されてきた多

様性とは、個人化された「役に立つ」多様性で

あって、社会に対し挑戦的な集団的差異ではな

い。そうした脅威を排除したうえで「有用な」

者のみを包摂する分極化が各地で起きており、

結果的に実質的変革を伴わないトークニズムな

ど、多様性の奨励がもたらす行為の不遂行性と、

構造的問題としての制度化された差別や不平等

はそのまま残されることとなる。そして、日本

も例外ではないと岩渕氏は述べる。日本の企業、

大学、自治体などでは、多様性がスポーツなど

表舞台に上る人びとのみを対象に好意的に語ら

れる一方、技能実習生など社会を底辺で支える

人々とは結びつかないかたちで論じられている。

さらに、日本人対外国人という二項対立でのみ

エスニシティの多様性をとらえる伝統がこれを

助長しており、そのことがすでに国内に存在す

る多様性から目をそらしてしまうという、いわ

ば「多文化主義なき多文化共生」の様相を呈し

ているのが日本の現実だという。

重要なのは、社会において苦難、生きづらさ

を抱えて生きる人々の問題を自分事として理解

し、対話・協働する努力をすることであると岩

淵氏は提言する。まずは、我々が「内なる他

者」に向き合い、自らも開放する変革に向けた

連帯を構築していくことが重要である。そのた

めには、「多様性」の意味を問い直し、共生へ

の新たなアプローチを探っていくことが必要で

あると岩渕氏は説く。

具体的には、個人や集団の中に交錯する多様

な差異に目を向けること、不平等をもたらして

岩渕功一氏

【講演者】岩渕 功一 氏 関西学院大学社会学部 教授

＜多様性との共生＞研究センター所長



4

いる差異に対するケアをしていくこと、そして

最終的にはR.Williamsのいう市民間の対話の上に

立った「共通の文化」の醸成に向けた「社会の

学び」（public pedagogy）を行うことが求められ

る。この「学び」への4つのアプローチとは、安

易な「正解」を求めず、多様性の真の肯定的意

味を建設的に問う「批判」、「無徴化された特

権」としての自他を分断するこれまでの知を脱

構築することで、自らの特権を解体し他者に対

する偏見を解きほぐすとともに、マイノリティ

とマジョリティとの間の壁の頑強さへの気づき

を促すための「学び捨て」、他者の苦難、生き

づらさを自分ごととして理解し想像しようとす

る力である「共感」（ただし共感は出発地点で

あり目的地ではない）、そして、基本的には差

別の重層性を表す概念であった交差性

（Intersectionality）を、様々な差別に共通する構

造的要因を明らかにするために援用することで

横断的協働を通じた「連帯」につなげていくこ

とを指す。この連帯とは、構成員皆が当事者意

識をもって課題に取り組む緩やかながらしなや

かな連帯であるという。

最後に岩淵氏は、S.Ahmedの「多様性との対話

とは正解なき思索と実践の旅」との言を引き、

多様性にどう向き合い対処すべきかを「問い続

けること」、多様性を解決した問題としないこ

との重要性を指摘して講演を締めくくった。

これまで当学会とは直接の関わりのなかった

岩淵氏だが、異なる背景を持つ他者との共生の

あり方を探る対話の場としての「縁側」の概念

は大きな意義を持つものと述べてくださったこ

とで、我々学会員も大きな励ましをいただいた

と感じる。特に、「文化」を扱う我々が、その

捉えどころのなさを理由に「多様性の」の安易

かつ無批判な称揚をよしとしていないか、改め

て自らに問うきっかけをいただいた講演であっ

た。

報告者：河野秀樹（目白大学）

今年度の大会では、2018年から開始した「学

会創設20周年事業」の一環として実施してきた

連続シンポジウムの4回目＝最終年が行われまし

た。本シンポジウムは、「これからの多文化共

生・多文化関係の探求に向けた「縁側」のデザ

イン―学会が「おもしろく」「意義深く」「生

成的な」場であるために―」と題し、学会の

「未来」、これから10年先を展望する機会を目

指しました。

本シンポジウムは、大会に合わせて刊行され

た『「縁側」知の生成にむけてー多文化関係学

という場の潜在力』（明石書店）の著者から猿

橋順子先生（青山学院大学）、原和也先生（順

天堂大学）と 海谷千波先生（杏林大学）の3名、

さらに特別ゲストとして基調講演者である岩渕

功一先生（関西学院大学）を登壇者としてお迎

えしてのセッションとなりました。シンポジウ

ムでは、以下の2つの論点をめぐっての話題提供

学会創設20周年記念事業| 連続シンポジウム④

これからの多文化共生・多文化関係の探求に向けた「縁側」のデザイン
〜学会が「おもしろく」「意義深く」「生成的な」場であるために～

【話題提供者】海谷 千波（杏林大学）・猿橋 順子（青山学院大学）
原 和也（順天堂大学）・岩渕 功一（関西学院大学）

【指定討論者】河野 秀樹（目白大学）

【司会・進行】岡部 大祐（順天堂大学）・藤 美帆（広島修道大学）

【企画・運営】多文化関係学会・学術委員会 20周年記念事業作業部会
岡部 大祐・河野 秀樹・藤 美帆・田崎 勝也（アドバイザー）
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・討論がなされました。第一の論点は、（本学

会及び学会員は今後）多文化共生・多文化関係

の探求に向けてどのようなことを為していくか、

第二の論点は、論点1での目的を達成するために

本学会をどのような場としていくか、でした。

各登壇者による話題提供に続いて、指定討論者

である河野秀樹先生（目白大学）から、「多文

化」「共生」という本学会のキーワードについ

て改めて考える問題提起もなされました。前年

度に引き続き、シンポジウムを登壇者から視聴

者への一方向のものとすることなく、オンライ

ン開催の利点を生かした参加者同士の討論セッ

ションを組み込んで行いました。

多文化関係学では「（多）文化」やその「関

係」の捉え方が論者によって異なることは公然

の事実とされつつも、それらが同じ場で正面

切って議論する機会は限られてきた、あるいは、

回避されてきたように思われます。事実、過去

にはその試みはありながらも、明らかなパラダ

イム間の衝突に終わったものもありました。し

かし、20周年を迎えた本セッションでは、登壇

者同士はもちろん、参加者同士も、異なる「文

化」「関係」「共生」への相互理解の姿勢を保

持した対話に従事する様子がみられました。こ

れは文化研究の社会文化的・歴史的な土壌が整

備されてきたこと、それに伴う研究・教育・実

践に従事する会員の成熟度も高まってきたこと

を感じさせるセッションとなったと思われます。

ただし、ここがあくまでも出発点であるとい

うことを改めて強調する必要があることも事実

です。本シンポジウムでは限られた時間で多方

面へ展開しうる問いが提起され、「着地」とは

とても言えない状況で終わりを迎えました（そ

れが狙われてもおらず、そのことがネガティヴ

な訳でもありませんが）。人々の営みが急速に

変化し、それが減速する兆候は現在のところみ

られないように思われます。その中で生み出さ

れ、問題化されたり、看過されたりする関係性

にどのように迫っていくのか、どのような知を

生み出していくべきなのか、会員一人一人が考

え、議論をしていく必要があります。そのよう

な「縁側」をどのような形で創出していくのか、

記念事業の終了に伴って下火になっていくこと

がないように、学会の更なる展開に向けた「リ

レー」を継続していくことが一層求められてい

るように思われます。

報告者：岡部大祐（順天堂大学）

特別セッション

「教育実践」

【コーディネーター】山田直子（筑紫女学園大学）・小林 浩明（北九州市立大学）

「様々な分野で教育実践を行っている学会員

と、実践と研究について、多分野間対話を行っ

てみたい」という我々企画者の思いのもと、

「教育実践」というテーマを掲げた本セッショ

ンでは、多分野における教育実践に基づく研究

発表が6件行われた。その後の全体討論では、実

践者として、また研究者としての課題との関わ

り方や研究と実践との関係性に関連する経験や

意見を活発に共有した。

第一報告者の蓮井氏は、アメリカをモデルと

しながら導入されたスクールカウンセリングの

現状と課題について述べ、その上で、西欧で発

展した心理療法理論や技法とは異なる自身の実

践を分析し、予防的活動としての一次支援、つ

まりスクールカウンセラーが児童の日常に存在

し、学校が支持的で安全な環境となるような働

きかけを担うことが重要であると説明した。ま

た既存アプローチは、個々の対象が独立してい

るという前提に基づいており、必ずしも日本の

学校現場に適したものとは言えないと指摘した。
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第二報告者の田中氏は、氏が開発したAUC-

