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Ⅰ「言語」2019 年 7 月 24 日 

 

周 源（シュウ ゲン、東京外国語大学） 

話し言葉における受身文の日中対照研究 

 

劉 泱伶（リュウ ヨウレイ、国立政治大学大学院） 

台湾中国語における「吧」の確認要求用法 

― 非下降イントネーションの例を中心に ― 

 

泉 大輔（イズミ ダイスケ、東京外国語大学） 

語が文を包摂する形式に関する考察 

 

帰 翔（キ ショウ、東京外国語大学） 

副詞「別に」の機能考察 

 

成 恵英（ソン ヘヨン、韓国外国語大学校） 

多義動詞「とる」の意味に関する一考察 

 

張 舒鵬（チョウ ジョホウ、東京外国語大学） 

日本語における形容詞一語文の考察 

 

李 月明（リ ゲツメイ、北京外国語大学） 

日中数量類別詞の範疇化機能の対照研究 
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話し言葉における受身文の日中対照研究 

A contrastive study of passives in spoken Japanese and Chinese 
 

周 源（シュウ ゲン、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】日本語、中国語、話し言葉、受身文、対照研究 

Japanese, Chinese, spoken language, passives, contrastive study 

 

 

受身文は日本語においても中国語においても膨大な研究の蓄積があるが、書き言葉で使用される受身

文に関しての研究がほとんどであり、話し言葉についての研究は管見の限り極めて少ない。本研究は、

日本と中国のテレビドラマや映画のセリフやシナリオ(2007 年～2012 年に放送された日本のテレビドラ

マ 7 作品、1987 年～2008 年に放送された中国のテレビドラマ 21 作品、及び 1996 年～2005 年に出版さ

れた『夏衍映画文学賞受賞シナリオ集(第一集～第六集)』の中の 21 作品)を使い、日中両言語の話し言

葉の使用実態を記述考察し、両者の共通点と相違点を明らかにすることを目的とする。 
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台湾中国語における「吧」の確認要求用法 

― 非下降イントネーションの例を中心に ― 

The Confirmation Request Function of BA in Mandarin Chinese: 

Focus on the example of Not-fall intonation 
 

劉 泱伶（リュウ ヨウレイ、国立政治大学大学院） 

 

 

【キーワード】吧、ダロウ、確認要求、非下降イントネーション、若年層 

BA, darou, Confirmation Request, Not-fall intonation, Young Generation 

 

 

ダロウと「吧」には、ともに推量と確認要求の用法がある。両者の確認要求用法は、従来、概ね対応

するものと考えられており、発表者も、栗田・劉・樊（2019）において、ダロウと、台湾における「吧」

の確認要求用法に三つの類型【A.命題確認】【B.認識共有の確認】【C.認識欠如の是正】を認めた。さら

に、栗田・劉・樊（2019）では、「吧」の確認要求用法には、ダロウとは異なり、一部、「二人称主語文

化しなければならないという制約があることを指摘し、その理由についても考察している。 

しかし、栗田・劉・樊（2019）の範囲で明らかにしきれていない論点として、【非下降イントネーショ

ンで発話される「吧」】の問題がある。一般に「吧」の確認要求用法は下降イントネーションで発話され

るのだが、次の例 1、2 のように非下降調で発話されうる例が存在するのである。 

（1）我家的小孩考試前還一直在玩遊戲。很誇張吧。（栗田・劉・樊 2019） 

（うちの子テスト前にもずっとゲームばっかりしているんです。ありえないでしょ） 

（2）你知道嗎 只要全家人都早睡一個小時 省下這些檯燈電腦電視的電… 一個就可以省下 24 度的電 

省下這些電則相當於減少 17 公斤的二氧化碳喔 你看減碳生活其實很簡單吧（COCT 2017 年版） 

（知ってる？一世帯が全員一時間早く寝ると、電気スタンドやパソコン、テレビで使われる電気が減

少され…、一時間で 24 キロワットの電気を節約することができるわけ。このように節約された電気は

17 キロの二酸化炭素に相当するよ。ほら、低炭素生活って意外と簡単でしょ） 

栗田・劉・樊（2019）はこれらのような例を「言語主体が聞き手に新しい認識の成立を求めるもの」

と規定した。しかし、このような例の使用には個人差があることが、既に発表者によるパイロット調査

によって明らかになっている。即ち、非下降調の例は、基本的に若年層によって使用されているのであ

る。このことをふまえて、発表者は、修士論文において、社会言語学的な手法を取り入れつつ、台湾中

国語の母語話者を調査し、その結果を分析することにしている。最終的には、20 代の男女 30 人ずつに

調査を実施する予定だが、まず本発表の範囲では、調査対象の人数を絞って使用傾向をつかみ、その分

析を行って、結果を報告することにしたい。 
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語が文を包摂する形式に関する考察 

An Analysis of Sentential Compounds 

 

泉 大輔（イズミ ダイスケ、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】文の包摂、臨時一語、複合名詞、引用、一単位性 

Sentential Compound, Nonce Form, Compound Noun, Quotation, Unity 

 

 

本研究の目的は、モダリティ形式を含む文が名詞に直接先行する形式（「母さん助けて詐欺」「マイル

を貯めてハワイへ行こうキャンペーン」「早く帰れオーラ」「困ったな状態」など）について、実例に基

づき形式的な特徴を明らかにすることである。先行研究では句を包摂する臨時一語について記述したも

のはあるが（「［世界の生け花］展」「［楽しい雰囲気］作り」など）、その前項が文にまで拡張した現象は

取り上げられていない。当該の形式はブログや会話などに多く見られるため、ウェブコーパス・会話コ

ーパスを用いて調査を行った。その結果、①当該の形式を形成しやすい名詞には内容節をとる抽象名詞

（「発言」「程度」「感」など）や相対名詞（「以外」「以上」など）が多いこと、②文末のモダリティ形式

によって後続しやすい名詞には差があること、③先行する文には個別の発話が引用された形式、ことわ

ざ、作品名などが見られることが明らかとなった。 
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副詞「別に」の機能考察 

