
 

 

 

 

《異⽂化を学び⾃⽂化を学ぶ》プロジェクト 

2017 年度 活動報告 

  



招待講演① 

「"Sleeping Beauty" – A Fairy Tale in European Tradition – With Historical 

Documents and Artistic Images.」 

2017年 5 月 23 日（火）5 限目、白山キャンパス 6 号館 6201教室にて、⽂学部国際⽂化コミュニケーション学科「異⽂

化を学び自文化を学ぶ」プロジェクト第１回講演会を開催し、「"Sleeping Beauty" – A Fairy Tale in European Tradition 

– With Historical Documents and Artistic Images.」という題目で、ドイツ・グリム兄弟協会理事 Dr. Bernhard Lauer

氏にご講演いただきました。 

ベルンハルト・ラウアー氏は、ドイツのマールブルク大学にて博士号取得（Dr. phil.）され、カッセルのグリム兄弟博物

館館⻑を経て、現在はグリム兄弟協会理事としてグリム童話・グリム兄弟についての研究を⾏い、「グリム童話」展等の

監修を世界各国でてがけていらっしゃいます。2012年には、東洋⼤学 125周年記念⾏事グリム国際シンポジウム「グリ

ム童話 200年の歩み」にて基調講演をなさいました。グリム研究関連業績多数で、⽇本における主要著書としては、『永

遠のグリム童話―カッセル・グリム兄弟博物館所蔵』（⻁頭恵美⼦訳、ブックグローブ社、2003年）等を挙げることが

できます。 

さて、ディズニー・アニメーションでも有名な「眠れる森の美⼥」

の原作とされている童話あるいは⺠話には、我々もよく知るフラ

ンス・バージョン（ペロー童話）の他に、ドイツ（グリム童話）

やイタリア（ペンタメローネ）のバージョンが存在します。本講

演では、そのような「眠れる森の美⼥」という伝承および表象研

究の諸相について、特にヨーロッパ⽐較⺠話学の⼿法を軸として、

数々の挿絵画像と共にお話しいただきました。 

内容は３つのパートに分かれており、第１パートは、ドイツでも

っともよく読まれ、世界各国の言語に翻訳されている『グリム童

話』の成⽴と、その編者グリム兄弟の人となりについての解説でした。ヤーコプ・グリム（1785-1864）とヴィルヘルム・

グリム（1786-1859）のグリム兄弟は、1812年に『⼦どもと家庭のメルヒェン集』（グリム童話）第１巻（初版）を、

1815年に第２巻（初版）を収集刊⾏しました。そしてこの『グリム童話』は、1857年の第７版に⾄るまで、特に弟ヴィ

ルヘルムの⼿により改変がなされました。昔から⼝承で伝わってきたお話を、⺠族の宝として書きとどめ、後の世に残す

という目的で出版された『グリム童話』は、このように、グリム兄弟の創作ではありません。とはいえ、教育の書でもあ

るという位置づけと共に、たとえば残酷な場面やエロティックな場面は、改版の経緯で削除されたり書き換えられたりし

てきました。グリム兄弟の研究分野は、⽂学研究（⽂献学）だけでなく、法学、⾔語学、歴史学や⺠俗学（当時は学問と

してはまだ成⽴していなかった）など多岐にわたっており、特に彼らが編纂した『グリムのドイツ語辞典』は、今でも最

大の語彙数を誇る辞書であり、『グリム童話』とならぶドイツの宝といえます。 



第２パートは、『グリム童話』第 50 番目のお話「いばら姫」

が、⽐較⺠話研究における「眠れる森の美⼥」型の話であるこ

とを基軸に、そのお話のルーツにせまっていくものでした。「い

ばら姫」はグリム・ヴァージョンあるいはドイツ・ヴァージョ

ンといわれ、1812年より『グリム童話』に集録されています。

しかしながら、1697年にはフランスでシャルル・ペローが『教

訓を施した過ぎし⽇の物語』という貴族の⼦⼥むけのお話集を

出版し、そのなかに「眠れる森の美⼥」が収録されていました。

また、1637年にイタリアのナポリ⽅⾔で書かれたジャンバテ

ィスタ・バジーレの『ペンタメローネ（五日物語）』には、「太

陽と月とターリア」というタイトルで、やはり「眠れる森の美⼥」型のお話が収録されています。もっと遡ると、『古代

英国年代記―ペルスフォレ王とフランク宮殿の騎⼠たちの⾏状と武勲』（1528年）に収録されている「トロワリュスと

ゼランディーヌの物語」も、同型のお話といわれており、ルーツは神話にまで遡及できるという、とても興味深い話が続

ききました。ペローのフランス・ヴァージョンには、姫と王子の結婚後、嫁姑問題が続きますし、イタリア―のバジーレ・

ヴァージョンは、姫とよい仲になるのは既婚の王さまであるということから、もともとは子どものためのお話ではなかっ

たことが、容易に推測できそうです。 

 第３のパートは、「眠れる森の美⼥」あるいは「いばら姫」の挿絵の歴史を解説していただきました。もともと『グリ

ム童話』には挿絵が１枚もなく、1825年にグリム兄弟が 50 話をセレクトした『グリム童話 小さな版』を出版した時に、

彼らの一番下の弟で画家のルートヴィヒ・エミール・グリムが、「いばら姫」の挿絵を描きました。それから、オットー・

ウベローデという画家が、ヘッセンというグリム兄弟の故郷の風景を取り入れ、『グリム童話』の挿絵を描きました。ウ

ベローデの挿絵のモデルとなった建物や風景は、今も⾒ることができます。もともとは、「むかしむかしあるところ」の

お話であり、地名や国際色のようなものが排除される語り口の「メルヒェン」（＝お話、童話、おとぎ話）に、このよう

な郷⼟⾊豊かな挿絵が施されることで、『グリム童話』が、また別の拡がりを⾒せていくことになります。つまり、挿絵

画家の解釈やその当時の社会的風潮、芸術思潮あるいは流⾏によって、さまざまな時代のさまざまな地域のさまざまな「眠

り姫（＝いばら姫）」が、描かれていくことになるのです。たとえば、ナチス・ドイツ時代に描かれた「いばら姫」の挿

絵には、当時の軍服を着た王子が描かれていました。ロココの衣装をまとった姫もいれば、たとえばアール・ヌーヴォー

（ユーゲントシュティール）時代のジャポニズムの影響をうけた挿絵には、着物の袖のような衣装の姫もいます。このよ

うなワールドワイドな描かれ⽅とその可能性もふくめて、「眠れる森の美⼥」研究には、たくさんの⽅向性と可能性が広

がっているということでした。 

 最後に、ドイツのカッセルには「グリム・ワールド」という

レジャー施設も兼ねた博物館がありますし、「グリム兄弟協会」

が運営する博物館も、シュタイナウのお城の中にありますので、

ぜひいらしてくださいとのことでした。 比較伝承文学研究お

よびグリム童話研究の基本を丁寧に説明しながら、その問題点

をも解説し、さらに貴重な挿絵をふんだんにつかいつつ、解釈

というものの多様性を説く本講演は、ものごとに対する多角的

視野の重要性を気づかせてくれる大変有意義なものでした。 



  

  

【講師】ベルンハルト・ラウアー 氏 

        ドイツ グリム兄弟博物館 元館⻑ 

        マールブルク大学にて博士号取得（Dr. phil.） 

        カッセルのグリム兄弟博物館館⻑を経て、現在はグリム兄弟協会理事、 

および、雑誌『グリム兄弟ジャーナル』編集⻑。「グリム童話」展等 

の監修を世界各国でてがける。 

         2012年東洋⼤学 125周年記念⾏事グリム国際シンポジウム「グリム 

童話 200年の歩み」にて基調講演。 



東洋大学文学部国際文化コミュニケーション学科開設記念 

学科開設シンポジウム 

2017年 7 月 28⽇（⾦曜⽇）、⽩⼭キャンパス６号館６B１４番教室において、国際文化

コミュニケーション学科の開設シンポジウムを開催。 

 