GS学習モデルを使用したアクティブラーニング

授業を事例とし、テキストマイニングを利用し

た分析結果が紹介された。この中で、成績の相

対的上位者は能動的に問題を理解する姿勢が示

されたこと、また相対的下位者は受身であるが、

文化の相対性に対する気づきは得ていたと判断

されることから、AUC-GSモデルに基づく教育

は、学習者が多文化関係を理解する能力の涵養

に資するという結論を提示した。

第三報告は、梶谷氏、福本氏、鈴木氏の教育

実践を事例に、多様な学生集団におけるグルー

プ学習のあり方について、具体的な実践内容と

考察結果が紹介された。この中で、学習者の間

の関係性構築が重要であり、関係性を作るため

の場づくりが鍵であると説明した。具体的には、

アイスブレイキング、協同学習、コミュニケー

ションの双方向性、教員の対話的コミュニケー

ション、多様性に対する配慮が紹介され、これ

らによって作られた場が学習者間の関係性構築

を促し、学習効果の期待できるグループ学習が

可能になると説明した。

第四報告者の海道氏と久保田氏は、多様な考

えの表出を保証する授業づくりや多様な背景を

持つ他者との交流学習を実践する中で、クラス

メート間の衝突とその解決過程に注目し、相互

の関わり合いを「関係規定的存在」として児童

の行為のあり方を考察し、その結果を報告した。

児童の記述とフィールドノートを主なデータと

して質的分析を行った結果、児童はコンフリク

トの状況理解や解決において、互いの思いを聴

き合う行為が促されていたこと、また解決の過

程では双方の合意を探る姿勢が見られたことが

報告された。

第五報告は特別セッションを企画した山田と

小林が、異なる専門領域を持つ者が当事者とし

て自身の経験を語り、各々の経験を交錯させる

ことで実践や研究をめぐる事象や問題への理解

を構造化させる取り組みを報告した。再帰的自

己語りとその相互関係を分析した結果、4つの共

通課題（実践・研究の方法論、外国語教育のア

プローチ、留学生と日本人学生という二項対立

的思考、大学教員が抱える課題）が明らかに

なった。異分野間対話は個人の経験や問題が公

共性のあるものとして認識される方法となりう

ることを指摘した。

全体討論では実践と研究との関係性について

フロアの参加者からも多くの意見が発せられた。

社会の変化のスピードが速く、目の前の実践を

分析している間にその実践が適合しないものに

なってしまう傾向や、自身の所属する専門領域

では課題へのアプローチに限界を感じていると

いう点、実践研究の発表が個別の事例の積み重

ねで終わり真の意味での知の共有ができていな

いのではないかという懸念、さらには研究者と

非調査者との関係性の課題など多くの点が指摘

された。本セッションを通して、報告者は今日

的課題や教育実践の中から生まれた問題の解釈

や理論を、多様なディシプリンを持つ研究者・

実践者と共有した。これが新たな知へ発展し、

公共性の高いものとなるためには、継続的な対

話や協働が求められると感じた。

また、大会終了後のアンケートや参加者の声

からは、このような「議論の場」が設けられ、

活発な意見交換が行われることに本学会らしさ

を感じるという評価をいただいた。継続的な対

話や協働を実現する場としての学会の存在や年

次大会の持つ意義を改めて認識することができ

たので、次年度の年次大会に生かしたいと思う。

報告者：山田直子（筑紫女学園大学）

小林浩明（北九州市立大学）



石井米雄奨励賞

第21回年次大会における石井米雄奨励賞は、「該当者なし」となりましたことをご報告いたしま

す。今回は2件の研究発表が審査対象となり、審査員による厳正な審査のもと、上記の結果となりま

した。

石井米雄奨励賞審査プロセスとして、学術委員以外から審査員3名を選出し、一次審査（抄録審

査）、二次審査（口頭発表の内容並びにプレゼンテーション審査）を実施いたしました。3名の審査

員による審査結果の概要は以下の通りです。今後、本奨励賞に挑戦する若手研究者の方は審査員か

らのコメントを参考にしていただき、ご自身の研究のブラッシュアップにご活用ください。

石井米雄奨励賞は、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、

表彰することを目的とする本学会の制度です。応募者要件は、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等、となります。該当する会員の方々は、次年度大会では

奮ってご応募ください。

（学術委員会委員長：岡部大祐）

【審査員より】

2名共に、テーマについては大変興味深い内容のため、下記の点に注意して、引き続き研究

を続けてほしいと審査員一同願っています。

抄録については、問題設定、先行研究、方法論、調査対象や結果の提示の仕方について今

以上に批判的かつ学術的な視点で作成してください。特に、一人の候補者は、抄録・口頭発

表ともに研究成果が手際よくまとめてありますが、研究において主題化された概念を裏付け

る事例の選定や分析においてやや説得力に欠けており、もう一方の候補者は、口頭発表と比

較すると、誤字脱字も含め抄録の時点での完成度が低い点が審査結果に大きく影響をもたら

しました。

発表の仕方については、抄録ほどの問題はありませんでしたが、質疑応答の際に、研究の

キーとなる部分について、しっかりと準備しておく必要があります。

2022年度多文化関係学会 理事会議事録 抄録

■第1回理事会 議事録

日 時：2022年5月14日（土）11時～13時

場 所：オンライン開催（Zoom）

出席者：田崎勝也、田中真奈美、石井英里子、申知元、小坂貴志、伊藤明美、河野康成、

内藤伊都子、馬場智子、叶尤奇

欠席者（委任状あり）：小林浩明、岡部大祐、畠中香織、渋谷百代、江藤由香里、宇治谷映子、

笠原正秀

（敬称略・順不同）
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1. 報告事項
(1) 2022年度第21回大会運営委員会からの報告（運営委員長：馬場智子）

• 運営委員会のメンバーは次の通りである。
馬場智子先生、小林浩明先生、申知元先生（会計）、山田直子先生（特別セッション企画）

• 5月1日から発表申込を開始したが、現時点では申し込みがまだない。
運営委員会で検討した結果、申し込みの期限は延長しない（ただし、締め切り日をメールにて
リマインドする予定）。なぜならば、委員の中から、申し込み期限が2つになると、条件の公
平性に欠けるのではないかという意見が出たためである。

• 総会に関して、全会員が参加できるように、田中先生が、Zoomリンクを作成して公開する。

(2) 事務局からの報告（事務局長：石井英里子）
本日時点で、正会員210名、シニア会員4名、学生会員33名、合計247名。昨年度と比較して、
会員数はあまり変わっていない（学生会員には少し変化があった）

(3) 2022年度活動計画について（各委員会委員長）
• 学術委員会からの報告：現時点なし
• WEB管理：なし
• 選挙管理委員会からの報告（選挙管理委員長：小坂貴志）
今年度（2022年度）は選挙の年になる。1期の先生方に継続していただきたい。

(4) 地区研究会委員会からの報告
■北海道・東北地区研究会より（地区研究会委員長 馬場智子）
年次大会を主催するため、大会終了後に予定を検討し、年1回開催する予定である。

■関東地区研究会より（地区研究会委員長 叶尤奇）
夏休み中に、河合優子先生（立教大学）をお迎えして、お話しをいただく予定である。開催日
程等が決まり次第、メール等でお知らせする。

■関西・中部地区研究会より
報告なし

■中国・四国地区研究会より
報告なし

■九州地区研究会より
報告なし

(5) 学会誌編集委員会からの報告
5月10日過ぎに論文投稿数等について取りまとめて、後日メールにて報告する予定である。

(6) ニューズレター委員会からの報告（ニューズレター委員長 内藤伊都子）
• 理事会第3回と第4回の議事録の情報を次号に掲載する予定である。
• 田中先生より、畠中先生に第3回と第4回の議事録をホームページ上の公開を依頼する。
• 事務局石井先生から現時点の会員情報をいただく。
• 6月発行に向けて編集中である。