Function of the Japanese Adverb“Betsuni” 
 

帰 翔（キ ショウ、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】「別に」、疑似陳述副詞、誘導 

betsuni, pseudo sentence-modifying adverb, induction  

 

 

「別に」は＜拒否＞の発話場面に用いられやすく、否定文に現れる場合が多い。辞書の記述も基本的

に、＜特に言及するまでもない＞という意味特徴を取り上げ、打消しの述べ方との共起を強調している

ようである。 

 しかし、実例を考察したところ、「別に」にはそれ以上の複雑さが見られる。 

・「別に」は条件節、連体修飾節などにも現れる。 

文の述べ方を修飾する典型的な陳述副詞と大きく異なる。 

・「別に」は肯定文にも現れる。 

肯定文に現れる一部の場合、情態修飾機能と接続詞的な機能が認められる。 

・「別に」は述部からの独立度が高く、それ単独で発話を完結させる例が多い。 

いわゆる感動詞のように、後続発話の内容を予告する特徴が見られる。 

本稿は渡辺実氏が指摘した「誘導の職能」の観点から副詞「別に」を考察し、＜前提 P との対比に基

づき、別内容 Q を誘導する＞ことを「別に」の基本職能とした。 
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多義動詞「とる」の意味に関する一考察 

A study of semantic structure of a Japanese polysemous word "toru" 
 

成 恵英（ソン ヘヨン、韓国外国語大学校） 

 

 

【キーワード】多義語、多義構造、意味分析、一般化、とる 

polysemic word, polysemicstructure, semantic factoring, generalization, toru 

 

 

日本語の基礎語彙である「とる」は、意味が非常に多岐にわたる多義語動詞である。『大辞林』におい

ては大区分 10 用法、小区分 73 区分、『日韓辞典』においても 30 項目に区分され、比較的新しいロコケ

ーションや多義語の辞典においても、一般化されているとは言い難く日本語学習者にとっても使い分け

が難しい語となっている。 

 「とる」は、先行研究において、現象素の認知、隣接語との差異、認知意味論の観点から研究されて

いるが、本稿では、現実世界の動きに焦点を当て基本的な意味を捉え、従来提唱された「とりはずし」

と「とりつけ」の二つの意味がどのように関係しているのか、また、組み合わされる名詞の種類や形式

を分析することで、「とる」の意味・用法を一般化することを目的として考察する。 
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日本語における形容詞一語文の考察 

Analysis on Adjective one-word sentences in Japanese 
 

張 舒鵬（チョウ ジョホウ、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】形容詞、一語文、評価形容詞、感情形容詞 

adjective, one-word sentence, evaluative adjective, emotional adjective 

 

 

会話の場面では、形容詞を一語だけ発して話し手の感情を表したり（「悲しい…」「嬉しい！」）、感覚

を訴えたり（「痛っ！」「あったかーい」）、物事に対する評価を表したり（「面白い！」「素敵！」）、する

表現がある。このように、形容詞一語を中心要素として構成された文を仮に形容詞一語文と呼ぶ。 

本発表では、日本語の形容詞一語文について、『日本語書き言葉均衡コーパス』などの資料を用いて、

使用場面のタイプや、形容詞の形態的特徴、構文特徴、及び形容詞の種類上の特徴などの側面から考察

を行う。 
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日中数量類別詞の範疇化機能の対照研究 

A comparative study on the categorization function of numeral classifiers  

in Chinese and Japanese 
 

李 月明（リ ゲツメイ、北京外国語大学） 

 

 

【キーワード】類別詞、範疇化、類型論、認知 

Classifier, categorization, typology, cognition 

 

 

類別詞とは、「名詞の意味的分類を表す言語手段」である。従来の研究では、日本語では「助数詞」、

中国語では“量词”と呼ばれてきた。言語類型論的に見れば、日中両言語とも、「名詞の意味的分類を

表す言語手段」である類別詞をもっている、言わば「類別詞言語」である。これはまた、「非類別詞言

語」である英語など、印欧諸言語とは異なる重要な特徴でもある。日中両言語は共に類別詞言語ではあ

るものの、全く同じわけではない。日本語は類別詞の範疇化において「有生性」を重要視するのに対し、

中国語は「形状性」を優先する。例えば、「平たいもの」を範疇化する際、日本語では、通常、類別詞

「枚」一つで一般化しているが、中国語では、“张/片/块/件/个”等複数の類別詞を用いて細分化してい

る。本稿では、日中両言語における「平たいもの」を表す類別詞の範疇化について対照考察を行い、両

言語の共通点と相違点を明らかにする。 
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Ⅱ「日本語教育、談話分析」2019 年 7 月 24 日 

 

岡田 素子（オカダ モトコ、東京外国語大学） 

教師添削とピア・レスポンスの順番が作文推敲に与える影響 

 

袁 姝（エン シュ、東京外国語大学） 

中国人日本語上級学習者の自然談話における「フィラー」の使用実態について 

 

胡 良娜（コ リョウナ、東京外国語大学） 

発話内行為から見る“V（O）了”の教授法の提案― 談話分析の視点から ― 

 

劉 鑫（リュウ キン、東京外国語大学） 

日本語学習者のオートノミーの変容に関する事例研究 

― 言語学習史インタビューを通して ― 

 