⼆部構成のシンポジウムで、第⼀部は「グローバルな世界とコミュニケーション〜学⽣⽣活で何を得るか」と題して、

上級⽣による発表が⾏われました。英語コミュニケーション学科四年⽣のお⼆⼈が、TOEICで高得点を出すための勉強法

そして留学について、⾃分たちの経験を踏まえて語りました。第⼆部は「⽂化の多元的理解へのアプローチ〜⼤学卒業後

のヴィジョン」と題し、学科教員が各自の経験をまじえ、大学院で言語学を学ぶことの意味と意義、日本語教師として各

国で働くことのやりがい、他⾔語・多⽂化を⽣きることのおもしろさについて論じました。その後、活発な質疑応答が⾏

われ、新学科の新入生、上級生、教員が充実した時間を共有することができました。 

 このあと、場所を変えて 2 号館 16 階スカイホールにて懇親会が開かれ、その日に、本学で日本語教育における講演を

してくださった藤光由⼦先⽣（国際交流基⾦パリ⽇本⽂化会館・⽇本語教育）もご参加くださいました。、⼊門ゼミナー

ル代表の学⽣のスピーチでは留学⽣の発表もあり、和やかながらも活気のある会となりました。 

 シンポジウム後のアンケート調査によると、シンポジウムについては「先輩、先生方のお話を聞いて、もっと勉強しな

ければならないという気持ちが高まった」「とても身になることばかりだった」という感想が寄せられ、多くの参加者に

とって実りのある会となったことを、学科教員一同喜んでおります。また、懇親会も「普段喋ったことない⼈とも仲良く

なれて予想以上に楽しかった」「またこんな会をやりたい」と好評で、学科としての一体感を持つ機会になったと思いま

す。 

 この催しを通じて新⼀年⽣が、国際⽂化コミュニケーション学科で何を学びたいか、大学生活をどう過ごしたいのかに

ついて今⼀度確認し、今後の学びを有意義なものとしてくれることを期待したいと思います。 

 

シンポジウム発表内容要旨（発表順） 

「TOEIC 受験体験とその勉強法について」鵜名山 翔（英語コミュニケーション学科 4年） 

TOEICテストでスコアを上げるために続けてきた勉強法について提⽰した。キーワードを読み取る⼒が得点向上に繋がる

ため、単語⼒に重点を置いた。⾳声と⽂章がある参考書を使い、ひたすら内容をインプットし、最終確認としてディクテ

ーションを繰り返す。700 点以降は TOEIC ⽤のテクニックを要するので、例⽂集や模試テキストを使い傾向をつかむ。

色々な方法に手を出すよりも、一つのやり方をとことん追求する方が結果に繋がる。 

 

「私の留学体験：協定校語学留学を経て」堀 まふゆ（英語コミュニケーション学科 4年） 

大学 3年次にアイルランドへ 6ヶ⽉間、語学留学をし、語学能⼒だけでなく⼈との繋がり、異⽂化理解、⾃分⾃⾝の変化

という三点に絞り留学⽣活を 1年⽣と振り返っていく形で進めた。クラスメイト間で実際に⽣じてしまう他国に対するス

テレオタイプへの向き合い⽅や、第⼆の家族とも⾔えるホストファミリーとの尊い思い出を加え、語学留学においても語



学の他に⾊々な体験が出来た事を理解してもらえるように努めた。 

 

「留学とキャリア：アメリカの⼤学院で⾔語学を学ぶ」⽵野⾕ みゆき（本学科教員） 

⼤学卒業後のビジョンとして、海外への⼤学院留学という選択肢を提⽰した。留学というと、英語⼒向上や異⽂化体験を

目的として語られることが多いが、キャリアに結びつけるためには、学位取得が有利になる。そのような留学には、２年

以上の留学期間が必要になり、私費で賄う部分も出てくる。限られた留学期間と費⽤を専門分野のために有効に使えるよ

う、英語⼒は⽇本で⾝につけておくことが肝要となる。 

 

「“ネイティブ”教師として海外で日本語を教える」平畑 奈美（本学科教員） 

⽇本から海外に派遣される⽇本語教育専門家として、活動した経験を紹介した。現地では、⺟語話者である⽇本語教育専

門家への期待は⼤きく、責任ある仕事を任されることも多い。そのため、これを目指す⼈間には、⼗分な知識と技術を⾝

につけ、多様な価値観を持つ人々への配慮を持つことが必要であると説明した。また、海外の学習者の書いた日本語の文

章や、実際に⽇本語でコミュニケーションしている動画なども資料として提⽰した。 

 

「アジア系カナダ⼈としての外国語と異⽂化に対する考え⽅」ロサ・スエン（本学科教員） 

多文化な⺟国カナダで外国語を学ぶことと異⽂化に対する考え⽅について話した。⾃分にとって必要性があることと楽し

める練習が外国語の習得を成功させる鍵だと、自分のフランス語と日本語の勉強体験から気付いたことを話した。また、

異⽂化交流においては国籍に関連する固定観念やメディアの情報に左右されず、人間は誰もが個人であり、実際に交流を

図ってみてから判断すべきだと高校時代にあった出来事に踏まえて話した。 

 

  



招待講演② 

「《⽂化活動家から⾒た世界情勢》平和・反映・調和のシンボルとしての⽂化遺産」 

 

 
 

10 月 25⽇、「異⽂化を学び⾃⽂化を学ぶ」プロジェクト 第 2 回講演会が開催されました。 講演者ファザール・ハリ

ク⽒は、パキスタンのジャーナリスト、⽂化活動家で、政治、⽂化遺産など多様な分野で著作活動も⾏っています。今回

の来⽇は、国際⽂化会館・国際交流基⾦共同開催「アジア リーダーシップ・フェロー・プログラム」事業のフェローと

しての招聘によるものです。 

 

講演のテーマは、「⽂化活動家から⾒た世界情勢――平和・反映・調和のシンボルとしての文化遺産」。質疑応答も含め、

英語で実施されました。パキスタンは、仏教、ヒンズー教、イスラム教という 3 つの宗教に関わる豊かな文化遺産に恵ま

れた国です。世界の⼤国の利害関係の錯綜の中で発⽣したテロリズムにより深刻な破壊、⼈権侵害が発⽣しましたが、今

は平和が戻りつつあり、さまざまな産業も発展しています。ハリク氏は、さまざまな宗教が調和とともに共存していたガ

ンダーラ美術の例を引きながら、世界中の⼈々を集わせる魅⼒を持つ⽂化遺産と、世界中から⼈を集めなおかつ⼟地の⼈々

を豊かにするものとしてのツーリズムが世界の中で果たす重要な役割を指摘し、それらは、これからの世界の平和と共存

のシンボルである、とします。 

この講演では、同じアジアの国でありながら、必ずしも日本でよく知られているとは言えないパキスタンのさまざまな姿

も紹介されました。その中でハリク氏が指摘したのは、パキスタンというと、 

「イスラム」、「危険な国」というレッテルが常に貼られ、そのイメージが独り歩きしてしまうという事態が生じている

ことです。確かにテロリズムによる不安定さは残るものの、もともとイスラム教においては、異なる宗教への寛容が教え

られていたということ、パキスタンには豊かな自然があり、さまざまな産業もあり、実は日本企業とのかかわりも深いと

いうことなど、今回の講演ではこれまで私たちが理解していなかったパキスタンの姿を知ることができました。 

最後の３０分間は質問に充てられましたが、学⽣たちから多数の質問が出て（すべて英語）、活発な国際交流の場となり

ました。 

 

講演者 ：ファザール・ハリク氏（パキスタン） 

      ドーン・メディア・グループ リポーター 、文化活動家 

     国際⽂化会館・国際交流基⾦招聘  

２０１７年度 アジア リーダーシップフェロー 

日時  ：2017年 10 月 25 日（水） 9：00〜10：30 

場所  ：６２０９教室 （6 号館 2階） 



 
 

 以下に、ハリク氏自身が提供した講演会の英文のレジュメを添付します。 

ここには、文化遺産を通して世界に平和・共存・調和を作り出していこう、というハリク氏のメッセージが込められてい

ます。 

 

＊＊＊＊＊ 

Presentation Topic: Cultural Heritage: The Symbol of Peace, Prosperity, Harmony  

Today, Pakistan, a South Asian country is in the grip of terrorism, extremism and Talibanization (mainly Islamist 

extremism) and is known as an extremist country to the outer world.  