(7) 財務委員会からの報告（財務委員長 申知元）
• 決算案に関して、約168万円の収入があった。そのうち、学会費（約163万円）や学会誌販売・
論文使用料（約5万円）が含まれている。支出に関して、主に学会誌の印刷、ホームページの
リニューアル、事務局の費用が生じた。なお、先生方の負担を軽減するため、事務局代行を探
す必要がある。2022年度への繰越金は約600万円がある。

• 監査は5月に無事終了したため、書類を保管する。
• 全体の支出が少なかった（出張の支出がほとんどなかった）

(8) 学術委員会（20周年記念事業）からの報告 なし

(9) その他 なし
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2. 審議事項
(1) 2022年度予算について

• 予算案に関して、事務局運営費を通常通りに含めた。会員サイトを更新するために、33万円の
予算を入れた。そのほか、変わりはない。全体的に、マイナス（赤字50万円程度）になる可能
性がある。ただし、学会員の人数を少なめに見積もっている。会議費用や事務局運営費、地区
研究会の支出等は多めに見積もっており、使用しない可能性もある。

• 上記の予算案について、理事会での承認を得た。

(2) 特定課題研究について なし

(3) 2022年度第21回大会について（運営委員長：馬場智子）なし

(4) 今後の大会運営の方法について（馬場智子）
• 議題1：今度の委員会議で、地区研究会単位での開催は困難な段階にきていることが判明した。
少し大きなブロックで考えた方が継続可能な方策ではないかと考えられるため、開催単位の変
更について審議をお願いしたい。

• 理事の意見：
 地区研究会ごとに引き受けたことではないか。
 過去は関東もしくは関西で開催された。第17回以降は、地区ごとに運営しているイメージで

あった。なお、第13回が福島で開催された際に、手伝ってくれる人が少なかったため、ボラ
ンティアを募集した。また、外部施設を利用した。これまで、対面開催された会では、開催
地周辺の方が協力し合っていた。

 地方の場合、学会員同士は距離的に離れているため、集まりにくい。
 大会運営を業者に依頼する前例もある。
• 議題2：大会委員長はメンバーを集めることが難しい場合があるため、大会運営を手伝うため、
理事会で大会委員会を常設してもらいたい。

• 理事の意見：
 継続可能な委員会運営を目標としたい。例えば、基調講演やシンポジウムは大会運営委員会

以外の委員会から協力を得ることが考えられる。
 過去の経験（北海道地区）から見れば、地区研究会が大会運営を引き受けた。大会を引き受

けるかどうかに関して、地区研究会のメンバーで議論を行った。地方で年次大会を開催する
際に、その地方への期待感があると考え、北海道地区の特徴を表現できるような基調講演や
シンポジウムを企画した。ただし、このような形式の年次大会の運営は、地区研究会のメン
バーにとって大きな負担になる可能性があるが、地区の委員が中心メンバーになっても良い。

 大学以外の場所で開催する場合、相当の能力が必要になるため、大学が会場になることが理
想的である。また、オンラインの利点を活かしたほうが良い。地域性を活かすべきである。
理事会の中に、年次大会運営委員会の常設に賛成する。

 会場校の大学の非常勤講師を務めたため、会場の様子を十分把握したため、お手伝いしやす
かった。そのため、会場校の先生の同僚の先生方にお手伝いいただけたら助かる。

 大会委員長自身のネットワークを活かして運営を任せても良いが、そうではない場合、サ
ポートチームがあれば、相談できる。

 迅速に対応できるという点から、財務担当は年次大会の会計を兼務したほうが楽であるが、
すべての経費を1人に任せる点が懸念される。

 開催校にいる同僚の先生に手伝っていただくことも可能
 開催地を決めることが大きな仕事である。現時点では、個人のネットワークに頼らざるを得

ない。大会運営委員会を常設することに賛成する。大会運営委員会のメンバーは順番にまと
め役を担当することも考えられる。地区研究会の開催を通じて、その地区の学会員のつなが
りを深めれば、年次大会の運営にも手伝ってもらえる。なお、負担が大きすぎる場合、年次
大会を年2回の開催も考えられる。

• 提案（田中先生）：
① 大会運営委員会を常設する方向、具体的な案は田中先生と執行部の先生方と相談して次回の

理事会にて報告する。
② 地区研究会単位またはより大きなブロックで引き受けるかどうかに関して、地区研究会連絡

委員会にて議論していただくように、委員長の小林先生に依頼する。
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(5) 会員専用サイトの改正について（Webサイト等リニューアル委員長 河野康成）
• 会員専用サイトに関して、これまで次のような意見があった。具体的には、学会員の所属地区
が表示されれば、コミュニケーションが取りやすくなること、現在の研究領域の分類に基づい
て査読者を探すのは難しいこと、学会員には現在の研究領域を選びにくいなどの意見があった。
また、学会ホームページのリニューアルの業者に、会員専用サイトの改正を依頼したいが、コ
スト面とセキュリティ面において心配がある。そして、学会員にとって、会員専用サイトの利
点が何かを明確にしたい。

• 会員専用サイトを改正したいが、具体案はまだ明確になっていない。
• 会費納入サイトと会員専用サイトを一元化すれば、そのサイトに情報（例えば、会員の所属地
区）を追加することが可能になる。

• 石井先生と河野先生に、両サイトの一元化の可能性を議論してもらい、次回の理事会にてご提
案いただく。

(6) その他
選挙の方法について（選挙管理委員会長 小坂貴志）

• 2020年度の選挙の際に、Web投票がスムーズに行われた。候補者リストは、執行部の先生と相
談しながら作成する。

• 次回の選挙において、Google formを利用したオンライン投票を実施することについて、理事
会での承認が得た。

＊2022年度第2回理事会
• オンライン開催
• 候補日：8月6日、8月13日、20日
 日程調整サイトで皆様の都合を伺ってから決定する予定。

以上。

■第2回理事会 議事録
日 時：2022年8月4日（木）13:00～14:20

場 所：オンライン開催（Zoom）
出席者：田崎勝也、田中真奈美、笠原正秀、石井英里子、岡部大祐、渋谷百代、叶尤奇、

小林浩明、河野康成、内藤伊都子、宇治谷映子
欠席者（委任状あり）：馬場智子、江藤由香里、伊藤明美、申知元、小坂貴志、畠中香織、

馬場智子
（敬称略・順不同）

1.  報告事項
(1) 第21回大会運営委員会からの報告（大会準備委員長 馬場智子、副委員長 小林浩明）

• 申し込み件数は8月4日時点で24件。うち研究発表が19件、特別セッションが5件。
• 石井奨励賞の該当者が3名。
• 発表原稿の締め切りは8月31日。
• 司会進行は依頼予定。
• 年会費の確認が必要。
• 振り込み用紙に会員番号が無記入のものがあり、本人確認ができないことがあるので、会員に
はルールを守るように徹底して欲しい（事務局から再度依頼する）。

(2) 事務局からの報告（事務局長 石井英里子）
会員数：一般会員215名、学生会員36名、シニア会員4名を含む，計255名。

(3) 地区研究会委員会からの報告
■北海道・東北地区研究会（委員長 馬場智子）
報告なし。

■関東地区研究会（委員長 叶尤奇）
来たる8月6日に研究会をオンラインで開催する予定。テーマは『共感と交差 マジョリティと
しての「日本人」の他者理解と意識変容』，講師は立教大学・河合優子先生。

10



■関西・中部地区研究会（委員長 宇治谷映子）
報告なし

■中国・四国地区研究会（委員長 江藤由香里）
報告なし

■九州地区研究会（委員長 小林浩明）
報告なし

(4) 学会誌編集委員会からの報告（学会誌編集委員長 渋谷百代）
• 学会誌第19巻の作業がスタート、原著論文10本，内1本は探索的研究論文に変更を促したので、
探索的研究論文が2本となる。探索的研究論文1本が委員会によりリジェクトされ、他は査読に
回した。現在は再査読用に原稿を戻す。