シリワン ムニンタラウォン（タマサート大学 助教授） 

企業インターンシップ参加に係る日本語講座学生の課題となる 

社会人の基礎能力の把握 

 

金 ダヒン（韓国・中央大学校） 

現代日本のアニメにおけるメタ言語分析 ― 細田守と新海誠の作品を事例に ― 

 

デ ナザレ フィゲイラ フラヴィオ（東京外国語大学） 

日本語の「役割語」はどのようにブラジル・ポルトガル語に翻訳されるか 

― 漫画と小説の翻訳に見られる「役割語」の対応手法の相違 ―  
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教師添削とピア・レスポンスの順番が作文推敲に与える影響 

Influence of the Order of Teacher Correction and Peer Response  

on Composition Improvement 
 

岡田 素子（オカダ モトコ、東京外国語大学） 

 

 

【タイトル】ピア・レスポンス、作文推敲、教師添削、ベトナム 

Peer response, Composition improvement, Teacher correction, Vietnam 

 

 

学習者の作文に対する教師添削には限界もあり、近年ではピア・レスポンス（PR）が作文の内容の推

敲に役立つとして注目を集めている。しかし、実践方法などによっては、学習者は文法など表層の欠点

ばかりに目がいき、内容を深めるまでには至らないことも多い。また、学習者が教師の添削を求める意

識はなくなることはないと考えられ、添削と PR 両方の効果を最大限に活かせる方法を探る必要がある。 

 特に、PR での話し合いを、内容を深めるための実質的な話し合いにするには、教師の添削をどのタイ

ミングで入れたらいいのだろうか。実際に、添削と修正と PR の順番を変えて書かせ、どの順番で行え

ば、内容にもっとも大きな修正が出るのかを、筆者がベトナムの大学において行った実践の結果を通し

て考察したい。 
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中国人日本語上級学習者の自然談話における 

「フィラー」の使用実態について 

An Analysis on the Use of Fillers 

by Advanced-level Chinese Learners of L2 Japanese 
 

袁 姝（エン シュ、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】第二言語習得、中国人上級日本語学習者、フィラー、自然談話、実態調査 

        Second Language Acquisition, Advanced-level Chinese Learners of L2 Japanese, Filler,  

Natural Conversation, Usage Research 

 

 

 本研究は、中国人上級日本語学習者（以下「学習者」とする）の自然談話におけるフィラーの使用実

態について調査を行ったものである。フィラーの定義と分類を統一した上で、①学習者と母語話者の日

本語フィラーの相違、②学習者の日本語フィラーと中国語フィラーの相違、③中国での日本語学習期間

と日本での滞在期間の影響の有無という 3 つの研究課題を設定し、中国語母語・日本語母語・日中接触

場面における大学生同士の対面会話を分析した。その結果、学習者の日本語フィラーの使用頻度は母語

話者と相対的に類似した傾向が見られた一方、母語である中国語フィラーと明らかに相違し、9 種類中

8 種類の有意差が認められた。また、学習者の日本語フィラーの使用は中国での日本語学習期間、日本

での滞在期間に影響されないことが分かった。本研究の限界にはフィラーの機能を掘り下げなかったこ

とがあり、今後は会話分析の視点から研究を深めていく。 

  



国際日本研究センター『日本語・日本学研究』第 10 号 
 

195 

発話内行為から見る“V（O）了”の教授法の提案 

― 談話分析の視点から ― 

A proposal for teaching method of “V（O）le” seen from illocutionary 

― From the point of view of Discourse analysis ― 
 

胡 良娜 （コ リョウナ、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】“了”、談話分析、発話行為、発話内行為、中国語教育 

“le”, Discourse analysis, Locutionary act, Illocutionary act, Chinese teaching 

 

 

雪が降っているのに気づいたとき、中国語は事態を突き放してとらえる「傍観者俯瞰型」視点に立つ、

視野が遠視眼的・巨視的であるため、“啊，下雪了！[状況の変化]”という表現を用いる。一方、日本語

は事態をわが身に引き寄せてとらえる「当事現場立脚型」視点に立つ、視野が近視眼的・局所的である

ため、「あ、雪、降ってる！[発話場面における状態の存在] 」を用いる（木村 2014）。このように、言

語によって、事態を語る視点が異なる為、日本人中国語学習者は、「新しい事態の出現・変化」を表す

文末助詞“了”を学習しても、その使い方をなかなか把握できい。                                 

 従って、本発表は談話分析の視点から、具体的に話し手の発話内行為から、つまり話し手の聞き手に

向けての働きかけから日常会話における“V（O）了”の使用を明らかにする。 

更に、その分析結果に基づき、第二言語教育に於ける“了”のより効果的な教授法を提案する。 

 

参考文献: 

木村英樹（2014）「こと・こころ・ことば―現実をことばにする「視点」」『人文知 1 心と言葉の迷宮』

東京大学出版会  
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日本語学習者のオートノミーの変容に関する事例研究 

― 言語学習史インタビューを通して ― 

A Case Study on the Transformation of Autonomy of Japanese language learner 

― Through the language learning history interview ― 

 
劉 鑫（リュウ キン、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】学習者オートノミー、教室外学習、社会的文脈、言語学習史、日本語教育への支援 

Learner autonomy, Out-of-class learning, Social context, Learning history,  

Support for Japanese language education 

 

 