The terrorists in the country not only targeted the social fabrics of the country but also its unique cultural heritage 

comprised of some oldest civilizations. 

One among the many is Gandhara civilization which for its uniqueness and its beautiful art  is famous all over the 

world. 

The rich archaeological heritage of the pre- and post-Gandhara civilization in the northern parts of Pakistan, 

including Peshawar, Taxila, Mardan, Takhtbhai and Swat, holds immense importance for the Buddhists, Hindus 

and even Muslims living in Asia. 

However, the rich archaeological heritage is in danger from weathering and neglect. Vandals and militants have 

defaced them. They are fading fast and urgently need a well-thought-out preservation strategy by the Pakistan’s 

Archaeology Department to protect them from vandalism. 

If the government takes serious steps to protect, preserve and open them for national and international public, 

the heritage in the valley has both the potential to play a vital role to bring the followers of Buddhism, Hinduism 

and Islam living in Asia on one page, and to promote the tourism industry and boost the country’s economy.  

In my presentation I will introduce Pakistan, Talibanization (terrorism) in the country and will talk on how the 

extremism paralyzed the who society. I will also discuss that how cultural heritage can bind people of different 



religions and countries in harmony, and how cultural heritage can bring peace and love among the people of Asia.  

Fazal Khaliq 

Cultural Activist/Journalist  

Asia Leadership Fellow, 2017, Japan 

Pakistan  

  



共同授業招聘教員による講演 

「世界からみた宮沢賢治絵本の魅⼒」 

共同授業のためにオーストラリアからウーロンゴン大学ヘレン・キルパトリック准教授を招

聘し、１回の講演会および２回の共同授業を開催（使用言語は基本的に英語、一部日本語で

補足）。  

 
日本の児童文学界では有名な宮沢賢治ですが、実は海外でも人気があり、多くの絵本作家が絵本化し、各国で翻訳もされ

ています。その宮沢賢治作品の絵に注目して⽐較研究を⾏ったのがキルパトリック先⽣で、その成果を⼤著にまとめて出

版されています。今回、オーストラリアから本学の共同授業のために来日、貴重な研究成果を豊富な画像を用いてわかり

やすくお話しくださいました。 

ヘレン・キルパトリック先生は近代日本児童文学を専門とする研究者。

オーストラリアのウーロンゴン大学准教授として日本語や日本文化

を担当されています。講演の冒頭に、先生が教鞭をとられているウー

ロンゴン大学について簡単にご紹介いただきました。シドニーから電

⾞や⾞で１時間程度の海辺の街です。真っ⻘なオーストリアの海岸の

写真はため息が出るほど美しく、オーストラリア留学への夢を誘いま

す。 

今回のご講演のテーマは、先生の一番のご専門の「宮沢賢治の絵本」でお願いしました。

まず、なぜ、先生が宮沢賢治の研究をすることになったのか。修士課程のときの指導教授

が、日本語があまり得意でなかったため、絵本の研究を勧められたとか。そこで日本文学

の絵本化作品を探したところ、オーストラリアで出版されている英訳絵本としては宮沢賢

治が⼀番多かった。宮沢賢治を調べていくうちに、賢治の魅⼒にはまっていった。特に、

オーストラリア在住の日本人画家 Junko Morimotoに出会い、彼⼥の 4冊の賢治絵本の美

しさに感動し、賢治絵本の⽐較研究を発展させ、学位論⽂にまとめた。その成果は、

Miyazawa Kenji and His Illustrators（未訳、2013、右図は表紙）として刊⾏されていま

す。 

オーストラリアで日本語や日本文化を教える際にも、賢治はとてもユースフルである。言語はシンプルなのに、内容は

深いく、読み込んでいくと多様な解釈が可能である。表⾯的なユーモアの裏に、⼈⽣に対する深い問いまで含んでいる。

⽇本⽂学を専攻したくても、いきなり夏目漱⽯や⾕崎潤⼀郎はむずかしいので、その点、宮沢賢治は最適だというご指摘

でした。 

賢治⽂学の特徴を語るのに、２つの代表作品『注⽂の多い料理店」と『どんぐりと⼭猫』を例に挙げられました。これ

講演者 ：Dr. Helen Kilpatrick 

      オーストラリア・ウーロンゴン大学 

日時  ：2017年 11 月 21 日（火）4 限 

場所  ：6B14 教室教室 （6 号館地下１階） 



らは、仏教やアニミズム思想を、ユーモアとアイロニーに包んで表現した日本らしい作品で

もあります。こういった深い思想性が、多くの画家たちの想像⼒を刺激し、たくさんの絵本

が出されているゆえんです。 

先生が集められた賢治絵本の数々。海外での出版や、日本の現代作家のものなどたくさん

提示してくださったが、そのバリエーションは驚くほど。『どんぐりと山猫』でも猫がでて

こない抽象画ばかりの絵本など、読者の想像⼒をかきたてる新鮮なものでした。 

さらに、賢治絵本における少⼥像というテーマでのイラストの⽐較という⼤変興味深い視点

が提⽰されました。『マリヴロンと少⼥』や『双⼦の星』のロマンティックな美少⼥像、『銀

河鉄道の夜』の中性的な少年たちの絵をなどを提⽰し、萩尾望都の漫画との類似性も指摘されました。 

ヘレン先生の講義は、表情豊かで躍動感あふれるもので、記録係のカメラマンがピントを合わせるのに苦労したくらいで

す。英語ネイティブの⽅のプレゼンテーション⼒を目の当たりにしました。 

 

 

 

６０分以上英語を聞き続けてきたところで「眠くならないようにクイズを作ってきました」とほ

ほえまれながら、賢治絵本のいろいろな場面の絵が投影されました。「どの作品のものでしょう？」

あちらこちから声があがります。『やまなし』『虔⼗公園林（けんじゅうこうえんりん）』『双

子の星』『銀河鉄道の夜』、美しいイラストに目を奪われながら、あたったり、はずれたり、一

喜一憂した楽しい時間となりました。 

最後の質疑応答では「絵本以外に先生が好きな日本文化を教えてください」という質問が出て、

「能や歌舞伎などいろいろな伝統文化に興味があります。この週末も、歌舞伎『ワンピース』を

⾒てきました。スペクタクルが素晴らしかった。みなさんも、ぜったい⾒るべきです」本当に⽇

本文化を愛し堪能している姿がうかがえました。 

今回は「英語圏文学文化と日本」の授業の枠を使ったので、英語をメインとする専攻以外の学生も多かったのですが、TG

ポイントも念頭に、思い切って通訳なしの英語講演としました。しかし、⽇本の⼤学でも教鞭をとられた経験のあるキル

パトリック先⽣が⽇本⼈学⽣の英語⼒に配慮して、内容の要旨をスライドで表⽰しながら、シンプルな英語を使いゆっく

り話し、キーワードは日本語で補足するなど工夫をこらしてくださったので、大変聞きやすいものでした。学生アンケー

トでは、「英語が苦手だけど思っていた以上によく聞き取れたので嬉しかった」といった声も多く寄せられ、グローバル

教育の観点から大変いい経験となりました。聴講者は約 160名、熱気にあふれた講演会となりました。 

受講⽣のアンケートでは、「⽇本⼈でもむずかしい宮沢賢治を深く理解していることに感動した」「宮沢賢治が世界で知

られているのがすごいと思った」「挿絵によって作品のイメージが変わることに驚いた」など、知っていることを外から

の視点でみるおもしろさに気づいた声が多かったです。英語での講義はあまり経験がないので、貴重な体験として楽しん

でいた人が多かったようですので、今後もなるべくそういった機会を増やしていきたいと思います。 



 

 

 