• 委員会によるリジェクトの基準が明文化されていないので現在議論中。
• 次期の委員長と委員が未だ未定。
• 査読を外部に頼むケースが多く、学会員に協力を求める。
• 査読者を募るために、論文に協力者の名前を載せる以外にもインセンティブが必要。

(5) ニューズレター委員会からの報告（ニューズレター委員長 内藤伊都子）
次回は2月に発行予定、内容は年次大会の特集になる。原稿依頼案を関係者に後ほど送付する
予定である。

(6) 財務委員会からの報告（財務委員長 申知元）
• 主な支出として、ホームページの管理費(19,800円)の支払いがあった。その他、通信手数料や
送付手数料などの経費の支出があった。

• 春風社から『異文化コミュニケーション事典』の印税（12,037円）が入金された。

(7) 学術連絡委員会からの報告（副会長 笠原正秀）
2月22日、3月19日、4月23日に委員会を開催し，地区研究会に関すること、学会誌原稿の申し
込み、原稿査読のガイドラインなどについて協議した。

(8) 学術委員会（20周年記念事業）からの報告（学術委員長 岡部大祐）
• 記念出版の準備を大会に間に合うように進めている。
• 大会二日目の基調講演シンポジウムのゲスト依頼を確定。
• 石井奨励賞の該当者はなし。
• 学術委員の後任が見つかっていないので候補者がいれば推薦をお願いしたい。

(9) その他
広報委員会（委員長 畠中香織）

• ホームページリニューアルを依頼したグラスホッパー山崎氏より、6月7日（火）にウェブ操作
について引継ぎを受けた。

2. 審議事項
(1) 運営委員会の常設について（副会長 田中真奈美）
＊大会開催場所
• 開催場所は委員長に一任
• 開催校担当と委員長を分けることに関しても委員長に一任
＊運営委員会の形態
• 地区研究会が中心となって引き受ける
• 委員長が個人として引き受ける
• 会員数に応じて、開催数を調整し開催の順番を決定
• 合同開催もあり
• 年次大会開催年は、地区研究会の研究会（特別企画）と兼ねることも可能
＊基調講演・シンポジウム・特別企画
• 委員長・運営委員会が企画
• 学術連絡委員会等が企画
• 持続可能性のために、運営委員会の負担を軽減する

11



＊運営委員会の委員は2年

• 委員長：大会委員長か副委員長（2年）

• 会計：財務委員長

• 抄録、プレカンファレンス、大会Webなどで2，3人の委員が必要

• 委員は若手をリクルート

＊懸案事項

• 抄録のペーパーレス化

• オンライン開催の可能性

• 懇親会で若手の参加率を上げる方法

また、地区研究会連絡委員会から、依頼のあった検討事項について、報告があった。

• 大会委員長の引き受け方について地区が受けるものではという誤解があったことが判明。

• 会員が地区を選べるようになれば、地区で引き受けることも可能になるかもしれない。

• 現状では会場校の引き受け手があるかどうか不安なので、何らかの対策を取るべき。

以上の説明があり、理事会では運営委員会の常設について承認された。

(2) 将来構想委員会設置について（会長 田崎勝也）

• 今後必要な時に会長が呼びかけて開催する。

• 委員は、会長が任命する。

• 委員長に任命された笠原氏のもとで7月15日16日に開催された。

• 新たな人事、運営委員会、学会誌、若手研究者のためのプログラムなど今後の学会のあり方に

ついて検討をする予定。

(3) 地区研究会の規定について（副会長 笠原正秀）

• 地区研究会連絡委員会委員長の小林氏から地区研究会の位置づけを明文化して欲しいとの要請

を受け、3月19日に連絡委員会で地区研究会に関する規定案を作成した。

• 詳しい内容は後日理事会メールで流すので一読し、意見を寄せて欲しい。

• 理事会では地区研究会の規定を学会の規定に追加することが承認された。

(4) 新設の理事について（会長 田崎勝也）

• 若手会員を増やすために、若手研究者担当の理事を次年度から置く。

• 新設の理事は、選挙によって選出する。

(5) その他

広報委員会（委員長 畠中香織）

• HPの更新作業はグラスホッパーの山崎氏に依頼する。年一回の作業でコストは約15,000円。

• 以上の件は理事会で承認された。

＊2022年度第3回理事会

2022年10月2日10:00～オンラインにて開催予定。

以上。

■第3回理事会 議事録

日 時：2022年10月2日（日）10時～12時

場 所：オンライン開催（Zoom）

出席者：田崎勝也、田中真奈美、笠原正秀、石井英里子、渋谷百代、馬場智子、伊藤明美、

叶尤奇、河野康成、内藤伊都子、小坂貴志、畠中香織、矢元貴美、申知元

欠席者（委任状あり）：岡部大祐、小林浩明、江藤由香里

（敬称略・順不同）
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1.  報告事項
(1) 第21回大会運営委員会からの報告（大会準備委員長 馬場智子、副委員長 小林浩明）

• 発表者の抄録提出が完了し、プログラムの公開を準備している
申込時と抄録提出時にタイトルの変更が4件
→申込後のタイトルの変更は受けつけないことを伝え、変更なしに対応する予定

• 申込締切（10月9日17時）後、大会の参加者向けに抄録の公開を予定
• 査読時は結果が明らかになっていない、もしくは研究分野の特性によって、タイトルの変更
が必要なことも考えられる
→査読のチェックリストを基に、目的と研究計画が明確であること、抄録の時には結果・考
察まで記載することを求めている
→今後、大会運営委員会にて方針を考える

• 当日発表がキャンセルになった場合は司会の先生から大会運営委員会に連絡をしてもらい、
ホームページなどに反映する

(2) 事務局からの報告（事務局長 石井英里子）
会員状況：正会員214名、学生37名、シニア4名、合計255名

(3) 地区研究会委員会からの報告
■北海道・東北地区研究会（委員長 馬場智子）

12月4日にオンラインで開催予定
灘光先生が発表予定

■関東地区研究会（委員長 叶尤奇）
8月5日河合先生
申込者26名、参加者20名
報告書はニュースレターに送る予定

■関西・中部地区研究会（副委員長 矢元貴美）
来年度から委員長が変更予定（宇治谷先生→矢元先生）
現在、次の研究会の計画はない

■中国・四国地区研究会（委員長 江藤由香里）
11月中に研究会を予定している

■九州地区研究会（委員長 小林浩明）
年次大会後に研究会を企画している

(4) 学会誌編集委員会からの報告（学会誌編集委員長 渋谷百代）
• 19号の進捗：10月上旬に入稿を予定している→年内に発送できるように準備
• 11本投稿され、5本ほどが掲載予定（原著論文のみ）
• 今回は書評を見送りし、今後どのように書評を作成するのかについて委員と相談中
• 編集委員を募集中
• 在庫管理のため、印刷部数を減らすことを検討中

(5) ニュースレター委員会からの報告（ニュースレター委員長 内藤伊都子）
• 2月に発行予定（年次大会の特集）
• 担当の先生（年次大会および地区研究会）は執筆の準備して欲しい
• オンラインになっていることによって、写真が少なくなっている
可能であれば、写真の提出を希望

(6) 財務委員からの報告（財務委員長 申知元）
研究会などにおける支出に関しては、連絡して欲しい

(7) 学術連絡委員会からの報告（副会長 笠原正秀）
報告なし

(8) Web管理・広報委員会からの報告（委員長 畠中香織）
メールリングへの案内が遅くなる時があることを理解して欲しい
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(9) 学術委員会（20周年記念事業）からの報告（学術委員長 岡部大祐）
• 学会創設20周年記念事業
校正が終了、装丁も決定し、印刷開始
サンプルが13日に完成予定であり、大会当日にはお披露目できる予定
販促のため、（予約）注文も受けられるよう準備を進めたい

• 記念シンポジウム
登壇者：関西学院大学の岩渕先生（『多様性との対話』ダイバーシティに関する研究）
10/4（火）に登壇者及び学術委員会で事前ミーティングを予定
登壇者の顔合わせ、テーマの確認、アイディア共有など
積極的な参加をお願いしたい