本発表は、教室外学習という関心から、日常生活での言語学習の中、学習者オートノミーがどのよう

に変容するかを明らかにする事例研究である。研究において、学習者オートノミーを社会的文脈の中で

捉えた。そして、目的に応じて青木（2005）の定義を使用し、①それぞれの時期における学習者オート

ノミーはどこに現れ、どういう状態か、②学習者オートノミーの変容に影響する要素は何か、という二

つのリサーチクエスチョンを立てた。研究は、一人の中国籍の日本語学習者に目を向け、言語学習史イ

ンタビューを用い、質的調査を行なった。学習の歴史をコーディング、カテゴリー化することによって、

概念を生成し、言語学習史を再構成した。 

結果、言語学習の意味が変化していくことにより、学習者オートノミーの状態が変容していくことが

明らかになった。更に、「日本語との関係」「自身の理想像」「社会的価値」「主体性」「他者意識」

「自身の文化性」の 6 つのオートノミーの影響要素が見られた。それらの結果から、近年注目になった

複雑理論の考え方が見られ、学習者オートノミー育成への教育的な示唆も考えられるようになった。  
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企業インターンシップ参加に係る日本語講座学生の課題となる 

社会人の基礎能力の把握 

Issues Related to Internship Practices among Students Majoring  

in Japanese Language 
 

シリワン ムニンタラウォン（タマサート大学 助教授） 

 

 

今日、世界中で進む社会、経済、文化におけるグローバル化の急速な進展により、国際的な流動性に

対応した人材が望まれている。そのため、高等教育の現場においても、専門的能力に加えて、総合的知

見及び社会的・実践的能力を備えた､優れた高度専門職業人を育成することが求められようになってき

た。このような中、有効な手段として注目されるのが企業インターンシップであり、タマサート大学に

おいても、2014 年からインターンシップを実施してきた。この成果として、インターンシッププログラ

ムを通して学生たちは専門的な知識や技術を学ぶことができているが、社会人としての基礎能力の不足

が課題であると分かってきた。 

本研究では、2017 年度タマサート大学日本語講座のインターンシッププログラム等を通して把握した

この課題から、学生はどのような問題や不安を抱えているのか、社会人になるにはどのような能力が足

りないのかを明らかにする。 

本研究の研究方法は、実施したプログラム内容と流れ、インターンシップ中に学生が書いた報告書、

インターン後のレポート及び報告会、企業側の評価を精査することにより行う。そこから見える教育上

の課題を知り、今後の対応、能力育成、カリキュラム改善を考えていく。  
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現代日本のアニメにおけるメタ言語分析 

― 細田守と新海誠の作品を事例に ― 

The analysis on metalanguage presented in contemporary Japanese animation 

― A case of Mamoru Hosoda and Makoto Shinkai ― 

 

金 ダヒン（韓国・中央大学校） 

 

 

【キーワード】アニメーション、コミュニケーション、メタ言語、ロマーン・ヤコブソン、 

グレゴリー·ベイトソン 

Animation, Communication, Metalanguage, Roman Jakobson, Gregory Bateson 

 

 

アニメーションとは数多くの記号が重なっている、巨大な意味体系の集まりであると思う。そのため、

アニメを分析するということは、その中にある意味（記号）とコミュニケーションをとる作業であると

もいえる。それに加えて、現在はインターネットの普及や SNS の発達等により、監督（発信者）は受信

者（観客）とより早く、直接的なコミュニケーションをとることが可能になった。そのため、作品を媒

介にして監督（発信者）と観客（受信者）がどのように直接的、また間接的に相互作用するのかについ

ての研究が重要な課題として立ち現われてくる。そこで、本発表ではコミュニケーション理論を基にし

て、細田守監督および新海誠監督の四つの作品を記号学的な観点から分析した。具体的には、ロマーン・

ヤコブソンのコミュニケーション理論とグレゴリー・ベイトソンのメタコミュニケーション理論に基づ

き、彼らの作品の中に表れている記号分析を行った。 
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日本語の「役割語」はどのようにブラジル・ポルトガル語に翻訳されるか 

― 漫画と小説の翻訳に見られる「役割語」の対応手法の相違 ― 

How the Japanese Role Language is translated to Brazilian Portuguese? 

― An examination of the difference between the translation  

of Japanese Role Language in comics and in novels ―   

 

デ ナザレ フィゲイラ フラヴィオ（東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】役割語、翻訳、ブラジル・ポルトガル語、日本語、「おネエことば」 

Japanese Role Language, Translation, Brazilian Portuguese, Japanese, “Oneekotoba” 

 

 

本発表者の研究は、日本語の「役割語」がどのような手法によってブラジル・ポルトガル語に翻訳さ

れているかの解明を目的としている。これまでに漫画作品を調査対象として、様々な種類の「役割語」

の翻訳を確認することができた。しかし、日本語の「役割語」の翻訳手法をより体系的に分析するには、

調査の範囲を広げ、小説などの資料も調査対象とする必要があると考えられる。本発表では、「おネエこ

とば」を例として挙げながら、漫画作品の翻訳に見られる「役割語」への対応手法と小説の翻訳に見ら

れるそれとを比較し、何らかの相違が見られるかどうかを考察する。今回の調査によって、「役割語」の

研究において扱う資料の素質を考慮する必要性を理解し、「役割語」の翻訳の性質を明らかにする研究

方針を考えていきたい。 
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Ⅲ「教育」2019 年 7 月 24 日 

 

重松 香奈（シゲマツ カナ、東京外国語大学） 

在外教育施設における日本文化教育のあり方を考える 

 

ナンディン（東京外国語大学） 

在日マイノリティの母語教育の研究動向 

― アイデンティティ形成・言語学習との関係を中心に ― 

 

カフィエロイレネ イサベル（国立ラプラタ大学） 

  日本文化の継続 ― アイデンティティの維持と個人・集団記憶 ― 

 

朴 昭炫（パク ソヒョン、韓国外国語大学校） 

韓国映画に見られる日本語由来の語について 

 

白 双竜（ハク ソウリュウ、東京外国語大学） 

内モンゴルの民族学校義務教育カリキュラム内容の改定に関する一考察 
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在外教育施設における日本文化教育のあり方を考える 

Japanese culture education in Japanese Educational institution in overseas. 
 