Dr. Helen Kilpatrick プロフィール  

オーストラリア、ウーロンゴン大学(University of Wollongon) 准教授。  

専門は日本文学、特に宮沢賢治と安房直子。単著に『宮沢賢治とその挿絵』（未訳、2013）論⽂“Envisioning the shôjo 

[girl] Aesthetic in Miyazawa Kenji's "The Twin Stars" and "Night of the Milky Way Railway’ (2012)で、オース

トラリアにおける優れた日本研究に与えられる井上靖賞を受賞（2013）。 

⽇本語論⽂も含め、その他論⽂多数。オーストラリア内の複数の⼤学で、⽇本語、⽇本⽂化、⽇本⽂学、英⽂学を教

える。来⽇して、岡⼭県のノートルダム清⼼⼥⼦⼤学でも教鞭をとった経験もある。 

 

  



共同授業① 

 

共同授業①－１ 学生参加によるワークショップ 

授業枠：「児童⽂化論Ｂ」（使⽤⾔語 英語） 授業担当者：竹内美紀 

日時：2017年 11 月 21 日（火）2時限 10:40〜12:10、場所：６号館 6401 教室 

対象学生 ：文学部国際文化コミュニケーション学科の当該科目受講生 1年⽣ 

テーマ：「オーストラリア人絵本作家ショーン・タンと多文化共生絵本」 

世界的に評価の高い絵本作家ショーン・タン（中国系オーストラリア人）の文字なし絵本『アライバル』を題材に、事

前に学生が絵本の一場面選び英文でストーリーを作成する課題を課しました。共同授業では、まず招聘教授から当該作家

と作品についてレクチャーをいただき、次に学生がひとりずつプレゼンテーション、それに対して招聘教員からコメント、

最後に全体でディスカッションという流れで進みました。１年⽣にとって⾃作の英語プレゼンテーションは初めての経験、

しかもネイティブの先生から専門的なコメントを直接一人ずついただけたことは、貴重な経験として大きな自信になりま

した。 

 

共同授業①－２ 共同講義と討論 

授業枠：「国際⽂化理解Ｂ」（使⽤⾔語 英語） 授業担当者：平畑奈美 

日時 2017年 11 月 24⽇（⾦）2時限 10:40〜12:10、場所：６号館 6312 教室 

テーマ ：「オーストラリアにおける日本のイメージとステレオタイプ」 

対象学生 ：文学部国際文化コミュニケーション学科の当該科目受講生 1年⽣ 

当日までにこの授業では、オーストラリアを含む世界各国における日本のイメージについての情報収集、発表討議を重

ね、その上で学生たちは Toyonet-ACE を使って招聘教授への質問を提出しました。当日は、これに答える形で、「オー

ストラリアにおける⽇本のステレオタイプ」の実情が紹介され、続いて「多⺠族・多⽂化国家オーストラリアにおける多

⾔語・多⽂化教育の展開」についてのレクチャーがあり、その後の質疑応答も英語で活発に⾏われました。翌週の授業で

は、招聘教授から提供された資料に基づき、さらに理解を深めるための討論を⾏いました。共同授業の形態を活⽤し、同

⼀テーマを多角的に深く扱ったことで、学⽣たちからは、より多様な視点から⽂化の複雑さを捉えることの価値を理解で

きたという感想が寄せられました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



共同授業② 

「Cultural Diversity and Society」(英語) 

 

 

 

2017年度⽂学部にお迎えした外国⼈研究員である、アメリカ ミシガン州にあるウィノナ州⽴⼤学、WEE Jongsun准

教授をゲスト講師として、学科の 1年⽣の必修科目「国際⽂化コミュニケーション概説 B」において、授業担当者（朝比

奈美知⼦）との共同授業が⾏われました。講義⾔語：英語。 

同授業のテーマは、「文化的多様性と社会」。 

まず朝⽐奈が社会におけるさまざまな差異（⺠族、⼈種、⽂化的背景、経済格差、政治的⽴場、年齢、性別など）とそ

れらが⽣まれる背景、異なる⽴場を持つ者同⼠の相互理解にともなうさまざまな問題の社会的、歴史的背景を踏まえて全

体的な問題提起を⾏いました。 

そのあと、WEE 准教授がアメリカ社会における LGBT（性的マイノリティ）の問題について講義。WEE 准教授はアメ

リカにおける差別や無理解の現状について紹介した後、⼤学での受け⼊れの姿勢や、その問題をテーマにした書物などの

具体例を紹介しながら、近年その差別意識を乗り越えようとするさまざまな試みがアメリカで少しずつ広まりつつあるこ

とを紹介し、一人一人の小さな取り組みが社会を変える可能性を持っていることを示唆しました。 

講演の⾔語はすべて英語で、基調講演の後の質疑応答も英語で⾏われましたが、学⽣からは多数の質問が出て、活発な

意⾒交換の場となりました。議論は、⽇本とアメリカ、あるいは WEE 准教授の出⾝国韓国との意識の違い、それぞれの

国の文化（とくに宗教）と社会慣習の関係など、深いテーマに及びました。日頃耳にすることはあっても、あまりきちん

と考えたことがなかった性的マイノリティと社会というテーマを通じ、社会において異なる⽂化背景を持つ者同⼠が共存

していくために自分が何をすべきかを、学生の一人ひとりが自分の問題として考え、文化間のコミュニケーションを創っ

ていく当事者としての意識を持つことを促す授業となりました。 

 

 

講師： WEE Jongsun 

（アメリカ ミシガン州 ウィノナ州⽴⼤学准教授） 

朝⽐奈美知⼦ 

（東洋大学） 

授業枠：「国際文化コミュニケーション概説 B」 

日時：2017年 11 月 29 日（水）9:00~10:30 

場所：6 号館 2階 ６２０９教室 

 



多言語教育啓発活動 フランス語 

フランス大使館 Campus France 担当官によるフランス留学案内 

 

12 月 1⽇（⾦）3時限 於 ６１０１教室 

担当：フランス大使館 Campus France Japon  責任者 Fanny Delorme 氏 

   言語 ⽇本語を基本とし、場合によりフランス語も交えた説明が⾏われた。 

授業枠：「フランス文化・文学研究 B/ フランス語圏文学文化と日本 B」 

 

フランス⼤使館の、フランス留学・フランス語学習を促進するための部局である Campus France（Japon）の責任者で

ある Fanny Delorme⽒を講師としてお迎えし、フランスに興味を持つ学⽣に対し、フランス留学およびフランス語学習

のさまざまな可能性についてプレゼンテーションをしていただきました。この催しの開催にあたっては、フランス大使館

⼤学交流担当官のだ David-Antoine Malinas 氏の支援を受けました。 

プレゼンテーションでは、フランスという国の⽂化風⼟の全体的な紹介からはじめ、留学、語学研修などの各種選択肢、

フランスの⼤学就学事情と就学要件、さまざまな教育機関の検索の仕⽅、留学申し込み⽅法、語学学習、留学⽣相互の交

流などについて、体系的かつ実践的な角度から説明をしていただきました。 

 学⽣からの質問の時間も設け、留学機関や費⽤あに関わること、あるいはフランスの⽂化風⼟などについて、多数の質

問が出ました。 

この催しを通し、フランス留学についての具体的な⼿続きのアウトラインを理解することができました。また。講師ド

ロルム先生のお人柄もあり、フランスという国と文化が学生にとって身近なものとなりました。 

  

 

 

  



多言語教育啓発活動 ドイツ語 

講演「Weihnachten in Deutschland」 

 

日時：2017年 12 月 14 日 3時限 

場所：6 号館 2階 6206 教室 

講師：Nina Kanematsu 氏（ゲーテ・インスティテュート、横浜市⽴⼤学、⾸都⼤学東京他講師） 

授業枠：「ドイツ語ⅠBB」 

 