• 石井奨励賞の審査
参加者と審査委員のスケジュールの調整が必要
発表者には録画許可をいただき、対応いただくことで対応
審査委員の先生方のご協力のもと進行中

• 特定課題研究の現状と今後
前年度の募集についても応募なし
委員会では制度そのものの廃止あるいは会員に訴求する研究支援の新制度の可能性を議論中

(10) その他
21年次大会の基調講演などを学会誌に載せることについて
→学術委員会との相談の上、理事会で報告（もしくは、審議）

2. 審議事項
(1) 会費納入委託について（事務局長 石井英里子）
• Shikuminetを利用予定
• 会員管理・決済管理・イベント管理が可能になる
• 初期費用はかかるが、事務委託料に比べると費用軽減が期待できる
→承認。今後はWeb管理・広報委員会とWebサイト等リニューアル委員会などで話し合う

(2) 総会議案について（副会長 田中真由美）
• 総会での報告内容の確認
• 総会後に地区研究会の交流会を予定

(3) その他
選挙について
• 年末から新年に向けてWeb選挙
推薦の受付が11月末
基本2期（4年）、最大3期（6年）

• 2020年度の選挙：理事会推薦（2名）→会員推薦（6名）
2022年度の選挙：理事会推薦（未定）→会員推薦（未定）
中部、北海道の地区委員長2名は会員推薦枠予定

• ニュースレター委員長→内諾者あり
• Web管理・広報委員会委員長→後任を探している
• 選挙管理委員会委員長→後任を探している
• 学会誌においては、次期から副委員長も理事会に入れて欲しい

＊2022年4回の理事会
引継ぎのため対面による理事会（必要に応じてハイブリッド開催を検討）
場所：名古屋椙山女学園大学
日時：2023年3月12日（日）13時から
経費支援：学会財務から交通費の半額を支援する予定

以上。
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地区研究会報告

【講演内容】

灘光先生による概要をもとに、ご講演内容を

振り返る。近年、個人の内面的世界を探求する

質的方法論としてナラティブ・アプローチが注

目を集めているが、さらに感情や感性を中核に

据え、表現様式の「枠」に囚われず、知の体制

を揺り動かそうとする新しい試みも見られるよ

うになってきている。今回のご発表では、自ら

の感覚、感情、存在そのものを活用し、書く行

為を通して他者と繋がろうとするオートエスノ

グラフィー(Autoethnography 以下AE)、そして研

究手法にアートを用い感性に働きかけるアート

ベース・リサーチ (Arts-Based Research 以下

ABR)を取り上げ、これらの研究アプローチに通

底する特徴や課題について先生からの分析を示

されるとともに、参加者との意見交換を行った。

両者の共通点として、「共感」が軸となって

いる事が挙げられる。共感は、対象に「to feel

into(感じ入る)」、対象に「ついて」ではなくそ

の内部を感じるような経験であるが、同時に、

共感に至るには、自分の感情や記憶と結びつけ

るなど想像力を用いた意識的なプロセス、すな

わち認知面によるアシストも必要であることへ

の言及もなされた。感情の捉えられ方の推移、

ひいては言葉で語りきれない「何か」に着目さ

れるようになった経緯について示された。

次に、AEが提唱された社会背景として、アイ

デンティティポリティクスが提唱されるように

なった時期で（1960-70年代）、論理実証主義で

の批判が生まれてきた時期でもあることを示さ

れ、ここでは、現在も解決をみない問いである

「誰が、誰についてどのような権威をもって語

れるのか、他者を代表して語れるのか」研究者

が中立を前提とせず、どこに立っているのかを

自覚的である必要性について提示された。

そして、AEの分類についてより詳しく示され、

evocativeなものとanalyticなもの、2つの流れがあ

り、この二つの流れのスペクトラムの中のどこ

かに位置しているという考察を示された。AEは

書いたものを他者との対話の媒体となるものと

いう位置づけであるため、読み物としての完成

度も求められる。それを体現するevocativeな研究

としてCarolyn EllisのFinal Negotiation: A story of

lose, loss, and chronic illnessを挙げ、Ellis自身が描

く事を非常に重視していたことを示された。一

方で創作の手法にも工夫が必要な研究であると

同時に、分析する視点が不可欠であるとの指摘

がなされた。ここでanalyticな研究としてロバー

ト・マーフィーの『ボディ・サイレント』をも

とに「読み応えのある、かつ分析の視点が現れ

たAE」について説明された。マーフィーは文化

人類学者として、病気によって障碍者になり初

めて気が付いた自分の体験を記述するのみなら

ず、「通過儀礼」「スティグマ」などの概念を

用いて読者に整理してみせてくれている。

そして、AEが目指すものとして、共感によっ

て対話し、タブー視されたテーマを扱う、沈黙

させられてきたところにゆすぶりをかける、つ

まりは人々への意識への働きかけがあると考察

された。AEの総括として、何がこれまでの質的

研究と違うのかを考えると、共感によってつな

がって理解を広めたいという構えが非常に大き

い。背後には現実を変えたいという強い思い、

批判的な見方があるように思うため、あえて自

分を題材にして開示していくことで訴えたい強

い思いが肝要ではないかと述べられた。

■北海道・東北地区研究会報告

日 時 ：2022年12月4日（日）13:00～15:00

開 催 方 法 ：オンライン開催

話題提供者 ：灘光洋子氏

テ ー マ ：「質的研究の新たな試みについて考える：感情と共感を軸として」
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ABRについては、AEと共通する考えとして、

