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◆日本語・日本語教育◆

守屋　久美子（Kumiko Moriya　東京外国語大学）

完全遠隔日本語教育実習の実施と実習生が感じた課題点

――ICTを活用した遠隔日本語教育実習の学習環境構築を目指して――

エー　ピュー　ニェイン（Aye Phyu Nyein　東京外国語大学）

ミャンマー人日本語学習者が使用する聴解学習ストラテジー

――ヤンゴン外国語大学の日本語学習者を対象として――

チホネンコ　マクシム（Maksim Tikhonenko　東京外国語大学）

日本語母語学習者による高校英語「対話」スピーキング

――学習者コーパスの縦断的成長：流暢性と複雑性の視点から――

グエン　ザ　トーアイ　ズ（Nguyen Gia Thoai Du　東京外国語大学）

日本語母語学習者によるベトナム語の“完結／未完結”標識“rồi / sẽ”の習得

――日本語のテンス・アスペクトとの対照的視点から――

ジュマエフ　ラヒモナリ（Jumaev　Rakhmonali　東京外国語大学）

日本語とウズベク語の受身分の対照研究

帰　翔（Xiang Gui　東京外国語大学）

「太郎に限らず次郎」は一つの句か

――「集合操作表現」の再考察――

葉　素穎（Ye Suying　北京大学）

雑談における「物語の開始」の日中対照研究

――質問の機能と会話参加者の相互行為を中心に――

佐藤　茉奈花（Manaka Sato　東京外国語大学）

アニメキャラクターの性格と文末表現の関係

デナザレ　フィゲイラ　フラヴィオ（東京外国語大学）

日本語とブラジル・ポルトガル語の翻訳に見られる役割語の様相

――表現手法の新しい類型化の試み――

シルヴェステル　カツァワ（Sylwester Kacała　ヤギェロン大学）

日本語における一人称代名詞の用法と役割

アレクサンドラ　ホラプエク（Aleksandra Chrapek　ヤギェロン大学）

視聴覚翻訳の方法の分析

――「スターウォーズ」と「機動戦士ガンダム」を中心にして――
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◆歴史・文化・文学◆

ジョン　ヘンダレアル　フェルナンデス（João Renda Leal Fernandes　リオデジャネイロ州立大学）

産休・育休制度と現状の日伯比較分析

王　喬丹（Qiaodan Wang　東京外国語大学）

水木しげるの戦争をめぐる『墓場鬼太郎』における妖怪キャラクターのあり方

陳　佳涵（Jiahan Chen　東京外国語大学）

「デンドロカカリヤ」と『壁』に関する考察――花田清輝の批評を触媒に――

張　希毅（Gxiyi Zhan　東京外国語大学）

共振する「内」と「外」――『行人』における「未来」への可能性――

シルウィーディー　サラ（Sarah Sherweedy　東京外国語大学）

〈夫婦像〉を形成する「革命」――太宰治『おさん』を中心に――

李　喜珍（Heejin Lee　韓国外国語大学校）

後藤明生『夢かたり』論――植民地挑戦と「わたし」の沈黙――

蘇　文甯（Wen-ning Su　国立台湾大学）

中世叙景歌における叙情性――瀟湘八景和歌における「瀟湘夜雨」を中心に――

二階　健次（Kenji　Nikai　東京外国語大学）

山吹歌の「みの」考――常縁から道灌へ――

渡邉　啓太（Keita watanabe　東京外国語大学）

1960年代東京における警察の防犯活動

港　那生（Nao Minato　東京外国語大学）

べ兵連の地域的展開：長崎べ兵連を中心に

犬塚智史（Satoshi Inuzuka　シンガポール国立大学）

テレビジョンは家族を結びつけることができたのか？

――インターネット普及以前の1960年から1990年にかけての実証的検証――

築地　夏海（Natsumi Tsukiji　東京外国語大学）

日本の動物園を通してみるアジアゾウと人間の関係についての人類学的考察

頼　瑜瑩（Yuying Lai　東京外国語大学）

日本における就業形態と生涯学習の発展

重松　香奈（Kana Shigematsu　東京外国語大学）

特別支援を必要とする在外の子どもたちの言語発達の実態を複数言語獲得の可能性

――多言語環境シンガポールにおける調査から――

陳　怡青（Isei Chinn　日本大学）

翻訳と「文字」の役割に関する研究――『敦煌』論――

安　昭映（Soyoung Ahn　韓国外国語大学）

『今昔物語集』の女性観に関する考察
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完全遠隔日本語教育実習の実施と実習生が感じた課題点完全遠隔日本語教育実習の実施と実習生が感じた課題点
―ICT を活用した遠隔日本語教育実習の学習環境構築を目指して――ICT を活用した遠隔日本語教育実習の学習環境構築を目指して―

A Study on Implementation and Related Issues on Japanese Language Teacher Training on Full Online: A Study on Implementation and Related Issues on Japanese Language Teacher Training on Full Online: 

Aiming for Online Learning Environment of Japanese Language Teacher Training Using ICTAiming for Online Learning Environment of Japanese Language Teacher Training Using ICT