「ドイツ語ⅠBB」の授業枠で、ドイツ語教育を専門としてゲーテ・インスティテュート、横浜市⽴⼤学、⾸都⼤学東京な

どで講師を務めていらっしゃる兼松 ニーナ氏の講演「Weihnachten in Deutschland」を開催いたしました。参加者は、

もともとの「ドイツ語ⅠBB」の受講生約３０名に、５限の「ドイツ語ⅢB」の受講生４名に加え、 

国際教育センターからも聴講に⾒えました。 

 ご本人の故郷トリーアの古代ローマ帝国にさかのぼる歴史と文化をドイツ語・日本語・英語のミックスで触れた後、ド

イツのクリスマスおよびクリスマス・マーケットについて美しいパワポ画像を用いて説明されました。 

 学生にドイツ語で自己紹介させたりしましたが、みんな意外と（と言っては失礼ですが）ドイツ語ができていたので授

業担当者としてはうれしい驚きでした。学生からも、ドイツ人からみた日本人について、ドイツ人やドイツ語の印象につ

いてなど、クリスマスだけでなく異⽂化交流に関連する質問が多数あがり、⼤変有意義な時間になったと思います。国際

教育センターから、ドイツ語圏への交換留学の利点等についての説明もありました。 

 その後、兼松 ニーナ氏は、５限の「ドイツ語ⅢB」にも顔を出してくださり、ドイツ語で会話するよい機会を学生に

提供してくださいました。 

 

  



東洋大学文学部国際文化コミュニケーション学科開設記念 

国際シンポジウム 

「日本・ヨーロッパ・台湾における文化コミュニケーションおよび日本文化表象研究」＆ 

「海外への日本語・日本文化発信を担う人材育成を考える」 

 

2018年 1 月 20 日（土）・21 日（日） 

東洋大学白山キャンパス 8 号館 8B11 教室（地下１階） 

 

文学部では、2017年 4 月に新たに国際文化コミュニケーション学科を開設しました。 

本学科は、英語の運⽤能⼒の向上を目指すと共に、ドイツ語ドイツ⽂化、フランス語フランス⽂化、さらには⽇本⽂学

⽂化や⽇本語教育など多様な異⽂化および⾃⽂化を学び、グローバル社会の中で真に活躍できる教養ある⼈材を育成しま

す。 

 今回は、学科開設を記念して、⽂化コミュニケーションと⽇本⽂学、⽇本語教育の 2 つの大きなテーマからなる国際シ

ンポジウムを開催いたします。この国際シンポジウムは、本学の井上円了研究助成（海外協定校共同研究）「⽇本・ヨー

ロッパ・台湾における⽂化コミュニケーションおよび⽇本⽂化表象研究」と、⽇本学術振興会の科学研究補助⾦「海外へ

の⽇本語・⽇本⽂化発信を担う⼈材育成を考える」の⼆つの研究助成から成り⽴っています。 

1．井上円了研究助成（海外協定校共同研究）「⽇本・ヨーロッパ・台湾における⽂化コミュニケーションおよび⽇本⽂化

表象研究」 

 ここでは、本学科教員とともに、東洋大学の海外協定校であるストラスブール大学（フランス）、リール第 3 大学（フ

ランス）、パリ第 7 ディドロ大学（フランス）、天主教輔仁大学（台湾）の研究者が多数参加しています。この海外協定

校共同研究は、⽇本・ヨーロッパ・台湾における異⽂化コミュニケーションの歴史的な変遷と現状を明らかにし、⾃⽂化・

異⽂化における⽂化表象の歴史認識と、そこから発する現状認識、多⽂化共⽣的な課題の発⾒を目的としたものです。「⽂

化コミュニケーション」のセッションでは、多様な異⽂化研究を通じて「⽂化コミュニケーションとは何か」ということ

を考えていきます。「日本文化表象（村上春樹）」のセッションでは、今や世界的に有名な村上春樹の文学世界にスポッ

トを当てて、その物語世界のあり方、国語教育の中での捉えられ⽅などを議論していきたいと考えます。ディドロ⼤学の

セシル坂井 Cécile Sakai 教授には、もう一つの研究プログラム「日本語教育」のセッションに参加していただくことで、

二つの研究の橋渡しをしていきます。 

なお、このセッションは、3 月 15〜17 日にフランス（ストラスブール大学およびパリ日本文化会館）で開催される村

上春樹国際シンポジウム「村上春樹の Real と Future―表象⽂化研究の視点から―」（国際交流基⾦、ストラスブール⼤

学 GEO、東洋大学共催）とも連動しています。 

 

2．科学研究補助⾦「国際ボランティア参加⼥性のキャリア教育プログラム開発－⽇本語教育の事例から－」 

 「グローバル⼈材」を目指す現代の⽇本の若者、特に⼥性たちは、⽇本語教師としての国際ボランティアプログラムへの

参加を多く希望します。それは、⽇本語教師というものが、⾃らの持つ⾔語の能⼒を外国で働く中で、⺟語と⺟⽂化を客

体化でき、⽇本と相⼿国の交流発展にも貢献できる、意義ある活動だからです。しかし、⻑期的に国際ボランティアを経

験した若者たちが、帰国後、⽇本でその⼒を⼗分に活かせる職に就くことは、現状では容易ではありません。そのために、



国際ボランティアへの参加者も減少しています。本研究は、こうした問題に着目し、

います。シンポジウム当日は、国際ボランティア日本語教師たちの活動の実態や、帰国後のキャリア形成の問題について

まず報告します。

その上で、⾔語学者として著名な鈴⽊孝夫慶応⼤学名誉教授をお招きし、ゲスト講演者とともに、海外での⽇本語教育

活動の意義、および、⽇本社会に浸透している「国際交流とは英語で⾏うもの」という観念について、議論していきたい

と思っています。

 

プログラム

＜2018年

13:00〜 開会の辞

13:10〜14:10

アントナン・ベシュレル

＜2018年

10:00〜11:30

 

11:40〜12:40

国際ボランティアへの参加者も減少しています。本研究は、こうした問題に着目し、

います。シンポジウム当日は、国際ボランティア日本語教師たちの活動の実態や、帰国後のキャリア形成の問題について

まず報告します。 

その上で、⾔語学者として著名な鈴⽊孝夫慶応⼤学名誉教授をお招きし、ゲスト講演者とともに、海外での⽇本語教育

活動の意義、および、⽇本社会に浸透している「国際交流とは英語で⾏うもの」という観念について、議論していきたい

と思っています。 

プログラム 

年 1 月 20

開会の辞 東洋⼤学学⻑

14:10 講演１ 

アントナン・ベシュレル

年 1 月 21

11:30 ②「日本文化表象」セッション

竹本俊雄（リール第

「村上春樹初期作品再訪（

横路明夫（天主教輔仁⼤学副教授）「

木村政樹（日本学術振興会特別研究員

12:40 ③「日本文化表象」セッション

早川⾹世（東京都⽴深川⾼等学校教諭）「教材としての『鏡』」

野中潤（都留⽂科⼤学准教授）「定番教材と村上春樹」

国際ボランティアへの参加者も減少しています。本研究は、こうした問題に着目し、

います。シンポジウム当日は、国際ボランティア日本語教師たちの活動の実態や、帰国後のキャリア形成の問題について

その上で、⾔語学者として著名な鈴⽊孝夫慶応⼤学名誉教授をお招きし、ゲスト講演者とともに、海外での⽇本語教育

活動の意義、および、⽇本社会に浸透している「国際交流とは英語で⾏うもの」という観念について、議論していきたい

20 日（土）＞

東洋⼤学学⻑ 竹村牧男

アントナン・ベシュレル Antonin Bechler

「村上春樹における文学的コミットメント」

 

21 日（日）＞

「日本文化表象」セッション

竹本俊雄（リール第

「村上春樹初期作品再訪（

横路明夫（天主教輔仁⼤学副教授）「

木村政樹（日本学術振興会特別研究員

「日本文化表象」セッション

早川⾹世（東京都⽴深川⾼等学校教諭）「教材としての『鏡』」

野中潤（都留⽂科⼤学准教授）「定番教材と村上春樹」

国際ボランティアへの参加者も減少しています。本研究は、こうした問題に着目し、

います。シンポジウム当日は、国際ボランティア日本語教師たちの活動の実態や、帰国後のキャリア形成の問題について

その上で、⾔語学者として著名な鈴⽊孝夫慶応⼤学名誉教授をお招きし、ゲスト講演者とともに、海外での⽇本語教育

活動の意義、および、⽇本社会に浸透している「国際交流とは英語で⾏うもの」という観念について、議論していきたい

日（土）＞ 

竹村牧男 

Antonin Bechler（ストラスブール大学教授）

「村上春樹における文学的コミットメント」

 