知識の提供ではなく感受させるという意図があ

り、研究結果を普及させるのにより効果的な方

法にオープンであろうとするものであるという

説明がなされた。岡原正幸によると、ABRには

パフォーマンス性（身体性、共同性、現場性）

が求められるという。結果として広いところに

繋がっていくことはあり得るが、いわゆる一般

化を目指す手法ではない。

次に、小倉康嗣（2020）「第9章 高校生が描

く原爆の絵とエンパワーの連鎖：トラウマ的な

感情の連鎖をめぐって」岡原正幸（編著）

『アート・ライフ・社会学 :エンパワーする

ARB』(207-257頁)晃洋書房を、ABRの実践例と

して紹介された。小倉自身の体験とも関連し、

高校生が長い時間をかけて被爆者の体験を聞き、

絵にするという取り組みを研究し、その際に高

校生に起こった事、被爆者の方がどう変容した

のかという分析がなされている。ここでも、イ

ンタビューによって、あるいはその内容を描い

た絵によって発揮された「共感」に重きを置か

れていることが示された。

また、健康科学におけるABRについても触れ

られ、医療の場でAIの存在が大きくなっていく

であろうこれからを見据え、人が診ることの意

義は、共感をもって患者に関わることではない

か、という見解を紹介された。最後にABRとい

う手法について、3通りの有用性が紹介された。

研究者自身の再帰性を即すための道具、データ

収集の手段（フォト・エリシテーション、フォ

トボイスなど）、研究成果の公表・普及の手段

（劇、ダンス、写真、アート・インスタレー

ションなど）である。例えば、フォトボイスで

は、同じような課題を抱えた人同士が写真を見

せあって自分の気持ちを言葉にしたり違う意見

に触れたりする、気持ちの整理や行政への提言

につなげていくという展開が考えられ、参加者

が積極的に関与するデータ収集と捉えられると

いう見方を示された。

質疑では、やはりAEという手法を用いる際に

は、なぜその手法でなくてはならないのか、と

いう強い思いの必要性について、あるいはAE、

ABR共に、研究者が外部との協働（表現のプロ

フェッショナルなど）が求められる可能性につ

いても議論が展開された。

＊＊＊

（筆者感想）

＊アカデミズムに限定しない成果というのは、

大切な視点だと感じた。研究者（特に社会科

学）が研究を始めたきっかけの一つ「社会的課

題の解決」という初心に返してくれる部分もあ

るのではないか。

＊今後は、どう感じたかをお互いが開示し、気

づきを得る際の研究手法の確立や、これらの手

法による研究成果に接したときの、私たち自身

の捉え方・見方の研鑽が必要になるかもしれな

い。

最後に、今回も地区を問わず、また非会員の

方からも多くのご出席を頂きました。意義深い

ご講演をいただいた灘光先生、そして全てのご

出席の皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上

げます。

報告者：馬場智子（岩手大学）

■関東地区研究会報告

日 時 ：2022年8月6日（土）14:30～16:30

開 催 方 法 ：オンライン開催

講 師 ：河合優子氏（立教大学）

テ ー マ ：「共感と交差⸺マジョリティとしての「日本人」の他者理解と意識変容」

2022年8月6日に本研究会はZoom会議にて、20

余名の参加のもとに開催された。立教大学の河

合先生が「共感と交差：マジョリティとしての

『日本人』の他者理解と意識変容」を演題とし

て、講義をされた。
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【講義】

河合先生は人々の差異が本質化されることな

く認められ、同時に社会的、文化的平等を追求

し、共に生きる社会という意味での多文化社会

をつくるために、マジョリティとしての「日本

人」が、どのように自己そして他者を理解し、

意識変容すべきかという問題意識をもって講義

を始めた。

まず、共感の概念的議論において、共感とい

う概念は肯定的に評価されたことが多いが、共

感の定義は異なるため、多様な定義を考慮した

上で評価がなされるべきであると指摘した。ま

た、共感の意義について、マジョリティがマイ

ノリティを理解する目的で行う共感の実践には

意義があると語った。批判的教育学では認知的

側面だけが注目されているが、多文化や他者理

解にとって感情的側面が重要であるため、共感

を実践する際には、認知的側面だけでなく、感

情的側面にも着目することが必要であると示し

た。さらに、共感の概念化の歴史を説明し、共

感には「レベル」と「視点取得」という2つの論

点 （Coplan & Goldie, 2011）があり、「レベル」

には「高レベル」と「低レベル」が、「視点取

得」には「自己視点」と「他者視点」があり、

論点によって共感の定義が異なることを指摘し

た。

次に、多文化主義的共感において、Boler

（1999）とCoplan （2011）の共感に関する議論

をもとに、マジョリティがマイノリティに対し

て実践する共感はどうあるべきかについて検討

した上で、多文化主義的共感を、高いレベルと

他者視点、つまり感情的側面、認知的側面の両

方を有し、自己と他者の立ち位置の違いを歴史

的、社会的に認識した上で、他者の考えや感情

を想像するプロセスであると定義した。

また、データ分析については、ブラジル生ま

れ日本育ちの在日ブラジル4人の若者（3人は大

学生、1人は工場労働者）の語りを中心とした

『ペルマネンシア―この国にとどまって』（エ

リオ・イシイ監督；2006年）というドキュメン

タリー映画の上映後、これを見て「感じたこ

と」を書いてもらった学生コメント64件（2014

年～2015年に収集）をデータとした調査が行わ

れた。データを分析することによって、自己視

点からのコメントがより多いこと、また自分と

似た経験に対しては他者視点を取れることが明

らかになったと語った。

そして、交差（インターセクショナリティ）

の概念的議論において、交差はアメリカ黒人女

性など周縁化されたマイノリティ女性たちの経

験や運動から出てきた概念であり、最近日本語

においても英語においてもインターセクショナ
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リティという語として普及しており、注目され

るようになる。1989年にキンバリー・クレン

ショーが「人種と性の交差を脱周縁化する」と

いう論文の中で、黒人女性の交差的な経験はレ

イシズムとセクシズムを合わせた以上のもので

ある（p.140）と述べている、福岡県婦人水平社

の機関紙（1925年）の内容から交差的視点から

部落女性の状況を扱うことも読み取れるなど、

交差概念の由来、普及、使用の歴史、応用など

について詳しく説明し、交差の定義（Cho,

Crenshaw & McCall, 2013; コリンズ・ビルゲ ,

2021; アーメッド, 2022）も紹介した。

さらに、共感と交差をつなぐことには、社会

的不平等、権力関係への視点を含めること、お

よび自己視点を他者視点にシフトすることを学

ぶという2つの意義があると指摘した。たとえば、

自己視点のケースに関して、コリンズとビルゲ

の定義を使うことによって、（1）なぜいじめに

対する感情が異なるのか、（2）同じ若者なのに

工場労働者へのコメントがほとんど出ないのは

なぜか、（3）なぜ14歳で来日して学校に行かず

に工場労働を始めなくてはならなかったのかな

どの問題を検討することができる。また、自己

視点と他者視点が近いケースに関して、在日ブ

ラジル人の若者が日本で日本語が通じなかった

ことと留学先で英語が通じなくてもどかしい思

いをしたことは似ているが違う、つまり、自己

と他者を同一視しないという方法として、アー

メッドの概念を使うことができると語った。

最後に、今後の課題について、共感の感情的

側面のさらなる理解と、交差を使った自己視点

から他者視点へのシフトの有効性、交差と感情

の関係などについて考察することが必要である

と述べた。

【ディスカッション】

異文化コミュニケーションにおいて、共感と

いう概念を扱う際には、マジョリティとマイノ

リティのカテゴリーが流動的で、コンテキスト

によって変わるものであるため、コンテキスト

に留意することの重要性に関して、参加者の

方々から意見が提供された。また、インターセ

クショナリティの質的研究に関する本の内容や

想定読者などについて再確認された。インター

セクショナリティという概念を自分の研究にど

のように関連づけたり、援用したりするかにつ

いて、参加者の方々は質問を提供し、河合先生

はそれらに応じて回答した。

報告者：李重（立教大学）

■九州地区研究会報告

日 時 ：2023年1月7日（土）13:30～16:00

開 催 方 法 ：対面（九州大学西新プラザ多目的室）およびオンライン開催

話題提供者 ：大川ヘナン氏（大阪大学大学院博士後期課程・日本学術振興会特別研究員）

テ ー マ ：「当事者であり研究者である私のオートエスノグラフィー －コミュニケーショ

ンとしての研究を目指して－」

①開会挨拶及び、開催主旨の説明

②話題提供者による発表

③発表に対する質疑応答

④ディスカッション

⑤全体討論

⑥話題提供者からのフィードバック

⑦閉会挨拶

＜対面参加者：6名 オンライン参加者：4名＞

多文化社会日本において、様々な問題の解決

に向けてアプローチするためには、研究者によ

る理論構築だけでは、不十分であり、問題の当

事者であることや、問題解決の実践者による具

体的な行動が求められている。

当事者であり、研究者でもある話題提供者の

経験をオートエスノグラフィーから描き出し、

当事者と研究者の関係性についての検討を行う

ことを目的として、九州地区研究会が開催され

た。
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①まず、開会挨拶及び開催趣旨について、九

州地区研究会委員長の小林会員からの説明があ

り、続いて同じく九州地区研究会委員の山田会

員から、話題提供者として大川会員を招いた経

緯について説明が行われた。大川会員は、当事

者であり、研究者であり、実践者である。研究

者と当事者の関係性についてどのような話題提

供が行われるのか、会場の期待が高まった。

②そして、話題提供者による大川会員の発表

に移る。大川会員は、日系ブラジル人3世/在日ブ

ラジル人2世であり、教育社会学を専門としてい

る。在日ブラジル人の教育達成をテーマに研究

が本学会誌の最新号にも掲載されている。本発

表の経緯としては、2022年に異文化間教育学会

の特定課題研究において、それぞれに研究方法

から「移動」をめぐる経験を捉えたことにあっ

たという。「当事者」であり「研究者」であり、

研究の「協力者」になった経験から、「当事

者」と「研究者」の関係性について問い直しが

必要だと考えたのは、質的研究において「描か

れる」ことに関する議論が限定的であり、「描

くこと」「描かれること」の非対称性があると

指摘する。大川会員自身が「描かれた」経験を

持っており、その経験を通じて研究／研究者に

対してある種の違和感を抱いていた。協力者に

とって、「描かれた」ことがその後の人生に影

響を及ぼすことがないのだろうか、当事者の真

実は研究者を通じてしか伝えることはできない

のかという疑問を持ったという。「語れば」利

用され、「語らなければ」相手にされない…

黙っている人は無視される。研究対象者となる

「外国人」に入るためには、いくつかの条件が

必要であるという指摘に、「あなたは、研究を

「善」と前提に、無批判に立っているのではな

いですか」と問われた気がして、調査対象のア

イデンティティを問い続ける非対称な関係性に

ついて深く考えさせられた。

次に、批判的アプローチの視点から研究者と
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当事者の関係性を考えて、オートエスノグラ