守屋　久美子守屋　久美子

　本研究は教育デザイン研究に基づき、準備から実習実施まで全てオンラインで実施した遠隔日本語

教育実習について関与者である実習生 5 名への事後インタビューを分析し、 実施に関する課題点を

探った。2 学期にわたって 2 つの異なるタイプの完全遠隔日本語教育実習を実施し、その後行ったイ

ンタビューの結果、実習生は学習者との関係において①日本語教育の技術に関する課題点、②日本語

教育実習特有の課題点、 ③遠隔教育特有の課題点を抱えていた。 また、 教師および実習生間のスケ

ジュール調整にも課題が見られた。以上の結果を踏まえ、遠隔日本語教育実習の実施においては実習

生への遠隔による学習リソースの提供、学習者の既習内容から独立した実習コース設計、議論の場の

設計、遠隔教育の理論を踏まえた実習実施が必要であることが明らかとなった。

キーワード：遠隔日本語教育実習、教育デザイン研究、ICT、学習環境デザイン、オンライン授業

Online Japanese language teacher training, educational design research, ICT, Learning environ-

ment, Online class
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ミャンマー人日本語学習者が使用する聴解学習ストラテジ―ミャンマー人日本語学習者が使用する聴解学習ストラテジ―
―ヤンゴン外国語大学の日本語学習者を対象として――ヤンゴン外国語大学の日本語学習者を対象として―

The Strategies Use of Learning Japanese Listening Comprehension of Learners in Myanmar:The Strategies Use of Learning Japanese Listening Comprehension of Learners in Myanmar:

An Analysis of Surveys Held at Yangon University of Foreign LanguagesAn Analysis of Surveys Held at Yangon University of Foreign Languages

エー・ピュー・ニェインエー・ピュー・ニェイン

　　本研究では、ミャンマーにあるヤンゴン外国語大学（以 下  YUFL） の 日 本 語 主 専 攻 学 習 者 の 聴

解 学 習 ス ト ラ テ ジ ー 使 用 の 傾 向 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し 、 YUFL の 日 本 語 主 専 攻 学 習

者 2 年生、3 年生、4 年生を対象に、聴解学習ストラテジー使用についてアンケート調査を実施した。

調査から得られたデータに対して探索的因子分析を行った結果、第 1 因子「繰り返すストラテジー」、

第 2 因子「既有情報から内容理解を構築するストラテジー」、第 3 因子「聞き取った内容を基にアウ

トプットするストラテジー」の 3 つの因子が確認された。使用頻度の観点から、学習者は第 2 因子を

一番多く使用し、続いて第 1 因子、第 3 因子の順に使用していることが分かった。さらに、聴解学習

ストラテジー使用の学年による違いや日本語能力試験の合格レベルによる違いから分析し、考察する。

キーワード：聴解、学習ストラテジー、日本語学習者、ヤンゴン外国語大学、ミャンマー

Listeningcomprehension,Learningstrategies,JapaneseLearners,YangonUniversityofForeignLan-

guages,Myanmar
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高校英語縦断的「対話」スピーキング学習者コーパスの研究高校英語縦断的「対話」スピーキング学習者コーパスの研究
――流暢性と複雑性のケーススタディー流暢性と複雑性のケーススタディー――

Longitudinal Research on Fluency and Complexity of L1 Japanese Learners Longitudinal Research on Fluency and Complexity of L1 Japanese Learners 

of English Conversations by High School Learnersof English Conversations by High School Learners

チホネンコ・マクシムチホネンコ・マクシム

　２０ヶ月にわたり 32 名の日本語母語話者高校生の英語学習者がフィリピンにいる教師から 1 ヶ月

に一回オンライン英会話スピーキングレッスンを受講した。更に 22 名の統制群がおり、15 課目から

17 課目まで 3 レッスンのみを受講した。レッスンの時のやりとりは文字化され、マルチモーダルの

コーパスにされ、分析された。

　本発表では、２名の学習者による英語やりとりの縦断的な分析の結果を紹介し、流暢性と複雑性の

変化パターンを紹介する。20 ヶ月にわたり顕著に向上したのは流暢性、特にスピーチ・レートである。

一方で、複雑性は少ししか伸びなく、一切変化してこなかった指標も見られた。

キーワルド：複雑性、流暢性、縦断的研究、第二言語習得、コーパス

Complexity, Fluency, Longitudinal Research, SLA, Corpus
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日本語を母語する学習者よるベトナム語の「日本語を母語する学習者よるベトナム語の「rồi / sẽrồi / sẽ」表現の習得」表現の習得

Second Language Acquisition of aspectual expressionsSecond Language Acquisition of aspectual expressions「「rrồồi / si / sẽẽ」」in Vietnamesein Vietnamese

by native speakers of Japaneseby native speakers of Japanese

グエン・ザ・トーアイ・ズグエン・ザ・トーアイ・ズ

  本稿では、東京外国語大学でのベトナム語専攻 3 年・4 年生の上級学習の 8 名を主たる対象者とし

て、完結と未完結表現の「rồi / sẽ」の習得に関する調査を行う。まず、学習者に背景情報のフェイス

シーを記入してもらって、その後「rồi / sẽ」の使用に関する 20 分程度のテストの回答にも依頼する。

次に、決まった話題について参加者と 30 分程度の会話を実施する。両言語におけるアスペクトは多

少な違いがあるために、日本語を母語とするベトナム語学習者にとって、「rồi / sẽ」の習得は困難では

ないかと予想される。調査を通じて、日本語 L1 学習者による、「rồi / sẽ」の使用状況が明らかにした

上で、適切な指導法に応用すると期待される。

キーワード : 非完結相、完結相、アスペクト、ベトナム語教育、第二言語習得

perfective, imperfective, aspect, Vietnamese language education, second language acquisition
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日本語とウズベク語の受身文の対照研究日本語とウズベク語の受身文の対照研究

A Contrastive Study on Passives of Japanese and UzbekA Contrastive Study on Passives of Japanese and Uzbek

　　