14:30〜17:45

⼤野寿⼦（東洋⼤学教授）「グリム童話と挿絵の⻩⾦時代」

竹内美紀（東洋大学准教授）「児童文学における翻訳」

竹野谷みゆき（東洋大学教授）「

横路啓⼦

⻩翠娥（天主教輔仁大学教授）

石田仁志（東洋大学教授）「村上春樹における家族表象」

 

18:00〜18:40

18:50〜 

日（日）＞ 

「日本文化表象」セッション A〈村上春樹の文学世界〉

竹本俊雄（リール第 3 大学准教授）

「村上春樹初期作品再訪（1979-

横路明夫（天主教輔仁⼤学副教授）「

木村政樹（日本学術振興会特別研究員

「日本文化表象」セッション B〈国語教育の中の村上春樹〉

早川⾹世（東京都⽴深川⾼等学校教諭）「教材としての『鏡』」

野中潤（都留⽂科⼤学准教授）「定番教材と村上春樹」

国際ボランティアへの参加者も減少しています。本研究は、こうした問題に着目し、

います。シンポジウム当日は、国際ボランティア日本語教師たちの活動の実態や、帰国後のキャリア形成の問題について

その上で、⾔語学者として著名な鈴⽊孝夫慶応⼤学名誉教授をお招きし、ゲスト講演者とともに、海外での⽇本語教育

活動の意義、および、⽇本社会に浸透している「国際交流とは英語で⾏うもの」という観念について、議論していきたい

（ストラスブール大学教授）

「村上春樹における文学的コミットメント」

17:45 ①「文化コミュニケーション」セッション

⼤野寿⼦（東洋⼤学教授）「グリム童話と挿絵の⻩⾦時代」

竹内美紀（東洋大学准教授）「児童文学における翻訳」

竹野谷みゆき（東洋大学教授）「

横路啓⼦（天主教輔仁大学教授）

（天主教輔仁大学教授）

石田仁志（東洋大学教授）「村上春樹における家族表象」

18:40 ディスカッション「文化コミュニケーションとは」

 学⽣交流会（

 

 

〈村上春樹の文学世界〉

大学准教授） 

-1982）―「僕と鼠の

横路明夫（天主教輔仁⼤学副教授）「1979年の村上春樹」

木村政樹（日本学術振興会特別研究員 PD）「情報収集と物語

〈国語教育の中の村上春樹〉

早川⾹世（東京都⽴深川⾼等学校教諭）「教材としての『鏡』」

野中潤（都留⽂科⼤学准教授）「定番教材と村上春樹」

国際ボランティアへの参加者も減少しています。本研究は、こうした問題に着目し、

います。シンポジウム当日は、国際ボランティア日本語教師たちの活動の実態や、帰国後のキャリア形成の問題について

その上で、⾔語学者として著名な鈴⽊孝夫慶応⼤学名誉教授をお招きし、ゲスト講演者とともに、海外での⽇本語教育

活動の意義、および、⽇本社会に浸透している「国際交流とは英語で⾏うもの」という観念について、議論していきたい

（ストラスブール大学教授） 

「村上春樹における文学的コミットメント」

「文化コミュニケーション」セッション

⼤野寿⼦（東洋⼤学教授）「グリム童話と挿絵の⻩⾦時代」

竹内美紀（東洋大学准教授）「児童文学における翻訳」

竹野谷みゆき（東洋大学教授）「

（天主教輔仁大学教授）「

（天主教輔仁大学教授）「野上弥生子の「台湾」について」

石田仁志（東洋大学教授）「村上春樹における家族表象」

ディスカッション「文化コミュニケーションとは」

学⽣交流会（6 号館フードコート）

〈村上春樹の文学世界〉（司会：堀ひかり）

）―「僕と鼠の 3部作」を中心に―」

年の村上春樹」

）「情報収集と物語

〈国語教育の中の村上春樹〉

早川⾹世（東京都⽴深川⾼等学校教諭）「教材としての『鏡』」

野中潤（都留⽂科⼤学准教授）「定番教材と村上春樹」 

国際ボランティアへの参加者も減少しています。本研究は、こうした問題に着目し、原因と対策についての調査を進めて

います。シンポジウム当日は、国際ボランティア日本語教師たちの活動の実態や、帰国後のキャリア形成の問題について

その上で、⾔語学者として著名な鈴⽊孝夫慶応⼤学名誉教授をお招きし、ゲスト講演者とともに、海外での⽇本語教育

活動の意義、および、⽇本社会に浸透している「国際交流とは英語で⾏うもの」という観念について、議論していきたい

「村上春樹における文学的コミットメント」 

「文化コミュニケーション」セッション

⼤野寿⼦（東洋⼤学教授）「グリム童話と挿絵の⻩⾦時代」

竹内美紀（東洋大学准教授）「児童文学における翻訳」

竹野谷みゆき（東洋大学教授）「パブリック・スピーキングのいま

「植⺠地台湾における名探偵の誕⽣

「野上弥生子の「台湾」について」

石田仁志（東洋大学教授）「村上春樹における家族表象」

ディスカッション「文化コミュニケーションとは」

号館フードコート） 

（司会：堀ひかり）

部作」を中心に―」

年の村上春樹」 

）「情報収集と物語 ―村上春樹『

 

早川⾹世（東京都⽴深川⾼等学校教諭）「教材としての『鏡』」 

原因と対策についての調査を進めて

います。シンポジウム当日は、国際ボランティア日本語教師たちの活動の実態や、帰国後のキャリア形成の問題について

その上で、⾔語学者として著名な鈴⽊孝夫慶応⼤学名誉教授をお招きし、ゲスト講演者とともに、海外での⽇本語教育

活動の意義、および、⽇本社会に浸透している「国際交流とは英語で⾏うもの」という観念について、議論していきたい

「文化コミュニケーション」セッション 

⼤野寿⼦（東洋⼤学教授）「グリム童話と挿絵の⻩⾦時代」

竹内美紀（東洋大学准教授）「児童文学における翻訳」 

パブリック・スピーキングのいま

植⺠地台湾における名探偵の誕⽣

「野上弥生子の「台湾」について」

石田仁志（東洋大学教授）「村上春樹における家族表象」 

ディスカッション「文化コミュニケーションとは」

（司会：朝⽐奈美知⼦）

（司会：堀ひかり） 

部作」を中心に―」 

―村上春樹『1Q84 BOOK3

原因と対策についての調査を進めて

います。シンポジウム当日は、国際ボランティア日本語教師たちの活動の実態や、帰国後のキャリア形成の問題について

その上で、⾔語学者として著名な鈴⽊孝夫慶応⼤学名誉教授をお招きし、ゲスト講演者とともに、海外での⽇本語教育

活動の意義、および、⽇本社会に浸透している「国際交流とは英語で⾏うもの」という観念について、議論していきたい

⼤野寿⼦（東洋⼤学教授）「グリム童話と挿絵の⻩⾦時代」 

パブリック・スピーキングのいま」 

植⺠地台湾における名探偵の誕⽣」 

「野上弥生子の「台湾」について」 

 

ディスカッション「文化コミュニケーションとは」 

（司会：朝⽐奈美知⼦）

BOOK3』論―」

原因と対策についての調査を進めて

います。シンポジウム当日は、国際ボランティア日本語教師たちの活動の実態や、帰国後のキャリア形成の問題について

その上で、⾔語学者として著名な鈴⽊孝夫慶応⼤学名誉教授をお招きし、ゲスト講演者とともに、海外での⽇本語教育

活動の意義、および、⽇本社会に浸透している「国際交流とは英語で⾏うもの」という観念について、議論していきたい

 

（司会：朝⽐奈美知⼦） 

』論―」 



 

12:50〜13:30

（13:30〜14:30

 

＜14:30〜18:30

 

14:30〜15:10

平畑奈美（東洋⼤学⽂学部准教授）

「⽇本の若年層に対する⽇本語教師教育の可能性と課題－国際⼈を目指す若者が磨くべきは英語⼒か、⺟語⼒か－」

 

