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波潟　剛

　42号をお届けいたします。地球社会統合科学府が発足して4年目に入りましたが、新たに多くの先
生方をお迎えして、ますます多彩な顔ぶれになっています。また、フューチャーアジアプログラムをはじ
めとした様々なプロジェクトも、さらなる充実を目標として、日々取り組んでいます。各記事から、大学
院の多様なあり方が見えてくると思います。
　編集に当たり、執筆者、関係者の方々に多くの場面で協力していただきました。記して感謝申し上げ
ます。
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　学府長の小山内です。
　新入生の皆さん、九州大学大学院地球社会統合科学府
へようこそ。
　今年度は、この４月時点で修士課程47名、博士課程16名
の皆さんが入学されました。学府長として、新入生の皆さんに
心からお祝いを申し上げたいと思います。また、これまで学業
を支えていただいたご家族ならびに関係者の方々にも、心か
らお喜び申し上げます。
　今年度の地球社会統合科学府では、パレスチナ、ベトナム、
インドネシア、台湾、韓国、中国等から多数の留学生を迎え、九
州大学の中でも最も高い留学生比率を維持しつつ、極めて国
際的な学府となっています。今年度10月入学の修士および博
士課程学生を含めると、ますます多彩な顔ぶれとなることで
しょう。

　さて、私たちの大学院地球社会統合科学府（Graduate 
School of Integrated Sciences for Global Society：
ISGS）は、発足してちょうど３年が過ぎ、この３月には修士課程
の第２期生とともに博士課程の第1期生が多大な研究成果を
あげて修了しました。地球社会統合科学府は、4000名を越え
る修了生を輩出した比較社会文化学府（1994～）を前身とし、
「学際性」・「国際性」・「総合化」という比較社会文化学府の
教育・研究理念を受け継ぐとともに、それらを統合・深化させて、

「地球社会的視野に立つ統合的な学際性」という新たな理
念・目標を掲げ教育・研究を展開しています。文部科学省に
よって策定された国立大学改革プランによる「ミッションの再定
義」においても、地球社会統合科学府は、比較社会文化研究
院とともに九州大学の中で唯一「学際部局」として認定されま
した。このことは、「地球社会的視野に立つ統合的学際性」に
よる教育・研究展開が大いに期待されていることを意味してい
ます。

　ところで、九州大学では、教員の所属組織として「研究院」
があり、大学院生の所属組織として「学府」があります。「地球
社 会 統 合 科 学 府 」には、「 比 較 社 会 文 化 研 究 院 」のほか、

「言語文化」、「人文科学」、「法学」の各研究院や基幹教育

院、総合研究博物館、熱帯農学研究センター、韓国研究セン
ター、留学生センターなどの多彩な教員が参画し、自然科学・
社会科学・人文科学の広範な専門領域に対応できる教育体
制が整えられています。このような多 彩な教員メンバーは、
個々の学問分野の枠を越えて相互に連携し、「統合学際的」
な教育・研究の展開に対応できます。修士課程では、個々人
の専門となるメインコースとともに、学際性を高めるためのサブ
コースを選択することにより、いわゆる文・理の壁を無くすこと
を極めて容易にし、高い専門性と統合的な学際性が育成され
ます。また博士課程では、学際的素養と高度な専門性に立脚
して世界レベルの独創的研究が行われることになり、他の大
学院・学府では為し得ない新たな視点にたつ高度専門職業
人・卓越した研究者が養成されることになります。 

　このような統合学際性に加え、今日の大学院教育では国際
性の強化も不可欠となります。そこで私たちは、地球社会統合
科学府発足と同時に、２つの特別な経費による「統合的学際
教育を基盤とする高度グローバル人材養成プロジェクト」、お
よび「フューチャーアジア創生を先導する統合学際型リーダー
プログラム」を機能させ、海外の著名研究者を招へいして、特
別講義、ワークショップ、シンポジウムなどを開催するほか、海
外フィールド調査や外国語論文執筆等の支援を行って、院生
の皆さんのグローバルな研究展開を推し進めています。この
度新しく入学された皆さんにも、これら多くの国際的イベントや
本学府が提供するグローバル化支援を積極的に利用して欲
しいと思います。
　発足して3年を経た地球社会統合科学府では、このような
プロジェクト・プログラムと学府教育を一体的に機能させて国
際水準のグローバルネットワーク構築を推進してきました。その
結果として、海外9機関との部局間交流協定の締結、14大学
からのトップレベル研究者の招聘、海外17大学への研究者派
遣、アジア４カ国でのフィールド研修、JICAとの連携による留
学生の恒常的受け入れ等が実施され、アジア・オセアニア諸
国を中心として欧米にも広がるグローバルネットワークの構築
が実現しています。 
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巻頭言 ○ ○ ○  