ジュマエフ・ラヒモナリジュマエフ・ラヒモナリ

　　筆者は自分の日本語学習経験および教授経験を通して、 ウズベク人母語話者が日本語学習する際

もっとも誤用が起こりやすい項目の一つである受身文について日本語とウズベク語の対照的な分析を

行い、両言語の受身文の間にみられる共通点と相違点を明らかにすることを目的とした。

　本研究では、書き言葉における両言語の受身文がどのように使われているのかに関する調査分析を

行った。文学小説として、夏目漱石の「こころ」とそのウズベク語翻訳本 “Qalb1”、安部公房の「砂の女」

とそのウズベク語翻訳本 “Qumdagixotin2”、「箱男」とそのウズベク語の翻訳本 “Yashik-Odam3”、を用いた。

データ中に受身文がどのように使われているかを、受身文の使用率を中心として調査分析を行い、両

言語の受身文の使用率を明らかにした。

　また、第一に、両言語にともに存在する受身文、あるいは片方にしか存在しない受身文という形で

整理し、日本語とウズベク語の受身文の範囲を明らかにした。

　第二に、日本語とウズベク語両言語で共に存在するタイプであっても、ウズベク語では受身文を避

けるケースがあるように思われるので、それがどういう性質のものであるのかを明らかにした。

1　“Qalb” は日本語からウズベク語への翻訳である。2013 年に N.Aminova によって翻訳された。

2　“Qumdagixotin” は ロ シ ア 語 か ら ウ ズ ベ ク 語 へ の 重 訳 で あ る。2016 年 に VahobRuzmetov, ErkinEr-

nazarov によって翻訳された。

3　“Yashik-Odam” はロシア語からウズベク語への重訳である。1986 年に S.Rahmon によって翻訳され

た。
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「太郎に限らず次郎」は一つの句か「太郎に限らず次郎」は一つの句か
――「集合操作表現」の再考察「集合操作表現」の再考察――

Is "Taro nikagirazu Jiro" a phrase?Is "Taro nikagirazu Jiro" a phrase?

A Reconsideration of “Set Operational Expressions” A Reconsideration of “Set Operational Expressions” 

帰　翔帰　翔

日本語には、「太郎に限らず次郎も来た」、「花子をはじめ多くの学生をバーティーに呼んだ」、「国

語に加えて数学も不合格だった」、「雑誌のかわりに辞書を買った」など、同類の事物を並べ、並べら

れる事物の相互関係を示す複合辞表現がある。

本発表は、複合辞句を後続名詞句の従属要素として見る江口正氏の「集合操作表現」説を検討する。

「太郎に限らず次郎」を一つの「名詞句の拡張的な構造」として扱う分析には少なくとも、副助詞・

係助詞によるとりたての範囲解釈の問題や、量修飾の副詞成分との共起問題が起きると指摘したい。

キーワード：複合辞、「に限らず」タイプ、とりたての範囲、量修飾の副詞句、等位構造

compound particle, the “nikagirazu” type, scope of focusing particles, quantity adverbial phrase, 

coordinate structure
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雑談における「物語の開始」の日中対照研究雑談における「物語の開始」の日中対照研究
――質問の機能と会話参加者の相互行為を中心に質問の機能と会話参加者の相互行為を中心に――

A Contrastive Study on the Start of Conversational Narrative between Japanese and Chinese:A Contrastive Study on the Start of Conversational Narrative between Japanese and Chinese:

focus on the Functions of Questions and the Interactions between Speakersfocus on the Functions of Questions and the Interactions between Speakers

葉　素穎葉　素穎

　本発表における「物語」とは、「雑談の中に現れる過去に発生した出来事の報告」のことである。質問は

本来情報要求の機能を持っているが、会話管理の面においては、話題の導入をしたり、会話の開始をさせ

たりする働きもあるとかんがえられる。それに、「質問−応答」という参加者のやり取りの中で、会話が

動的に構築されていくことになるだろう。そこで、本発表では、友人関係の日本語母語話者と中国語母語話者

の雑談に現れる「物語」の開始に焦点を当て、質問の機能と会話参加者の相互行為という視点から実証的に考

察し、日中両言語の相違を記述・説明しようとする。

キーワード：物 語 の 開 始 、 質 問 、 相 互 行 為 、 日 中 対 照 研 究

the start of conversational narrative, questions. interactions, contrastive study
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アニメキャラクターの性格と文末表現の関係アニメキャラクターの性格と文末表現の関係

The Correspondence between Sentence-final Expressions Used by Anime Characters and Their PersonalitiesThe Correspondence between Sentence-final Expressions Used by Anime Characters and Their Personalities

佐藤　茉奈花佐藤　茉奈花

アニメなどの創作作品では、キャラクター特有の言語表現が登場する。キャラクターの年齢や性差、

職業などの社会的属性と言語表現との結びつきについては、役割語研究においてこれまで盛んに行わ

れてきた。しかし、内面的な属性である性格と言語表現との結びつきに関する研究はまだ少ない。そ

こで、本研究ではアニメ『ラブライブ！ school idol project』を分析対象とし、女性キャラクター 9 人

の性格と言語表現との関係について分析、考察を行った。公式プロフィールから性格を表す語を抽出

し、性格診断法「東大式エゴグラム」を参照して、9 人のキャラクターを 5 つの性格的グループに分

類した。そのうえで、それぞれの性格的グループ内でどのような言語表現が使用されているのか、文

末表現に注目し、分析を行った。その結果、特に女性文末詞の使用・不使用によって、キャラクター

の性格が効果的に表現されていることがわかった。

キーワード：アニメ・キャラクター・性格・文末表現・女性文末詞

Anime, Character, Personality, Sentence-Final Expressions, Feminine Sentence-Final Particle
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日本語とブラジル・ポルトガル語の翻訳に見られる役割語の様相日本語とブラジル・ポルトガル語の翻訳に見られる役割語の様相
――表現手法の新しい類型化の試み表現手法の新しい類型化の試み――