重松 香奈（シゲマツ カナ、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】シンガポール、日本文化教育、補習校、海外子女教育、異文化間教育 

Singapore, Japanese culture education, Japanese supplementary school,  

Japanese educational institution in overseas, Cross-cultural education,  

 

 

本発表では在外教育施設における日本文化教育のあり方について検討したい。在外教育施設と

は、学校教育法に規定する学校における教育に準じた教育を実施することを主たる目的として海外

に設置された教育施設である。また、在外教育施設の一つである補習校の設置目的は「現地校に通

学する児童生徒が、再び日本国内の学校に編入した際にスムーズに適応できるよう、基幹教科の基

礎的基本的知識・技能および日本の学校文化を、日本語によって学習する教育施設である」と文科

省は定めている。 

シンガポール日本語補習授業校は中学部まで設置されており、中学部の子どもたちは長期滞在者

の割合が高く、日本に住んだことがなかったり、日本の文化や環境に慣れていなかったりする子ど

もが多い。こうした現状の中で、あくまでも日本の学校の規則やルール、文化に沿った形で教育し

ていくべきなのか、補習校は日本の学校文化をそのまま現地に持ってくるのではなく、現地社会の

文化も一部取り入れたり、認めたりしながら教育を行うべきなのか、日本文化の教育のあり方が問

われている。 
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在日マイノリティの母語教育の研究動向 

― アイデンティティ形成・言語学習との関係を中心に ― 

A Review on Researches of Native language education for minorities in Japan 

― Focusing on the relations with Identity and language learning ― 
 

ナンディン（東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】母語教育、アイデンティティ、言語習得、言語的マイノリティ、多言語社会 

Native language education, Identity, Language learning, Linguistic Minorities,  

Multilingual society 

 

 

本稿では、日本における母語教育研究の全体的な流れを歴史的に見るとともに近年の研究がどのよう

な形でなされているのかを概観する。その際、アイデンティティ形成や言語学習に焦点を絞り、対象者

や調査方法、どんな分析や考察をしているのかなど具体的な内容について見ていきたい。また、ここで

は、日本社会の国際化が進む中、直面する教育課題の一つとして母語教育の必要性と母語教育現状の問

題点を考察し、またその解決法と母語教育の展望を今後の課題とする。  
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日本文化の継続  

― アイデンティティの維持と個人・集団記憶 ― 

Two ways of transmission 

― to maintain the cultural identity  

and to rescue the individual and collective memory ― 

 

カフィエロイレネ イサベル（国立ラプラタ大学） 

 

 

【キーワード】日系人移民、日本文化、文化継続、個人記憶、集団記憶 

Japanese Migrants, Japanese Culture, Cultural transmission, Individual memory,  

Collective memory 

 

 

ラプラタ地区のウルキサ移住地の研究は、結果として幾つかの小論文が執筆されている。多くは花卉

栽培に基づいて築き上げられた移住地の経済発展を基盤に日本文化が継承され、日本の伝統行事や習慣

が定着したことと現地のアルゼンチンの習慣との融合過程の研究である。 

 特に、後者は最近取り上げられているテーマで、つまり、一世から二・三世への「日本文化」の継承

である。その過程をみると、移住者の記憶は大事で、その内容すべてを伝えられている訳はない。敢え

て伝えないことや黙していることも検討しなければならない。さらに日系二・三世の観点からみた家族

の歴史を振り返ってみて自分にあうものを自己選択して受け継がれてきた日本人としての文化・習慣、

具体的に日本語の勉強や習慣を身につけるとき浮かび上がってくるものである。それは家族だけに限ら

ず、日系社会の文化遺産になる。今回の目的は、次世代に伝えていく「日本文化」について考察するこ

とにある。 
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韓国映画に見られる日本語由来の語について 

A Study on the Expressions of Japanese Origin in Korean Films 

 

朴 昭炫（パク ソヒョン、韓国外国語大学校） 

 

 

【キーワード】韓国映画、日本式発音の借用語、漢字表記の借用語、混種借用語、意思疎通 

Korean Films, Loan Words in Japanese, communication 

 

 

本発表では 1 千万観客を動員した韓国映画 9 編に現れる日本語由来の表現を『日本語式用語醇化資料

集』（パクヨンチャン、2005）に収録された 1171 語を対象に、韓国での使用様相と日本語の本来意味用

法とを比較考察したものである。 

調査結果は大きく三点に分けられる。第一、韓国映画 9 編に現れる日本語由来の語は合計 64 語であ

る。そのうち日本式発音の借用語は 25 語であるが、これらは日本語本来の意味から脱皮し新しい意味

を持つものが多い。特に韓国語に言い替え表現があるにもかかわらず、特定人が用いるぞんざいな言葉

として使われる傾向が強く見られた。第二、漢字表記の借用語は 38 語である。これらは漢字を媒介と

しているため公的な感じが強く活用しやすいこともあって、名詞句の多い代替（醇化）語に比べて使用

率が高い。したがって、既に定着した漢字表記の借用語を日本語由来という理由だけで言い替えの対象

とするのは妥当でなく、実際生活の中で使用度と理解度の低い漢字語を整備する必要があると考えられ

る。これはより円滑的な意思疎通を行うためであり、醇化が目的ではない。第三、本考察での日本語由

来の混種借用語は 1 語のみが現れたが、混種語に相当するものを全部考慮すると、そのほとんどは定着

した一部の語彙を除き死滅していくものと推察される。 
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内モンゴルの民族学校義務教育カリキュラム内容の改定に関する一考察 