新入生をお迎えして
小 山 内 康 人
（地球社会統合科学府　学府長）

　さて、平成29年度末、すなわち来年3月には、私たち地球社
会統合科学府は、伊都キャンパス・イーストゾーンの文系総合
研究棟に移転します。すでに新中央図書館も大部分の建物
概要が見えてきており、私たちの新たな研究棟は、その新中
央図書館の上に建てられることになります。私たちの研究・教
育棟は、全体で５棟から構成される人文社会系各部局の中
央部に位置することになり、九州大学における学際融合教育・
研究の中心的役割を果たしていくことになります。屋上には展
望台を兼ねた石ヶ原古墳展示スペースが設置されることに
なっており、糸島や博多湾を一望できるすばらしい環境が整う
はずです。
　しかし、建物がきれいになることで浮かれていてはいけませ
ん。新入生の皆さんにとっては、入学後1年を待たずして新た
な教育・研究棟に移ることになるわけで、移転作業に伴い一
時の間、教育や研究に支障が出ることが予想されます。私た
ち教職員は、最大限の努力で円滑な移転に望みますが、新入
生の皆さんにおかれましても、移転のドサクサで研究のアク
ティビティーが下がることの無いよう、さっそく4月の段階から計
画的に研究を推進して欲しいと思っています。

　大学院では、皆さんが自ら進んで研究を展開・発展させるこ
とが必要です。
　地球社会統合科学府は、皆さんの研究活動を最大限に支
援します。皆さんには、自然科学・社会科学・人文科学の垣根
を払い、人類が抱える地球的規模の諸問題を解決するため
に、日々奮闘して欲しいと思います。そして、世界で活躍する
グローバルリーダーに育って欲しいと思います。九州大学は、
平成28年度からスタートした第3期中期目標・中期計画の期
間内に、「躍進百大」をスローガンにして世界大学ランキング
100位以内を目指しています。地球社会統合科学府ならびに
比較社会文化研究院が行ってきた、あるいは現在進行形の
戦略的グローバル展開は、このような九州大学全体の躍進に
も大きく寄与することになるのです。 皆さんの活躍に大いに期
待しています。
　以上、本日入学された皆さんへのお祝いの言葉とさせてい
ただきます。
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比較社会文化研究院が行ってきた、あるいは現在進行形の
戦略的グローバル展開は、このような九州大学全体の躍進に
も大きく寄与することになるのです。 皆さんの活躍に大いに期
待しています。
　以上、本日入学された皆さんへのお祝いの言葉とさせてい
ただきます。

2



2

○ ○ ○ 巻頭言

3

新任挨拶 ○ ○ ○

　2017年4月に地球社会統合科学府の包括的東アジア・日本
研究コースに着任いたしました小林亮介です。よろしくお願い
いたします。　
　学部・大学院では東洋史学を専攻し、チベット史・清朝史・
中国近代史を学びました。学部時代に中国・インドなどを旅行
し、また北京の中央民族大学での語学留学などを通じて、チ
ベット（およびチベット仏教文化圏）に生活する人々の歴史・文
化に関心をもった私は、大学院にて近代チベット史研究に取り
組むことを決めました。
　修士課程・博士後期課程を過ごした筑波大学大学院で
は、清朝や中華民国の公文書（檔案）の調査・分析方法を学
び、それを主軸とした19世紀末～20世紀初頭にかけての清
朝（および中華民国）・チベット関係をめぐる政治史研究を行
いました。当時の私は、四川省西部のチベット人居住地域に
割拠していたチベット系の在地有力者層の動向と、彼らを支
配した清朝・チベット（ラサ）の両政権の関係に関心をもち、研
究に取り組みました。この地域は、中国内地とチベットの境界
地帯に位置しており、清朝末期の政治変動の影響を直接受
けたエリアだったからであります。
　しかし、王朝側の論理にもとづき作成された行政文書を主
軸とするアプローチでは、チベット側の視点を取り込んだ複眼
的な考察は難しいと考えていた私は、チベット語で書かれた
当時のチベット人自身の手による文書史料の調査・収集を平
行しておこないました。政治的にもいささか敏感な近代史にか
かわるチベット語史料を外国人研究者が中国で収集すること
は楽ではありません。ですが、苦労して少しずつ集めた文書を
読み、漢語・英語の史料などと比較検討し、複雑な歴史現象
を少しずつ明らかにしていく作業は実に興味深く、自身の研究
手法も確立できたように思います。
　その後、2010年日本学術振興会特別研究員（東洋文庫
PD）に採用されてからは、インドをはじめ中国の外部にて所蔵
されるチベット語文書史料の探求に一層力を注ぎ、インドのチ
ベット人コミュニティのなかで、日本では中々上達しなかった現
代チベット語の口語習得にも努めました。語学を学ぶ過程は
そのまま文化を体験し学ぶプロセスでした。特定の研究機関
に所属していなかったため、履歴書にも残らないキャリアとなり
ましたが、資料情報の収集のみならず、大学院時代には体感