デナザレ・フィゲイラ・フラヴィオデナザレ・フィゲイラ・フラヴィオ

　本研究ではブラジル・ポルトガル語において、日本語の役割語がどのように翻訳されているかを分

析している。本発表では、金水（2003）が提案する「役割語度」及び山口（2007）が提案する「足

し算式」と「引き算式」という役割語の表現手法を参考とし、漫画から収集された例文を分析しながら、

「足し算式」、「引き算式」、「入れ替え」という三つの手法に分けた役割語の表現手法の新しい類型を

提案する。役割語の表現手法の新しい類型はまだ初歩的な段階にあるため、今後の課題として、役割

語の例文とその翻訳のデータを更に増やし、その有効性を検証することが挙げられる。

キーワード：日本語の役割語、ブラジル・ポルトガル語、翻訳、役割語の表現手法、日本の漫画

Japanese Role Language、Brazilian Portuguese, Translation, Methods of expression of Role Language, 

Japanese Comics.

金水敏（2003）『ヴァーチャル日本語役割語の謎』岩波書店

山口治彦（2007）「役割語の個別性と普遍性：日英の対照を通して」、金水敏 （編）『役割語研究の地平』

くろしお出版、pp.9-25
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日本語における一人称代名詞の用法と役割日本語における一人称代名詞の用法と役割

First Person Pronoun: Its Usage and Function in the Japanese LanguageFirst Person Pronoun: Its Usage and Function in the Japanese Language

シルヴェステル・カツァワシルヴェステル・カツァワ

　本発表では、日本語における人称代名詞の特徴を論じ、ヨーロッパ言語における人称代名詞と比較

したいと思います。そして、一人称代名詞を例にしてその文法的な役割について話したいと思います。

　一人称代名詞は性別や身分や語り手の気持ちなどの様々なニュアンスを表し、本発表では敬意と皮

肉さを表示する一人称代名詞を取り上げて分析します。最後に、一人称代名詞を分類し、ソーシャル

メディアを中心にしてその使用頻度を紹介します。

キーワード： 言語、文法、一人称代名詞、敬語、皮肉さ

language, grammar, first person pronouns, honorific language, sarcasm
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視聴覚翻訳の方法の分析視聴覚翻訳の方法の分析
  ――「スターウォーズ」と「機動戦士ガンダム」を中心にして「スターウォーズ」と「機動戦士ガンダム」を中心にして――

Analysis of Audiovisual Translations Based on "Star Wars" and "Kidō Senshi Gundam"Analysis of Audiovisual Translations Based on "Star Wars" and "Kidō Senshi Gundam"

アレクサンドラ・ホラプエクアレクサンドラ・ホラプエク

　本発表では、視聴覚翻訳の方法、特に字幕と吹き替えの相違やそのメリットとデメリットについて

話したいと思います。用例として、同様なテーマを取り上げている「スター・ウォーズ」と「機動戦

士ガンダム」の二つの作品を分析します。両作品は、世界のシネマトグラフィーに大きな影響を及ぼ

したもので、サイエンスフィクションというジャンルの先駆的な名作です。

キーワード：視聴覚翻訳、映画、字幕、吹き替え

audiovisual translation, film, film subtitles, dubbing
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産休・育休制度と現状の日伯比較分析産休・育休制度と現状の日伯比較分析

Maternity, Paternity, Childcare and Caregiver Leaves in Japan and Brazil: A Comparative AnalysisMaternity, Paternity, Childcare and Caregiver Leaves in Japan and Brazil: A Comparative Analysis

ジョアン・ヘンダ・レアル・フェルナンデスジョアン・ヘンダ・レアル・フェルナンデス

 The lecture seeks to present to international students a brief description of the leaves available to adoptive or 

birth parentes in Japan and Brazil. It also intends to discuss how these issues are importante to promote more gender 

equality in the workplace. Some other foreign legal systems will also be mentioned, such as the Swedish, Norwegian and 

Chilean models of parental leaves.

Key words: Comparative Law; Parental Leave; Maternity Leave; Paternity Leave; Childcare and Caregiver Leave; Japan; 

Brazil; Sweden, Norway; Chile; Employment discrimination; Gender Equality; Labor and Employment 

Law.
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水木しげるの戦争をめぐる「墓場鬼太郎」における妖怪キャラクターのあり方水木しげるの戦争をめぐる「墓場鬼太郎」における妖怪キャラクターのあり方

Yo-kai's Ideal Situation in Yo-kai's Ideal Situation in Graveyard KitaroGraveyard Kitaro, Based on Shigeru Mizuki's Experience of War, Based on Shigeru Mizuki's Experience of War

王　喬丹王　喬丹

アジア・太平洋戦争に於ける激戦地ニューブリテン島での戦闘、負傷経験を持つ漫画家である水木

しげるは戦後、戦記漫画、妖怪漫画などを描きつづけた。『総員玉粋せよ！聖ジョージ岬・哀歌』(1973)

などの戦記漫画では水木自身の戦争体験は決定的な重みを持っている。一方、その妖怪漫画も例外な

く、彼の戦争体験に大きな影響を受けたと言える。その中でテレビ化された『ゲゲゲの鬼太郎』は貸

本時代に描いた『墓場鬼太郎』を改名したものである。

子供向けの作品に偏る『ゲゲゲの鬼太郎』とは違い、『墓場鬼太郎』はグロテスクに満ちたシーン

が多くある。このような人物設定とストーリーの構成は水木の戦争経験から大きな影響を受けたと思

う。そのため、『墓場鬼太郎』は水木しげるの戦争経験に根ざして書かれていることを論証すること

は、本研究の研究目的である。本研究は、『墓場鬼太郎』の人物設定とストーリーの構成の両方から、

水木の戦争経験から受けた影響を明らかにする。つまり、どうしてそのような人物、物語のストーリー

を設定するかについて、戦争経験の視点からその原因を明らかにする。

キーワード：妖怪、水木しげる、マンガ、戦争体験、隠喩

yokai, Mizuki Shigeru, manga, war experiences, metaphor
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「デンドロカカリヤ」と『壁』に関する考察「デンドロカカリヤ」と『壁』に関する考察
――花田清輝の批評を触媒に花田清輝の批評を触媒に――