フィーに話題が移った。オートエスノグラ

フィーとは、「調査者自身が自分自身を研究の

対象とし、自分の主観的な経験を表現しながら、

それを自己再帰的に考察する手法(井本2013)」で

ある。物語について考えるのではなく、物語を

通じて考えていくことであるという。大川会員

は、自身の物語で、かつての自身をありふれた

ニューカマーだと表現し、大学院に進学したこ

とによって研究者の視点を得たが、一方で葛藤

が生じ、その葛藤を理解していく過程で、オー

トエスノグラフィーに出会ったそうである。さ

らに、物語では、2冊の本を紹介した。1冊は大

川氏を「当事者」にし、文字にされる救いを得

た本である。もう1冊は、大川氏を「研究者」に

し、同時に文字にされる戸惑いを感じた本であ

る。この2冊の本により、矛盾した2人の「私」

を抱えたとのことである。自分自身の描き方に

研究者として納得はできたが、当事者として疑

問が残ったという。研究者の認識は、外部的要

因の影響を受けるとし、それにより当事者の認

識との間にずれが生じていくという。また、そ

のような認識のずれに対して、どのように向き

合っていくのかが重要であり、当事者を交えた

研究発展の可能性について示された。研究のプ

ロセスに当事者の問い直しを組み込むことで、

直線的なものから循環的なものへと変化する可

能性がある。研究自体が1つのコミュニケーショ

ンとなるような循環的な研究のあり方を提起さ

れた。

③質疑応答では、参加者からの質問に大川会

員が答えられた。

④⑤休憩をはさみ、オンライン参加者、対面

参加者に分かれて、ディスカッションを行った。

大川会員の発表を受けて、それぞれが思う所、

経験を語り合う場となった。特に、質的研究に

おける客観性や主観性の考え方、オートエスノ

グラフィーの学術的な概念について議論が交わ

された。さらに、協力者の匿名性と当事者性と

の関わり、研究者と協力者の間にある期待が相

互に投影される可能性などについても参加者か

らの積極的な話題提供が行われ、大川会員を交

えて率直な意見交換が行われた。大川会員は、

インタビューする際に、自分の構え(ライフス

トーリー)をいったん話してから始めるそうで、

研究者として自分の在り方を協力者に見せてい

ることを感じた。

⑥⑦最後に大川会員よりディスカッションを

踏まえて全体へのフィードバックが行われた。

まず、研究を考えた時に、「誰のための研究な

のか」を考えるという。さらに、「型にはまっ

た形ではない研究」、例えば、当事者も学会に

参加するなどの可能性について言及された。そ

して、当事者、研究者という2項対立の問い直し

が必要だと結ばれた。

以上、大川会員の発表を起点として、参加者

も日頃から思うところを吐露することができ、

大変興味深い議論を行うことができた。その結

果、参加者一人一人が自身の研究のあり方を問

い直す機会となったと思う。大川会員の問題提

起は、多文化関係学会で継続的に議論されてい

くべき課題の一つであると考えるため、次年度

以降の研究会においても参加を願いたい。また、

九州地区研究会では、コロナ禍以降、可能な限

り、対面とオンラインでの開催を行っているこ

ともあり、参加者同士で話しやすく、互いが研

究者/協力者となった経験を語りあうことができ

たように思うため、今後もハイブリッド形態で

の開催を継続したいと考えている。一方で、参

加申し込みをいただきながら、当日お姿の見え

ない方がオンライン参加者に多く見られたのが

残念である。

報告者：清水順子（北九州市立大学）

小林浩明（北九州市立大学）
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地区研究会のご案内

【内容】

本学会では、10周年の時点で提示され、また、これまでの多文化関係研究で示されてきた良い点

（領域横断性、多様性の尊重など）は継承しつつも、元々多文化関係学的アプローチが志向したが、

うまく接合できていない実証主義的研究を含めた領域横断性を推進した。また、時代の変化に応じ

て改善すべき論点（ポスト・ヒューマニズムやデジタル・コミュニケーション等）を模索しつつ、

発展的な継承の理路を会員間の対話（トーク）を通じて探り、学会員が相互交流をするなかで発展

の具体的な形を共に考えていきたい。

■関東地区研究会

日 時 ：2023年2月4日（土）10:00～12:00

開 催 方 法 ：対面およびオンライン予定

話題提供者 ：石黒武人氏（立教大学）、岡部大祐氏（順天堂大学）、

中原裕之氏（理化学研究所）、根橋玲子氏（明治大学）、

叶尤奇氏（神田外語大学）

テ ー マ ：「関東地区研究会×学会20周年記念事業『縁側』ダイアローグ～発展的継承へ

の理路とその形～」

■中国・四国地区研究会

日 時 ：2023年2月18日（土）14:00～16:00

開 催 方 法 ：対面（山陽学園大学・山陽学園短期大学記念館2階、202号室）

およびオンライン予定

講 師 ：鳥越麻美氏（岡山大学日本留学情報センター）

テ ー マ ：「東南アジアからの日本留学動向、ミャンマー人留学生の動向を中心に」

【講話内容】

コロナ禍で各国間の移動が止まり日本への留学生数が減少したものの、今後の回復が期待されま

す。東南アジアでは、日本への留学生数が減る国、増える国、と様々であるが、その中で劇的に日

本留学熱が高まっているミャンマーでの日本留学動向について紹介くださいます。長年軍事政権が

続いた当国の政治体制は2011年より民政化へと舵を切り、国内の教育環境も整えられて行っていた

ものの、2021年2月の軍事クーデターによる影響で、その後、若者が海外へ留学や就業の機会を求め、

頭脳流出が加速しています。日本は受け入れ先として人気が高く、今後多くの留学生が見込まれま

す。ミャンマー人留学生について、現地の社会的背景と日本留学最新情報、日本社会や制度の課題

などを情報提供くださいます。

【参加申し込み及び、問い合わせ先】

参加を希望される方は、開催日時までに下記へメールにてお申込みください。多数のご参加をお

待ちしております。

江藤由香里 email: yukari_eto＠sguc.ac.jp （全角の＠を半角の@に変更してください）



お知らせ

会員新書紹介

■『ビジネスエリートが身につけたい教養としてのダンディズム』

著 書：御手洗昭治

出版社：ぱる出版

出版年：2022年8月（¥1,540税込）
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■『異文化コミュニケーション・トレーニング 「異」と共に成長する』

著 書：山本志都、石黒武人、ミルトン・ベネット、岡部大祐

出版社：三修社

出版年：2022年11月（¥3,000＋税）

総ページ数：383ページ

内容：ビジネスエリートが身につけたい明日からでも使える紳士

の流儀の由来と伝統を英国、欧米・日の文化比較で紹介。第1章

「ダンディズムを磨く」食事会での流儀と交際術、第2章「ダン

ディズムを彩る」余暇の楽しみ方と人生観、第3章「ダンディズ

ムを醸す」非言語メッセージの察し方・伝え方、第4章「ダン

ディズムを極める」相手の感情に配慮したコミュニケーション、

第5章「ダンディズムを深める」紳士的なマナーと社交術の文化

学。

覚のうちに固定化していた境界条件の流動化を目指す。葛藤の中に他者への共感と自らのコミッ

トメントを選び取ることの意味を考える。自他の関係性への理解を広げ、深め、「みんなちがっ

てみんないい」と思えない読者、そして「みんな違ってみんないい」の相対主義のその先につい

て考えたい読者にとっても最適な一冊である。

内容：ミルトン・ベネット博士の知覚構成主義（perceptual

constructivism）を体系化して学べるようにした本。多様な文

化、立場性の間で生起する異文化コミュニケーションを動的に

捉え、建設的な関係性を構築していくための考え方と実践力を

身につけるための学術知とトレーニングを示したものである。

身近な「異」と向きあうことを通して、分ける者としての自ら

の関わりと分けることを行う操作の感覚をメタレベルから意識

するための工夫が随所でなされている。国民文化をはじめ無自



≪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いたします。また、メール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、畠中 k-hatanaka＠baika.ac.jp（全角の＠を半角の@に変更してく