A study on Curriculum Revision  

in Ethnographic Obligatory Education in Inner Mongolia 
 

白 双竜（ハク ソウリュウ、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】カリキュラム改訂、教育方法、能動的な学習、主体性、生きる力 

 

 

本研究では、内モンゴルの民族学校教育義務教育カリキュラム内容の改訂または教育方法に関して比

較教育の視点から調査し、または分析していく。 

モンゴル民族学校の義務教育段階における、児童∙生徒の「受動的な学習」から「能動的な学習」意欲

や能力の育成を目指したカリキュラム「総合実践活動課程」と日本の「総合的な学習の時間」を比較教

育の視点から調査の上分析していく。つまり、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断

し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとともに、学び方やものの考え方を身に付け、問題

の解決や探究活動に主体的、創造的、協同的に取り組む態度を育て、いわゆる「生きる力」の育成を目

指しカリキュラム内容の改訂に関する比較調査と分析を行うことを試みる。 
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Ⅳ「文学」2019 年 7 月 25 日 

 

黄 佳燕（ファン ジィア イェン、台湾大学） 

勅撰三集における「桃」の詩―「桃蹊」と「成蹊」をめぐって― 

 

李 佳（リ カ、北京大学） 

社会派推理小説が日本で生まれた原因 

 

張 作宇（チョウ サクウ、東京外国語大学） 

《呼蘭河伝》における「子ども」という視点を持つ語り手の 

三つのアイデンティティ 

 

周 希瑜（シュウ キユ、千葉大学） 

日本占領下における南京の都市空間―雑誌『黄鳥』を視座にして 

 

吉良 佳奈江（キラ カナエ、東京外国語大学） 

他者を呼ぶ名前 
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勅撰三集における「桃」の詩 

―「桃蹊」と「成蹊」をめぐって ― 

The three imperial commanded Chinese poems in Japan 

― Poems relative to peach ― 
 

黄 佳燕（ファン ジィア イェン、台湾大学） 

 

 

【キーワード】漢詩、桃、桃蹊、成蹊、徳 

Chinese poem, peach, toukei, ceikei, virtue 

 

 

日本の「桃」は中国から伝来されてきた植物として認識されており、古典文学作品における「桃」を

用いる比喩や象徴の手法も中国の影響を受けている。 

中国文学作品に屡々見られる桃に関する表現の源流として、まず想起されるのは『詩経』「桃夭」に、

嫁に行く若い女性の美しさと生命力を「桃」の果実と茂る葉で例えている。 

次に『漢武帝内伝』に、漢の武帝が西王母に蟠桃を貰い、不老長寿の能力を得た神話的な記述より、

桃の神性が構築された。また陶淵明の「桃花源詩併記」における桃源を塵外の理想の地とされる描写の

ように、桃源は世俗離れの理想地としての譬えも定着した。この三つの先行表現に基づき、平安詩壇に

おける「桃」は美しい女性の比喩や、不老長寿に関わる神仙の桃、塵外の理想地の描写に用いられ、認

識されてきた。 

 本報告では、勅撰三集の桃に関する漢詩を検討し、「桃蹊」「成蹊」という詩語を手掛かりに、嵯峨

朝の漢詩に用いられる桃の形象を分析し、中国詩との関連を検討する。全詩の内容を通して表す感情を

含め、従来の日本詩歌における「桃」の形象に対する認識との比較を行い、日本古典文学における「桃」

の姿をさらに究明したい。 
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社会派推理小説が日本で生まれた原因 

The reason why mystery novel of social sect born in Japan 
 

李 佳（リ カ、北京大学） 

 

 

【キーワード】推理小説、社会派、松本清張、戦後社会、国民性 

Mystery novel, Social sect, Matsumoto Seichou, Postwar society, National character 

 

 

社会派推理小説が日本で生まれた原因について、社会的要因と人的・文化的要因という二つの側面が

ある。社会的要因から見れば、まず日本第二次世界大戦前に探偵小説の流行がその基盤である。そして

日本戦後社会の混乱、デカダンス、「羅生門」のような社会現状に対して、人々が関心を寄せていた。戦

後の日本社会は社会派推理小説が生まれる土壌といえるだろう。また、松本清張の個人的体験と時代に

よる傷跡は彼の社会派推理小説創作の原動力となった。最後に日本全体からみると、言葉遊びの歴史と

伝統は日本人の思考方式に大きな影響をもたらし、今もなおテレビでクイズ番組などしばしば目にして

いるものである。外国でも稀なことである。そこには一種の歴史的必然性が潜んでいると思う。日本人

の悲劇に対する繊細な感動や痛みという日本の美的愛好は推理小説が日本で流行る要因の一つである

と考える。 
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《呼蘭河伝》における「子ども」という視点を持つ 

語り手の三つのアイデンティティ 

Three identities of the narrator  

from the perspective of “child” in The Tale of Hulan River 
 

張 作宇（チョウ サクウ、東京外国語大学） 

 

 

私は中国の女性作家、蕭紅による長篇小説《呼蘭河伝》に独特な、「子ども」という視点で描かれる場

面を読み解くことによって、物語に含まれる作者或いは語り手の思想を明らかにする修士論文を準備中

である。子どもの視点を通して語っているため、語り手は「子ども」として比定されている。言語の形

式・内容・模倣行為という三つの側面で小説を分析すると、語り手が三つのアイデンティティを持って

いることが分かる。1）純粋な子どもとしての語り手、2）大人の作家としての語り手、3）その二つのア

イデンティティの間で子どものふりをし、子どもの様子で大人の思想を語る語り手、である。本報告で

はこの問題について具体例を挙げて報告する。もって、語り手の異なるアイデンティティから語られた

異なる多様な声を検討し、この作品が持つ豊かな記憶の世界に迫るスタートとしたい。  
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日本占領下における南京の都市空間 ― 雑誌『黄鳥』を視座にして 