Research on "Dendrocacalia" and "The Wall": Be Guided by the Comments of HanadaResearch on "Dendrocacalia" and "The Wall": Be Guided by the Comments of Hanada

陳　佳涵陳　佳涵

「デンドロカカリヤ」 は安部公房が 1949 年 8 月に発表した作品である。 筆者は、 安部が 1940 年

代後半に書いた初期作品には、物語の面にも、使われた言葉の面にも、退廃的な傾向がはっきりと感

じられるのを修士論文の中で指摘した。その一方、「デンドロカカリヤ」は、安部のシュルレアリス

ムの第一作であり、また変革作としても大きな意義があると位置付けられる。しかし、作品の変革に

関する先行研究の多くは、前作と異なる「デンドロカカリヤ」の良さに焦点を当て、その前の初期作

品における退廃の傾向についての言及は少ない。さらに、花田が述べた「デカダンと同様な形態をも

つ」という話から、花田にとっては、安部の作品は決して非退廃的なものと言えないことが明らかで

ある。これは、二人の間に「デカダンス」に対する理解の違いによるものと考え、修士論文で花田と

安部が持つ「デカダンス」感覚の異同点について分析を行った。実際に花田は安部の作品を批判した

ほか、太宰治、坂口安吾などの無頼派の作品も批判したことがある。筆者今後の研究のポイントは、

同時代に「堕落」あるいは「デカダンス」の風潮の形成を促す原因を解明し、その系譜をまとめるこ

とである。今回の報告では、安部は花田の評価をどのように見受けているのかを検討し、「デンドロ

カカリヤ」と比較しながら、『壁』（1951 年）に「デカダンス」から脱却させるために安部はどのよ

うに努力したのかを検討したい。

キーワード：安部公房、花田清輝、シュルレアリスム、デカダンス、戦後文学
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共振する「内」と「外」共振する「内」と「外」
――『行人』における「未来」への可能性『行人』における「未来」への可能性――

The Union of the Subject and the Object: Implying the Way to Future Possibility of Civilization in The Union of the Subject and the Object: Implying the Way to Future Possibility of Civilization in KoujinKoujin

張　希毅張　希毅

　本研究は夏目漱石の小 説『行人』における意味を生成する機構を解明するものである。まず、作

品にあらわれた複数の女をめぐるエピソードのヒロインたちは実際に主人公 の一郎の寸断された「身

体」のメタファーであることを検証し、その切断の表象と響く漱石の文明論的意識を考察する。それ

は『行人』の中で 主人公 の 一郎と二郎がそれぞれに前近代的日本、近代日本の寓意性が託され、西

洋近代のもつ同一化倫理により、前近代的な日本の主体が抑圧され、切断された図式である。この意

味で、最終章の「塵労」にお ける一郎の旅は、こうのように寸断された主体 性を回復するための儀

式として理解しえる。この上、旅の中で一郎が悟った「絶対」の境地と連動する「禅」という思想の

転回を考察し、テクストの中で提示された西洋的近代のヘゲモニーがきたした「外発的な開化」を脱

し、真の開化の未来に通じる可能性を解明する。

キーワード：近代、前近代、メタファー、情動、禅

modern, pre-modern, metaphor, affection, Zen
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〈夫婦像〉を形成する「革命」〈夫婦像〉を形成する「革命」
――太宰治の『おさん』を中心に太宰治の『おさん』を中心に――

The "Revolution" Shaping the Image of Husband and Wife: Focusing on Dazai Osamu's "Osan"The "Revolution" Shaping the Image of Husband and Wife: Focusing on Dazai Osamu's "Osan"

シルウィーディー・サラシルウィーディー・サラ

　太宰はデビュー作の『列⾞』から、未完の絶筆の『グッド・バイ』まで、様々な〈夫婦像〉を描い

てきた。その〈夫婦像〉の形成に影響した外在的な要素が幾つか見られる。その一つとしては「革命」

である。太宰治文学における「革命」についての多くの研究が『斜陽』を中心として論じたものであ

るが、「革命」は前期作品から後期作品にかけて登場する太宰治文学の一つキーワードである。

　今回の発表では、「革命」 という言葉が 16 回も登場する後期作品の『おさん』 を取り上げ、 同じ

1947 年に発表された『斜陽』の「道徳革命」と比較しながら、太宰が描いた二面性があると考えら

れる「革命」と、それが、『おさん』に登場する旧い「夫婦像」と違う、「夫婦」というかたちのある

ものを超えたデカダン的な〈夫婦像〉の形成に及ぼした影響に注目したい。

キーワード：太宰治、おさん、夫婦、革命、道徳革命

Dazai Osamu, Osan, Husband and Wife, Revolution, Moral Revolution
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後藤明生『夢かたり』論後藤明生『夢かたり』論
――植民地挑戦と「わたし」の沈黙植民地挑戦と「わたし」の沈黙――

Meisei Goto's "Yumekatari": Colonial Korea and the Silence of NarratorMeisei Goto's "Yumekatari": Colonial Korea and the Silence of Narrator