15:15〜16:30

セシル坂井

タチアナ・リハチョワ

 

16:40-17:40

鈴⽊孝夫（慶応⼤学名誉教授）

「⽇本語を世界に広める仕事を天職と考える若者を増やしたい」

17:45-18:30

 対談「海外への⽇本語・⽇本⽂化普及を担う⼈材育成を考える」（司会：平畑奈美）

鈴⽊孝夫（慶応⼤学名誉教授）

川口義一（早稲田大学名誉教授）

 

18:30 閉会の辞

国際⽂化コミュニケーション学科学科⻑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 ディスカッション「村上春樹⽂学の魅⼒」（司会：⽯⽥仁志）

14:30 休憩《ランチ・タイム・ミーティングあり》）

18:30「日本語・日本文化発信」セッション＞

15:10 課題提示・研究報告

平畑奈美（東洋⼤学⽂学部准教授）

「⽇本の若年層に対する⽇本語教師教育の可能性と課題－国際⼈を目指す若者が磨くべきは英語⼒か、⺟語⼒か－」

16:30 講演２ 

セシル坂井 Cécile Sakai 

タチアナ・リハチョワ

「 ス ラ ブ ⽂ 化 圏 に お け る ⽇ 本 語 の 受 容 と ⺟ 語 話 者 ⽇ 本 語 教 師 の 役 割

17:40 講演３  

鈴⽊孝夫（慶応⼤学名誉教授）

「⽇本語を世界に広める仕事を天職と考える若者を増やしたい」

18:30 

対談「海外への⽇本語・⽇本⽂化普及を担う⼈材育成を考える」（司会：平畑奈美）

鈴⽊孝夫（慶応⼤学名誉教授）

川口義一（早稲田大学名誉教授）

閉会の辞 

国際⽂化コミュニケーション学科学科⻑

 

ディスカッション「村上春樹⽂学の魅⼒」（司会：⽯⽥仁志）

休憩《ランチ・タイム・ミーティングあり》）

「日本語・日本文化発信」セッション＞

課題提示・研究報告  

平畑奈美（東洋⼤学⽂学部准教授）

「⽇本の若年層に対する⽇本語教師教育の可能性と課題－国際⼈を目指す若者が磨くべきは英語⼒か、⺟語⼒か－」

Cécile Sakai （パリ・ディドロ⼤学教授、⽇仏会館・フランス国⽴⽇本研究所所⻑）

「日本語教育と日本文化―

タチアナ・リハチョワ Tatyana Likhacheva

「 ス ラ ブ ⽂ 化 圏 に お け る ⽇ 本 語 の 受 容 と ⺟ 語 話 者 ⽇ 本 語 教 師 の 役 割

 

鈴⽊孝夫（慶応⼤学名誉教授） 

「⽇本語を世界に広める仕事を天職と考える若者を増やしたい」

対談「海外への⽇本語・⽇本⽂化普及を担う⼈材育成を考える」（司会：平畑奈美）

鈴⽊孝夫（慶応⼤学名誉教授） 

川口義一（早稲田大学名誉教授） 

国際⽂化コミュニケーション学科学科⻑

  

ディスカッション「村上春樹⽂学の魅⼒」（司会：⽯⽥仁志）

休憩《ランチ・タイム・ミーティングあり》）

「日本語・日本文化発信」セッション＞

 

平畑奈美（東洋⼤学⽂学部准教授） 

「⽇本の若年層に対する⽇本語教師教育の可能性と課題－国際⼈を目指す若者が磨くべきは英語⼒か、⺟語⼒か－」

（パリ・ディドロ⼤学教授、⽇仏会館・フランス国⽴⽇本研究所所⻑）

「日本語教育と日本文化―

Tatyana Likhacheva （モスクワ国⽴⼤学上級講師）

「 ス ラ ブ ⽂ 化 圏 に お け る ⽇ 本 語 の 受 容 と ⺟ 語 話 者 ⽇ 本 語 教 師 の 役 割

「⽇本語を世界に広める仕事を天職と考える若者を増やしたい」

対談「海外への⽇本語・⽇本⽂化普及を担う⼈材育成を考える」（司会：平畑奈美）

  

国際⽂化コミュニケーション学科学科⻑ 朝⽐奈美知⼦

ディスカッション「村上春樹⽂学の魅⼒」（司会：⽯⽥仁志）

休憩《ランチ・タイム・ミーティングあり》）

「日本語・日本文化発信」セッション＞ 

「⽇本の若年層に対する⽇本語教師教育の可能性と課題－国際⼈を目指す若者が磨くべきは英語⼒か、⺟語⼒か－」

（パリ・ディドロ⼤学教授、⽇仏会館・フランス国⽴⽇本研究所所⻑）

「日本語教育と日本文化―フランスで

（モスクワ国⽴⼤学上級講師）

「 ス ラ ブ ⽂ 化 圏 に お け る ⽇ 本 語 の 受 容 と ⺟ 語 話 者 ⽇ 本 語 教 師 の 役 割

「⽇本語を世界に広める仕事を天職と考える若者を増やしたい」

 

対談「海外への⽇本語・⽇本⽂化普及を担う⼈材育成を考える」（司会：平畑奈美）

朝⽐奈美知⼦ 

ディスカッション「村上春樹⽂学の魅⼒」（司会：⽯⽥仁志）

 

「⽇本の若年層に対する⽇本語教師教育の可能性と課題－国際⼈を目指す若者が磨くべきは英語⼒か、⺟語⼒か－」

（パリ・ディドロ⼤学教授、⽇仏会館・フランス国⽴⽇本研究所所⻑）

で日本近現代文学

（モスクワ国⽴⼤学上級講師）

「 ス ラ ブ ⽂ 化 圏 に お け る ⽇ 本 語 の 受 容 と ⺟ 語 話 者 ⽇ 本 語 教 師 の 役 割

「⽇本語を世界に広める仕事を天職と考える若者を増やしたい」 

対談「海外への⽇本語・⽇本⽂化普及を担う⼈材育成を考える」（司会：平畑奈美）

 

「⽇本の若年層に対する⽇本語教師教育の可能性と課題－国際⼈を目指す若者が磨くべきは英語⼒か、⺟語⼒か－」

（パリ・ディドロ⼤学教授、⽇仏会館・フランス国⽴⽇本研究所所⻑）

日本近現代文学を考える―」

（モスクワ国⽴⼤学上級講師） 

「 ス ラ ブ ⽂ 化 圏 に お け る ⽇ 本 語 の 受 容 と ⺟ 語 話 者 ⽇ 本 語 教 師 の 役 割

対談「海外への⽇本語・⽇本⽂化普及を担う⼈材育成を考える」（司会：平畑奈美） 

「⽇本の若年層に対する⽇本語教師教育の可能性と課題－国際⼈を目指す若者が磨くべきは英語⼒か、⺟語⼒か－」

（パリ・ディドロ⼤学教授、⽇仏会館・フランス国⽴⽇本研究所所⻑） 

を考える―」 

「 ス ラ ブ ⽂ 化 圏 に お け る ⽇ 本 語 の 受 容 と ⺟ 語 話 者 ⽇ 本 語 教 師 の 役 割」 

 

「⽇本の若年層に対する⽇本語教師教育の可能性と課題－国際⼈を目指す若者が磨くべきは英語⼒か、⺟語⼒か－」「⽇本の若年層に対する⽇本語教師教育の可能性と課題－国際⼈を目指す若者が磨くべきは英語⼒か、⺟語⼒か－」 



多言語パンフレットの作成（2018年 3月） 

国際⽂化コミュニケーション学科ではこのほど、学科の教育理念と教育内容を世界の教育研究機関に広く知っていただ

くためのパンフレットを、英語、ドイツ語、フランス語で作成しました。 

この試みは、世界の多様な⾔語、⽂化の間にコミュニケーションを推進する⼈間を育てるという学科の理念を実践する

ものであると同時に、世界の⼤学との豊かな交流を目指すものです。 

 

 