Rediscovering the space of Nanking on the Japanese occupation period 

― A View from the Magazine Yellow Bird 
 

周 希瑜（シュウ キユ、千葉大学） 

 

 

【キーワード】占領下、南京、都市空間、在支邦人、文化  

Occupied Nanking, Urban space, Japanese people in China, Culture 

 

 

雑誌『黄鳥』は 1942 年 11 月から 1944 年 4 月にかけて、中国の南京で発行された現地の日本語雑誌

（全五号）である。1940 年 3 月 30 日日本軍占領下の南京に汪兆銘政権は成立した。同年日本占領地域

の文化団体の統合、文化人の動員または日本との「文化提携」の達成という政治的企図を実現するため

に、7 月 28 日中日文化協会は発会を宣言し、南京を総会とし、上海や武漢、広州など華中、華南各地に

分・支会を設置した。このような状況の中で雑誌『黄鳥』は 1942 年に創刊され、自ら「文化研究雑誌」

と標榜した。本研究は、雑誌『黄鳥』の刊行の形態や誌面内容などを考察することによって、ローカリ

ティに根差して、当時「外地」に滞在する日本人作家や文化人は、「内地」をどのように意識しながら、

現地の文化や歴史を記憶し、発信したかを明らかにする。また、戦時下の南京という複層的な都市空間

を読み解くことも目的とする。  
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他者を呼ぶ名前 

The names how we call the others 

 

吉良 佳奈江（キラ カナエ、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】「多文化小説」、移住者、名前、社会的弱者、植民地主義 

"Multicultural novel", migrant, name, disadvantaged people, colonialism 

 

 

韓国に流入した移住者たちを主題として描く「多文化小説」は、新しい社会的弱者に対する韓国社会

の植民地主義的態度を告発するものである。植民地主義的態度とは、支配する相手を自分たちとは違う

他者として定義し、同等の人間と見なさないところから始まる。 

本発表では、植民地時代の日本人と朝鮮人の関係と比較しながら、「多文化小説」において韓国人がど

のように他者を呼んでいるか、その名前に注目して作品を分析、検討する。 

他者を無名化する段階として、名前の変形、動物化の様相を検討し、これと合わせて名前を返す作品

についても触れる。 
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Ⅴ「社会、歴史」2019 年 7 月 25 日 

 

エンフバヤル ソロンゴ（東京外国語大学） 

日本における持続可能な開発のための教育（ESD） 

 

内川 隆文（ウチカワ タカフミ、東京外国語大学） 

1930 年代日本・東北における逓信省・配電設備助成政策の研究 

 

趙 沼振（チョ ソジン、東京外国語大学） 

日大全共闘を再記録する―「日大 930 の会」の活動を中心に 

 

劉 映伶（リュウ エイレイ、東海大学） 

日本の声優と台湾の「配音員」の比較研究 

 

ラファエル ドス サントス ミゲレス ペレス（ユストゥス・リービッヒ大学） 

国連安全保障理事会の改革に向けて：G4 の議論パターンの言語学的談話分析 

 

小美濃 彰（オミノ アキラ、東京外国語大学） 

1960 年代の東京・山谷における保育運動 
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日本における持続可能な開発のための教育（ESD） 

Education for Sustainable Development in Japan 

 

エンフバヤル ソロンゴ（東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】持続可能な開発のための教育、サステイナビリティ、ユネスコスクール、 

総合的な学習時間、SDGs 

Education for Sustainable Development, Sustainability, Unesco School,  

Integrated Studies, SDGs 

 

 

持続可能な開発のための教育（以下、ESD）は国の開発に資するための教育であり、環境・経済・社

会のあらゆる問題を含めている。日本における ESD の特徴として、総合的な学習時間やユネスコスクー

ルがあげられる。現在、日本全国では 1100 校超える加盟校が活動をしており、世界ではこの数は 1 万

校を超えている。そのため、1 カ国あたりの加盟校数として、世界最大だというふうに言われている。

その他にも、日本はあらゆる分野で ESD や SDGs の積極的な活動を進めている。  
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1930 年代日本・東北における逓信省・配電設備助成政策の研究 

Studies of Ministry of Communications’s promoting distribution line policy  

in 1930s era of JapanTohoku region 

 

内川 隆文（ウチカワ タカフミ、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】農村電化(Rural Electrification)、逓信省(Ministry of Communications)、東北振興策(The 

Development Plan of Tohoku region) 

 

 

1920 年代日本において発電量および供給量は激増し、東京・大阪・名古屋といった諸都市では日露戦

争と関東大震災を経て照明および動力の電化が急速に発展した。一方、農村では依然として石油ランプ

や石油発動機が主流であった。電力業に携わる技術者や経営者を中心に 1923 年に設立された農事電化

協会は農村における照明や動力の電化を推進・提唱するものの、その殆どは現実の要請に基づかない技

術的ユートピアの発露に過ぎなかった。ところが 1930 年代に入ると経済更正運動や東北振興策に組み

込まれることで論としての農村電化は具体的な政策へと発展する。特に逓信省が 1935 年以降実施した

配電設備助成政策はその画期となった。本報告ではこれまで注目されることのなかった同省の政策の具

体的実体と、それが東北農村に対しどのような影響をもたらしたかを明らかにする。 
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日大全共闘を再記録する ―「日大 930 の会」の活動を中心に 