李　喜珍李　喜珍

　後藤明生は外地引揚派に属した作家である。後藤は初期から植民地朝鮮での幼年期と敗戦 ・ 引揚体

験を多くの作品で描いており、その代表作が『夢かたり』（1975）である。そこで本発表では、『夢かたり』

の「わたし」が他人と関わる場面を検討し、現在の「わたし」は植民地朝鮮について他人との違いを

感じるとき、沈黙することを確認する。「わたし」のこのような姿勢は、その原因が幼年期にあると

考え られる。幼年期の「わたし」は朝鮮を他者として認識しており、それは公然の秘密として沈黙 

を守るべきことでもあった。

　しかし、日本へと引揚げた後、他者であった朝鮮は「わたし」を規定する自己の一部となり、「わ

たし」は日本社会に同化しえない他者となる。 ここで変わらないのは、 朝鮮がいつも他者の立場に置

かれることであり、 沈黙を守る 「わたし」の姿である。

キーワード：後藤明生、夢かたり、引き揚げ近代、前近代、メタファー、情動、禅

modern, pre-modern, metaphor, affection, Zen
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中世叙景歌における叙情性中世叙景歌における叙情性
――瀟湘八景和歌における「瀟湘夜雨」を中心に瀟湘八景和歌における「瀟湘夜雨」を中心に――

The Lyricism of Descriptive Poetry in the Medieval Period Japan:The Lyricism of Descriptive Poetry in the Medieval Period Japan:

A Study on 'Night Rain on Xiao-Xiang' in WakaA Study on 'Night Rain on Xiao-Xiang' in Waka

蘇　文甯蘇　文甯

　「瀟湘八景」は中国を起点として、日本や韓国などの東アジアの国々に渡り広く知られている画題

であり、詩題でもある。鎌倉後期、中日両国を行き来した禅僧によって日本に伝えられた「瀟湘八景」

は、五山禅僧の間に数多くの漢詩が詠作された一方、和歌の世界にも歌題として扱われはじめた。

　本発表は「瀟湘八景」の一景である「瀟湘夜雨」と題した和歌の表現を考察することを試みるとと

もに、この歌題に含まれている叙情性を明らかにすることを目的にする。

　そこで、孤愁をモチーフとした中国の「瀟湘夜雨」と異なり、和歌における日本の「瀟湘夜雨」は

斑竹や屈原の故事を踏まえながらも、むしろ「瀟々」たる夜雨と理解され、平安時代以来白居易によっ

て形成した草庵での夜雨の憂愁に影響されたと考えている。本発表によって、同じ題でありながらも

自然から反映された歌人の情緒が元来の漢詩題から変容した現象が伺えられたと思われる。

キーワード：中世和歌、瀟湘八景、夜雨、叙景歌、叙情性

Waka in the Medieval Period Japan, the Eight Views of Xiao-Xiang, Night Rain, Descriptive 

Poetry, Lyricism
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山吹歌の「みの」考山吹歌の「みの」考
――常縁から道灌へ常縁から道灌へ――

Thinking about the Yamabuki's "Mino" of Waka: Change from Tsuneyori to DokanThinking about the Yamabuki's "Mino" of Waka: Change from Tsuneyori to Dokan

二階　健次二階　健次

　太田道灌山吹譚は、和歌発心譚として人々に膾炙されている。これは江戸時代中期の『常山紀談』

の影響である。山吹譚の本歌は『後撰集』の兼明親王歌であるが、中世私家集の『雲玉和歌抄』に採

録がある。三条西実隆や宗祇に「山吹と蓑」の掛け合わせ歌がみられ同時代に共有されていたこと、『雲

玉和歌抄』では「天神法楽歌」として菅原道真の文武両道を讃えた奉納歌であること、「蓑」は「美濃」

の掛詞にもなること等から、この譚は「道灌」ではなく、古今伝授を宗祇に授け、東征の留守に領国

美濃を奪われた「東常縁」が投影されると考えた。江戸将軍の 「武家諸法度」に「文武両道」が掲げ

られると、江戸の道灌人気が高まって、常縁から道灌へ入れ替わっ ていったと考えた。また、 無学な

土地の者が統治者をへこます「笑われる西行」の話型があることに注目した。これらの視点を踏まえ、

「和歌と説話」の関係を見直し、再構築を試みた。

キーワード：太田道灌、東常縁、和歌発心譚、山吹の花 、 笑われる西行

Oota-Doukan, To-Tsuneyori, Waka origin, Yamabuki flowers, laughed at Saigyo
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1960 年代東京における警察の防犯活動1960 年代東京における警察の防犯活動

Crime Prevention Activities by Police in Tokyo in 1960s Crime Prevention Activities by Police in Tokyo in 1960s 

渡邉　啓太渡邉　啓太

　本報告では、1960 年代東京で展開された警察 による 防犯活動 の 諸相を検討する。1950 年代後半

から進行した都市化が犯罪の質的・量的な悪化をもたらし ていると認識した警察は、1960 年代に入 

り「小暴力」の予防・ 取り締まりや風俗営業の取り締まり、青少年の補導等の都市における防犯活動

を本格的に強化していく。これらの方策は国家的なメガ・イベントとしての 1964 年東京オリンピッ

クを円滑に進めるために行われたものでもあったため、その開催地かつ都市化が急速に進行していた

東京は とりわけその状況が問題視され、厳格な防犯対策を講ずべき場所として設定されていたので

ある。さらにこの際、警察は地域住民や学校、関連機関に自主的な防犯活動および警察の防犯活動へ

の理解と協力を積極的に要請しているが、ここからは「犯罪の防止」を通じた人びとへの警察権力の

浸透が見て取れる。以上の過程を、 警察によるナショナルな秩序と都市秩序の形成に着目して考察す

る。

キーワード：警察、防犯活動、東京、都市化、オリンピック

police, crime prevention activities, Tokyo, urbanization, the Olympics
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べ平連の地域的展開べ平連の地域的展開
――長崎べ平連を中心に長崎べ平連を中心に――