ださい）宛に御連絡下さい。

■登録情報更新手順

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

2. ページ下部にある「学会員専用サイトはこちら」をクリック

3. 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

4. 登録情報更新をクリック

5. 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）

Web管理・広報委員会より

学術委員会より

2022年度、学会創設20周年を無事に迎えることができました。学会の新しい展開に向けてご支

援・ご協力いただきました会員の皆様に深く感謝申し上げます。

連続シンポジウムでは、話題提供者として、猿橋順子先生（青山学院大学）、原和也先生（順天

堂大学）、海谷千波先生（杏林大学）、岩渕功一先生（関西学院大学）をお招きしました。詳細は

大会報告を参照していただくとして、「共生」や「関係」といった本学会でも自明とされがちな

キーワードの（再）検討の機会ともなりました。

年次大会に合わせて、学会創設20周年記念出版『「縁側」知の生成にむけてー多文化関係学とい

う場の潜在力』（明石書店）が刊行されました（会員の皆様からの販促協力大歓迎です！）。これ

までの本学会で展開されてきた研究の歩みを批判的に振り返り、新たな展望を模索する論考が多数

収載されています。本学会の会員歴の長短を問わず、本書が誘う「縁側」での対話に参加するきっ

かけとしていただき、更なる学会発展に向けての新たな問題提起やアイディアにつながることを

願っております。上記論集の刊行を機に、会員同士がより自由な形で対話・交流していく新たな取

り組みも企画中です。ご期待ください。

最後に、学術委員会では一緒に「おもしろい」企画の提案・実施をしていく仲間を募集します。

ご関心のある方はお気軽に学術委員にお声がけください。

（学術委員会委員長：岡部大祐）
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■『多文化関係学』第20巻（2023年度）

第19巻はお手元に届きましたでしょうか。次巻（第20巻）の投稿受付を近日中に開始しますの

でお知らせいたします。

次巻投稿の締め切りは，2023年5月10日（水）です。投稿に関する詳細は、学会ウェブサイト

（http://www.js-mr.org/journal/）に掲載される「投稿規程」および「執筆要項」をご確認ください。

なお，投稿カテゴリについては，論文の特徴に応じて適切に審査するために設定しています

（書評/映像・展示評を除いて、いずれのカテゴリも「査読論文」ですが、評価項目が異なりま

す）。投稿原稿ご準備前に「投稿規程」を必ずご一読いただき、ふさわしいカテゴリを選択して

いただきますよう、お願いいたします。

それでは会員の皆様からの投稿をお待ちしております。

■ 2023年度編集委員若干名募集

2023年度に学会誌編集委員として活動してくださる方を若干名募集します。詳細は学会誌編集委

員会委員長宛、jsmr.editorialboard＠gmail.com （全角の＠を半角の@に変更してください）にお問

い合わせください。

（学会誌編集委員会委員長：渋谷百代）

学会誌編集委員会より

新年を迎え、寒さもひときわ厳しくなり、まだ来ぬ春が待ち遠しく感じられます。新型コロナの勢

いは未だ止まりませんが、私達自身の適応力が強くなってきたと感じます。会員の皆様にはお健やか

にお過ごしのことと存じます。これまでに引き続き、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、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。以下、事務局

からのお知らせです。

■事務局所在地について

〒890－0005鹿児島県鹿児島市下伊敷1－52－1

鹿児島県立短期大学文学科石井英里子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）

事務局の所在地が上記に変更になりますと前回のニュースレターでお知らせいたしましたが、諸

手続きの都合上、HP上の事務局は、しばらくの間、前事務局長の田中真奈美先生の研究室になっ

ております。ご理解よろしくお願い申し上げます。

■学会ホームページ「学会員専用サイト」における登録情報の更新について

学会ホームページでは、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。住所、

所属等に変更がありましたら、情報の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

事務局にもご連絡ください。

事務局より
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現在、ホームページの更新の途中でして、入り口がわかりにくくなっておりますが、次のリン

クをご使用ください。

多文化関係学会の学会員専用サイト

https://smallwave-info.ssl-xserver.jp/js-mr_org/membership/

なお、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、「お名前の読み方」を明記の上、事務局・石井英里子（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。

■学会費の納入について

2022年度の学会費納入状況確認作業が終了いたしました。今年度はご入金の確認ができない方

で、連絡先がわかる会員様には事務局より個別にメールを差し上げました。まだ数件のお返事を

いただいておりません。お手数ですが今一度ご確認いただき、お心当たりのある方は、事務局ま

でご連絡いただけますと幸いです。

また、現時点で未納の方は、1月末日を目途に納入をお願い申し上げます。また、納入後は事務

局・石井英里子（admin＠js-mr.org 全角の＠を半角の@に変更してください）までご一報いただ

けますと幸いです。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。

2021年3月31日をもって、これまでの委託先（株式会社アクセライト）との業務提携が終了いた

しました。また昨年の総会で2023年度より新しい委託先（しくみねっと）が決定いたしました。

順次会員様の情報の移行作業を行っております。新しい会員情報サイトが完成次第、MLにてお知

らせいたします。この会員サイトにはメールアドレスが必要になります。この件に関しましてご

質問等ございましたら、事務局・石井英里子（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。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、事務局へご連絡ください。3月末日までにお知らせがない場合は、自動的に会員資格

が更新されます。

■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：石井英里子）
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会員資格 氏名 所属 研究分野 / 業務内容

正会員 PARK, Joonha 名古屋商科大学
社会文化心理学、対人関係の心理
学、組織心理学

学生会員
阿拉坦宝力格
（ALTAN Bulag）

多文化共生、言語社会学、日本語
教育、言語支援、異文化教育

学生会員 穆鈺（MU Yu）
宇都宮大学大学院博士課程
先端融合科学専攻

言語景観・多言語コミュニケーション

正会員 小島直子 立命館大学 外国語教育学・応用言語学

正会員 梶谷久美子 桜美林大学 異文化コミュニケーション

正会員 福本亜希 桜美林大学
日本語教育
（アカデミック・ジャパニーズ）

学生会員 栗木里栄 多文化共生・国際交流協会

（2022年5月1日から2022年12月31日に入会された方）

新入会員紹介 （敬称略、入会順）

ニュースレター委員会より

■著作図書案内・書評・海外シンポジウム参加報告記事募集

ニュースレター委員会では、次回43号（2023年6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

(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：2023年1月から2023年4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字程度で紹介してください

(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：2023年1月から2023年4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字程度でまとめてください

(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、関連学会に参加された場合など

募集対象とする時期：2023年1月から2023年4月末まで



編集後記

ニュースレター第42号をお届けいたします。今号は、第21回年次大会特集となります。基調講演

のほか、今回で4回目となりました学会創設20周年記念事業の連続シンポジウムや「教育実践」を

テーマとして行われた特別セッションの様子などを取り上げております。

年次大会は今回もオンライン開催となりましたが、一部地区研究会では対面とオンラインの併用

開催が報告されております。今後につきましても併用開催の研究会が予定されておりますので、対面

もしくはオンラインでご参加された会員の皆さまにおかれましては、ぜひ研究会につきまして報告者

として記事をお寄せいただければと思います。

ニュースレターでは、会員の皆様がご執筆された著書や訳書などもご紹介しております。今号で

は2冊をご紹介させていただきましたので、ご研究や教育にお役立ていただければと思います。また、

ご紹介する著作の記事も随時募集しておりますので、ニュースレター委員会宛にご連絡いただければ

幸いです。

（NL委員会：内藤伊都子・守﨑誠一）
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◆ 募集対象とする時期： 2023年1月から2023年4月末まで

◆ 記事の送付期日：2023年5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

程度）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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