The Study of Nichidaizenkyoutou in Rewriting Activities  

of <The Group of Nichidai 930> 
 

趙 沼振（チョ ソジン、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】日大全共闘、「日大 930 の会」、記録活動、記憶、1968 年 

 

 

1968 年、日大生は、大学当局の不正事件（使途不明金の問題）をきっかけに、マスプロ教育の制度に

反発し、日大全共闘を結成した。かれらの場合はそもそも運動経験に疎く、党派の政治性から離れて、

「個人」を重要視する、それまでにない自己表現の形となることができたのである。 

半世紀が経った現在にも、あいかわらず日大全共闘は「日大 930 の会」という名の下、個々人の思考

を共有しながら深める空間を築いていた。また、日大全共闘への記憶を文章化するため、『日大闘争の

記録―忘れざる日々』の記録本シリーズを刊行してきた。日大闘争という出来事は、ある者にはノスタ

ルジーであり、他の者にはトラウマであるかもしれない「個人」の記憶そのものであるため、あえて書

き残さない選択肢を選んできた場合もあるのだろう。ところが、「日大 930 の会」は、当事者の仲間た

ちを、日大闘争にたいする膨大な量のメモリーの檻から解放させるために、「個人」の記憶を聞かせて

くれるよう呼びかけ続けているのである。 

 これをもって、本発表では「日大 930 の会」の記録本を第一次資料として扱いながら、それを基づい

た「日大 930 の会」のメンバーへのインタビュー調査内容を用いて、日大全共闘がどのように再記録さ

れるのかについて考察する。 
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日本の声優と台湾の「配音員」の比較研究 

A Comparative Study of Japanese Seiyu and Taiwan voice actors 
 

劉 映伶（リュウ エイレイ、東海大学） 

 

 

【キーワード】声優、配音員、アニメ、吹き替え、アイドル声優 

Seiyu, Voice actor, Animation, Dub, Idol seiyu. 

 

 

「声優」とはアニメのキャラクターや映画の吹き替えなどに声だけで出演する俳優を指す。日本の声

優と似た仕事をしている職人のことを、台湾では「配音員」と呼んでいる。日本の声優は出演作品にそ

の名が載せられ、代表作ができると広く認知されることになる。ところが、台湾は一部のベテランはと

もかく、ほとんどの「配音員」はその名を知られることなく、その存在は重視されていないのである。

同じく声の演出をし、作品の吹き替えを行っているのに、声優と「配音員」の社会的地位はなぜこうま

で違うのか。 

 また 90 年代から、日本では「アイドル声優」が現れ、それまでしてこなかった音楽活動やイベントに

出るようになったが、台湾の「配音員」はそのように「アイドル化」する現象が見られないのはなぜか。 

 本発表はこうした違いについて考察し、台湾の「配音員」の実態を報告すると共に、声優と「配音員」

の置かれた環境、そして社会的認識の差などを比較したい。 
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国連安全保障理事会の改革に向けて： 

G4 の議論パターンの言語学的談話分析 

Reforming the United Nations Security Council:  

a linguistic Discourse Analysis of G4’s argumentation patterns 

 

ラファエル ドス サントス ミゲレス ペレス（ユストゥス・リービッヒ大学） 

 

 

G4 は、国連安全保障理事会の改革を目的として、ブラジル、ドイツ、日本、インドによって結成され

たグループである。安保理は第二次世界大戦の終わり以来変わらずにいるという議論で、G4 の 4 ヵ国

は現在の時代に対応して、安保理の常任理事国になれるということを提唱している。本研究では G4 の

言語的および文化的な違いを考慮し、異文化間理論に基づき、ポルトガル語、ドイツ語、日本語の議論

のパターンを調査することを目的とする。提案された安保理の改革に関する、ブラジル、ドイツ、日本

政府の公式サイトにあるテキストと画像を分析する。そのために、マルチモーダル言語学的談話分析に

提案される方法を主に用いる。本研究の結果が今まで示しているのは、各言語には各々の議論の方法が

あるということである。なお、英語はインドの公用語であるが、過半数のインド人の母語ではないため、

インドが研究のコーパスの一部ではないことを強調しておかなければならない。  



夏季セミナー2019 大学院生研究発表要旨 
 

218 

1960 年代の東京・山谷における保育運動 

Child Care Movement in Tokyo's Sanya Day Labor District in1960s 

 

小美濃 彰（オミノ アキラ、東京外国語大学） 

 

 

【キーワード】山谷、寄せ場、ドヤ街、保育運動、再生産領域 

Sanya, yoseba (a day labor market), doyagai (a quarter with many lodging houses),  

child care movement, reproductive sphere 

 

 

本報告では、東京・山谷地域で 1960 年代に取り組まれていた保育運動に光をあてる。「日本三大寄せ

場」のひとつに数えられてきた山谷では、1963 年に東京都が打ち出した「山谷対策」の実施を経て、家

族世帯が大幅に減少した。山谷の簡易宿泊所に住む家族世帯に都営住宅の割り当てが優先的におこなわ

れたのである。たしかに、山谷では“ドヤ”（簡易宿泊所）で生活している“ドヤッ子”の存在や、そ

の未就学・長欠状態などが問題視されていた。しかし、山谷の外へ家族世帯を移住させるという東京都

の方策は、子育てを含む生活を可能にしていた地域社会内部の固有な諸関係を軽視し、寄せ場という具

体的な条件のなかで積み重ねられた保育運動を押し流してしまうものであった。これはまた、寄せ場と

しての山谷の拡大と日本経済の成長が並走した時期に進行したものであり、山谷を改めて位置づけ直そ

うとする権力と、地域における生活者との相克的な関係まで考察を深めたい。 