Spread and Development of Beheiren: Focusing on Nagasaki Beheiren Spread and Development of Beheiren: Focusing on Nagasaki Beheiren 

港　那央港　那央

　「ベトナムに平和を！」 市民連合（以下、 ベ平連） は、1965 年 2 月のアメリカによる北ベトナム

爆撃の本格化をきっかけに日本で結成された、ベトナム反戦を訴える市民運動体である。規約や会員

制度はなく、ベトナム反戦の意思を持つ者であればどこでも誰でも一人でもベ平連を名乗り活動する

ことができたため、最初に結成された東京を拠点とするベ平連が 1974 年に解散するまでの間に、全

国で数百ものベ平連が結成され独自の運動が展開されたと言われる。従来のベ平連研究では、「中心

的」存在であった東京のベ平連が主な研究対象であった。しかし、各地で発生した様々な地域のベ平

連の運動にも注目すべきであるとして、2013 年に地域ベ平連研究会が発足し、今日、ベ平連研究は

新たな段階に入り⾶躍的な発展を遂げつつある。本発表では、その地域的展開の動きの一つと捉えら

れる、長崎県長崎市で誕生した長崎ベ平連について、その結成背景と特徴を中心に報告する。

キーワード：べ平連、市民運動、反戦運動、ベトナム戦争、長崎県

Beheiren, citizens' movements, anti-war movements, Vietnam War, Nagasaki City
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テレビジョンは家族を結びつけることができたのか？テレビジョンは家族を結びつけることができたのか？
――インターネット普及以前の 1960 年から 1990 年にかけての実証的検証インターネット普及以前の 1960 年から 1990 年にかけての実証的検証――

Had the Television Brought the Family Together? Had the Television Brought the Family Together? 

An Empirical Assessment of Pre-Internet Age Japan from 1960 to 1990An Empirical Assessment of Pre-Internet Age Japan from 1960 to 1990

犬塚　智史犬塚　智史

 Shortly before the mass spread of television across Japan, a sociologist Ikutaro Shimizu asserted that television 

“brings humans back to home” and creates a space where all family members, from grandparents, parents, and to children, 

share a pleasant time together. Such an optimistic view seemed to have prevailed in the late-1960s and the 70s, by which 

time the nationwide habit of the whole family lounging in front of the living-room television over dinner—as we still are 

weekly reminded from depictions in Sazae san and chibi Maruko chan—was firmly established. Yet, as many commenta-

tors and scholars have problematized, such idyllic family TV viewing has long been on the wane, and today rarely do we 

find a cheerful three-generational family dinner like Sazae san’s or Maruko chan’s. Far from uniting the family, recent re-

search often associates television viewing with reduced civic participation and even social isolation. How has the function 

of television so diagonally transformed from uniting the family to aggravating isolation? 

 As a starting point to tackle this question, I quantitatively examine the first three decades of Japanese television, 

from 1960 to 1990, before the popularization of the Internet. I found from multiple television surveys that, from the mid-

1960s to the 70s, television indeed had functioned as a medium to bring family members together. However, in the 1980s, 

there emerged a practice of “individualized enjoyment of mass-produced entertainment” with the introduction and popu-

larity of devices such as the VTR, Walkman, and video games especially among youths, as well as with a second or a third 

television set now installed in bed-rooms. This practice contrasted vividly with the “en famille enjoyment of mass-produced 

entertainment through the living-room television” of the late-1960s and the 70s, and I argue, anticipated the subsequent 

decades of social media. The significance of this research lies mainly in the finding that the highly-individualized use of 

media, which often is associated with social isolation, began already during the transitional decade of the 1980s, well before 

the era of the Internet.

キーワード： テレビ、家族、個人化、社会的孤立、1980 年代

Television, family, individualization, social isolation, the 1980s
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日本の動物園を通して見るアジアゾウと人間の関係についての人類学的考察日本の動物園を通して見るアジアゾウと人間の関係についての人類学的考察

An Anthropological Study of Relationship between Asian Elephants and Humans An Anthropological Study of Relationship between Asian Elephants and Humans 

from the Stight of Zoos in Japanfrom the Stight of Zoos in Japan

築地　夏海築地　夏海

　本発表では、日本の都立動物園での事例を用いつつ、園内で飼育されているアジアゾウと、園職員

や来園者といった様々な立場の人々とがどのようにコミュニケーションを取り関係性を構築している

のかを考察する。

　動物園は、人々がそれぞれの生息地域に行かずして、あらゆる動物種を目にして出会う機会をもた

らす空間である。とりわけ本研究では、タイやスリランカといった本来の生息地から日本の動物園に

やって来たアジアゾウに焦点を当て、人間の飼育管理下にありながらも園内で生きるアジアゾウと、

飼育担当職員や解説ガイドボランティア、また来園者などとの間でどのようなコミュニケーションや

観察が行われているかについて聞き取りやインタビュー調査をもとに検討した。これにより、人々の

それぞれの立ち位置に応じて、飼育ゾウに対する人々の認識、姿勢や行動において微細な差異が存在

していることを明らかにした。

キーワード：文化人類学、動物園、アジアゾウ、人と動物の関係

Anthropology, Zoos, Asian Elephants, Human-Animal Relationship
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日本における就業形態と生涯学習の発展日本における就業形態と生涯学習の発展

Development of Employment Style and Lifelong Learning in JapanDevelopment of Employment Style and Lifelong Learning in Japan