参考資料 

以下は、学⻑施策以外の枠において開催された⾏事ですが、学科の教育研究活動の⼀環として位置づけられる

ものですので、参考資料として添付します。 

 

文学部グローバルプロジェクト 2017年度第 1回講演会「インターカルチュラル（⽂化間）能⼒と

は何か？〜カナダでの⽇本語教育の実践から〜」を開催 

5 月 25 日（木）、白山キャンパス 6 号館 2階 6209 番教室において、文学部グローバルプロジェクト 2017年度第 1

回講演会を開催しました。 

今回は、国際⽂化コミュニケーション学科が中⼼となり、カナダの最⻄端に位置するブリティッシュコロンビア州にある

ヴィクトリア大学において 30年にわたり⽇本語教育に携わっておられる野呂博⼦准教授（教育学博⼠）をお迎えし、「イ

ンターカルチュラル（⽂化間）能⼒とは何か？ ―― カナダでの日本語教育の実践から」というテーマでご講演いただき

ました。 

講演のテーマは「⽂化間能⼒ Intercultural Competence」。

⽇本においては「異⽂化理解」⼒という呼び⽅をされることも多

い⾔葉ですが、野呂准教授は「⽂化間」、つまり、互いに異なる

文化基盤を持つ人間の間の、という視座を強調しながら、教師お

よび個⼈としての⾃分⾃⾝の体験をもとに、「⽂化間」能⼒とは

いかなるものなのか、また、それを伸ばすにはどのようにしたら

よいのか、ということについて話され、外国語学習が⽂化間能⼒

育成において果たす重要な役割とその際の課題についても触れ

られました。野呂准教授が⼀貫して強調されたのは、グローバル

化が進⾏する今⽇の世界において⽂化間能⼒を伸ばすことはま

すます重要になってくるが、そのためには、単に語学のスキルや知識を蓄積するということのみならず、⾃分とは異質な

存在である他者を理解しようとする開かれた柔軟な精神と、他者との触れ合いによって⾃⼰を対象化しようとする態度が

必要であるということです。講演においては、ヴィクトリア⼤学での⽇本語教育の経験、カナダという異⽂化に⾶び込ん

で遭遇したさまざまな経験が、英語と日本語を交えながら生き生きと語られました。また、脚本家の平田オリザ氏との連



携により兵庫県の城崎温泉にヴィクトリア⼤学の学⽣を引率して⾏われた研修の体験談も、楽しい画像資料とともに紹介

されました。 

英語・日本語が自由に入り混じる本講演は、英語コミュニケーションに興味を持つ学生にとっても、日本と日本文化を世

界から考えるという問題意識を持つ学⽣にとっても興味深い内容で、講演後には、英語・⽇本語両⽅で多数の質問も出て、

活発な質疑応答が繰り広げられました。 

  

 

 

 

  

【講師】 野呂 博子 氏  

カナダ ヴィクトリア大学准教授（教育学博士） 

専門は日本語教育、社会言語学、言語社会学、応用言語学、カリキ

ュラム開発、異⽂化間教育。 

ヴィクトリア校友会優秀教育賞受賞。国際表現⾔語学会事務局⻑。 

主要著書『ドラマチック日本語コミュニケーション』 （共編、コ

コ出版）は国際交流基⾦でも紹介されている。 



ストラスブール大学にて開催された村上春樹国策シンポジウム 

COLLOQUE INTERNATIONAL : 

« MURAKAMI HARUKI au présent et au futur » 

 

15, 16 mars 2018 Université de Strasbourg (Auditorium de la Bibliothèque Nationale Universitaire) 

17 mars 2018 : Maison de la Culture du Japon à Paris 

 

Organisation : Université de Strasbourg, Université Tôyô, Groupe d’Etudes Orientales (EA-1340), Maison de la 

Culture du Japon à Paris 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Note : les interventions en japonais seront accompagnées d’un texte en langue française ou anglaise. 

 

Première partie «  le réel et le futur selon Murakami Haruki » 

15, 16 mars 2018, Université de Strasbourg, auditorium de la Bibliothèque Nationale Universitaire. 

 

15 MARS 

 

Session 1 : Traduction et communication culturelle, littérature comparée 

9h30 ouverture 

9h45-10h15 Stephen Dodd (Londres, SOAS)  

« Le chaînon manquant : le héros et son ombre dans La fin des temps » (anglais) 

10h15-10h45 ÔMURA Azusa (Université de Yamanashi)  

« ”Exotism in translation”: Un cargo pour la Chine de Murakami Haruki» (anglais) 

10h45-11h discussion, pause 

11h-11h30 ASAHINA Michiko (Université Tôyô) 

« Les bibliothèques dans la fiction : mémoire, censure, imaginaire » (japonais) 

11h30-12h Anne BAYARD-SAKAI (INALCO)   

« Quand Murakami Haruki écrit l’étranger » (français) 

12h-12h15 discussion 

 

Session 2 : Récit I : Murakami Haruki dans la littérature japonaise moderne – de Sôseki à nos jours 

14h-14h30 ISHIDA Hitoshi (Université Tôyô)  

« Où vont les rêves… Murakami Haruki et Ismail Kadare » (japonais) 

14h30-15hTAKEMOTO Toshio (Université Lille III)  



« Des récits du double : miroirs et ombres » (français) 

15h-15h30 NAKAGAWA Shigemi (Université Ritsumeikan)  

« La ”réalité” comme réalité virtuelle : du visuel dans La fin des temps » (japonais) 

15h30-15h45 questions, pause 

15h45-16h15 Gerald Peloux (Université Cergy Pontoise)  

« L’écriture de voyage dans un siècle mondialisé : la pratique de Murakami Haruki » (français) 

16h15-16h45 HAYAKAWA Kayo (Lycée Musashi de Tôkyô)   

« Le miroir de Murakami Haruki en tant que matériau pédagogique » (japonais) 

16h45-17h15 discussion générale 

 

16 MARS 

 

Session 3 : Récit II : les représentations chez Murakami Haruki : réalité, société et récit 

14h-14h30 SYUKUBUN Han (Université de Taiwan)  

« Un parfum de mort dans l’œuvre de Murakami Haruki – sur les traces de Natsume Sôseki » (japonais) 

14h30-15h SUGIBUCHI Yoichi (Université d’Aichi)  

« La représentation des catastrophes, de l’école Shirakaba à Murakami Haruki» (français) 

15h30-16h Brigitte LEFEVRE (Université Lille III)  

« De la Forêt de Nogami Yaeko à la Norwegian Wood de Murakami Haruki» (français) 

16h-16h15 questions, pause 

16h15-16h45 SUGIE Fumiko (Université Paris VII)  

« Furukawa Hideo : un remix de Murakami Haruki ? » (français) 

16h45-17h15 ISHIKAWA Takao (Université de Taiwan) 

« Une lecture d’Après le tremblement de terre : dynamique du souvenir et de l’oubli » (japonais) 

17h15-17h45 NONAKA Jun (Université de Tsuru)   

« Mondes parallèles et culpabilité des survivants » (japonais) 

17h45-18h15 discussion générale 

 

 

17 MARS 

Maison de la Culture du Japon à Paris 

 

Deuxième partie : « le cinéma et la littérature de Murakami Haruki » 

 

14h30-15h SUKEKAWA Kôichirô (Université de Yokohama)  

« Pourquoi Murakami Haruki n’est-il pas devenu scénariste de cinéma » (japonais) 

15h-15h30 NAKAMURA Miharu (Université de Hokkaîdô) 

« Insaisissable Ballade de l’impossible » (japonais) 

15h30-16h Aaron GEROW (Université de Yale)  



« Courts métrages et nouvelles : les adaptations cinématographiques alternatives de Murakami Haruki » 

(anglais) 

16h-16h15 pause 

16h15-16h45 Giorgio AMITRANO (Université de Naples)  

« L’écran dans le livre : références cinématographiques dans l’œuvre de Murakami Haruki » (anglais) 

16h45-17h15 YONEMURA Miyuki  (Université Senshu)  

 « Images des ténébrides : à partir du script d’Après le tremblement de terre » (japonais) 

17h15-18h15 : discussion générale 

 