頼　瑜瑩頼　瑜瑩

　本研究は日本社会における就業形態の変化に基づき、生涯学習の発展のルーツが職業訓練から一般

教養に変わっていく過程を明らかにする。また、この発展過程についての検討により生涯学習の定義

を補充できるのではないと考える。

　日本は東アジアの国々には最も経済的に発展した国である。日本の文部科学省が生涯学習の定義を

提供し、その定義の詳細ごとに追加の説明とサポートポリシーを提供している。文部科学省はまた、

時代に歩調を合わせ、教育観の変化に応じて定義を修正・拡大するために定期的な議論を行っている。

その議論の中に職業訓練は生涯学習の定義に欠さないいけない内容である。

　本研究において、まず第二次世界大戦後の経済復帰の要求に応じ、発展してきた職業訓練の状況を

確認する。次に、1960 年代末に形成された日本企業内職業教育制度を分析する。最後に、現在まで

継続された企業内職業教育制度はどのように第三次産業発展により変わっていくのかを検討する。

キーワード：就業形態、生涯学習、職業訓練、成人教育、日本社会

Japanese employment system, Lifelong learning, Vocational education, Adult education, 
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海外で特別な支援を必要とする子どもたちの言語発達に関する親の葛藤海外で特別な支援を必要とする子どもたちの言語発達に関する親の葛藤
――多言語環境シンガポールにおける調査から多言語環境シンガポールにおける調査から――

Parental Conflicts Regarding Language Development of Children with Special Needs:Parental Conflicts Regarding Language Development of Children with Special Needs:

From a survey of Singapore in a Multilingual EnvironmentFrom a survey of Singapore in a Multilingual Environment

重松　香奈重松　香奈

　グローバル化が進み、人々が世界を移動する現代となった今、日本へ帰国する予定のない海外永住

家庭や長期滞在家庭の子どもが著しく増加している（東京学芸大学国際教育センター .2014）。また、

日本国内では、約 4％の義務教育段階のこどもが教育的配慮を要すると言われ、その数は国内だけで

なく、海外においても増加傾向にある（海外子女教育振興財団 ,2019）。

　本研究では、シンガポール在住の発達障害や知的障害、肢体不自由などを持つ子どもや発達に不安

を持つ保護者たちがメンバーとなっている某団体にご協力いただきアンケート調査を行った。その結

果、 約 8 割が言語発達における不安を抱え、 医療機関を受診していたことがわかった。 また、 保護

者が抱える悩みとして、子どもとコミュニケーションがとりにくい、という悩みがあり、これは、モ

ノリンガル環境にある子ども、バイリンガル環境にある子ども、両方に共通する悩みであった。本研

究で保護者が抱える言語発達面での葛藤を明らかにすることで、今後多言語環境で育つ子どもたちの

言語やコミュニケーションを高める支援の在り方について、支援の実践に向けた示唆を提示したい。

参考文献

海外子女教育振興財団 (2019)「日本人学校における特別支援教育の実態について」

東京学芸大学国際教育センター（2014）『海外子女教育の新展開に関する研究プロジェクト報告書−

新しい補習授業校のあり方を探る』
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翻訳と「文字」の役割に関する研究翻訳と「文字」の役割に関する研究
――『敦煌』論『敦煌』論――

Research on the Role of Translation and CharacterResearch on the Role of Translation and Character

陳　怡青陳　怡青

　井上靖の『敦煌』は、一九五九年一月から五月にかけて雑誌『群像』に連載された小説である。進

士試験に落第した趙行徳の敦煌への道を描いた作品である。先行研究には、趙行徳が秀才であること、

旅行者から探検家に変身していること、彼が広義的な文化そのものへの関心を持っていることに焦点

が当てられた。また、井上靖の学問や書物への敬意など、作家研究に軸が置かれる形で分析されてき

た。しかし、趙行徳は物語の最初から最後まで、「文字」の世界に没頭していることが分かる。彼にとっ

ての「文字」の内側と外側の世界とその変遷について、先行研究のなかで注目されたことはなかった。

　本発表は、趙行徳にとっての「文字」の内側と外側の世界とその変遷を、趙行徳にとっての「学問」、「朱

王礼」という人物、趙による対照表―「辞書」作り、二人の女性と自然風景の役割という四つの点か

ら明らかにしていきたい。

キーワード：『敦煌』、井上靖、宋、漢字、西夏文字
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『今昔物語集』の女性観に関する考察『今昔物語集』の女性観に関する考察

Consideration on the view of womanhood in "Konjaku Monogatarishu"Consideration on the view of womanhood in "Konjaku Monogatarishu"

安　昭映安　昭映

　『今昔物語集』は平安時代末期に成立されたと見られる日本最大の説話集である。当時の世相を活

写しているため、当時の人々の生き方をくみ取ることのできる歴史史料として価値があるとも言える

だろう。特に恋愛譚の場合、必ず各話に愛し合う男女が登場するので、その関係性から男女の世間的

立場を比較することができる。本発表では『今昔物語集』本朝世俗部の恋愛譚に語られた恋の成り行

きと評語を検討し、当時の社会的女性観について確認する。

　男性から女性に恋を仕掛けたとしても、破綻の責任を女性に押し付ける評語が多数を占めることか

ら社会的に女性を蔑視する風潮が蔓延したと考えられる。

　恋愛において舵を握っているのは男性側で、女性は男性に振り回されるというストーリが多く見ら

れる。一見女性が主導しているように見える話もあるが、結局女性は男性に翻弄される。男女関係に

おいて女性は受動的な立場に置かれている弱者だったと考えられる。

キーワード：今昔物語集、恋愛譚、女性観、男女、世間的立場
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