する機会があまりなかった、チベット人自身の思考様式や言語
感覚に触れることができ重要な経験となりました。
　2014年2月～2016年2月にかけて、米コロンビア大学東アジ
ア研究所にて訪問研究者（日本学術振興会海外特別研究
員）として在外研究に従事する機会を得ました。渡米前は、何
人かの隣接分野の研究者から、「アメリカでチベット史を研究
することにどのような意味があるのか？」と尋ねられました。確
かに、戦前からの仏教史研究の流れをくむ日本のチベット史
研究の蓄積とその水準は、海外の研究と比べても決して劣る
ものではありません。しかしながら、近代以降のチベットについ
ては、これまで日本では専門家も少なく、この分野で研究を深
めるためには、欧米の研究者たちとの対話が重要です。とりわ
け、コロンビア大学は近現代チベット学に関する専門の講座
があり、アメリカ・中国・台湾・海外チベット人社会から集まる大
学院生がチベット学を含むアジア研究に勤しむ重要な研究拠
点です。さらに、同大学の位置するニューヨークには北米最大
のチベット人コミュニティが存在し、人と情報が集まっていると
いう魅力がありました。それまでアジアばかりをうろうろしてい
た私にとって、英語の運用は苦労をともなうものでしたが、新た
な情報収集・研究発信の機会をアメリカに求めたことは、いま
では正解であったと思っています。
　本年からは、フランス国立科学研究センター（CNRS）のチ
ベット軍事史の共同研究プロジェクトに参加しております。チ
ベットといいますと仏教文化を思い浮かべる方が多いと思い
ますし、実際に、研究上においても、軍事・戦争が注目を集める
ことはあまりありませんでした。しかし、20世紀前半、中国の地
方軍閥や英領インドと対峙したチベットにとって、軍事改革は
極めて重要な課題でした。さらに、軍事という、世界史の中で
通地域的に考察可能なトピックからチベット史を照射すること
も、共同研究の大事な目的となります。
　従来、ヒマラヤの「秘境」といったイメージが先行し、近代世
界の中で「孤立」していたかのように捉えられてきたチベット史
を、アジア史・世界史の中に位置付けることを目指して、研究に
取り組んでいきたいと思っています。

小　林　亮　介
（比較社会文化研究院）

（地球社会統合科学府・包括的東アジア・日本研究コース）

チベットと近代世界

　学府長の小山内です。
　新入生の皆さん、九州大学大学院地球社会統合科学府
へようこそ。
　今年度は、この４月時点で修士課程47名、博士課程16名
の皆さんが入学されました。学府長として、新入生の皆さんに
心からお祝いを申し上げたいと思います。また、これまで学業
を支えていただいたご家族ならびに関係者の方々にも、心か
らお喜び申し上げます。
　今年度の地球社会統合科学府では、パレスチナ、ベトナム、
インドネシア、台湾、韓国、中国等から多数の留学生を迎え、九
州大学の中でも最も高い留学生比率を維持しつつ、極めて国
際的な学府となっています。今年度10月入学の修士および博
士課程学生を含めると、ますます多彩な顔ぶれとなることで
しょう。

　さて、私たちの大学院地球社会統合科学府（Graduate 
School of Integrated Sciences for Global Society：
ISGS）は、発足してちょうど３年が過ぎ、この３月には修士課程
の第２期生とともに博士課程の第1期生が多大な研究成果を
あげて修了しました。地球社会統合科学府は、4000名を越え
る修了生を輩出した比較社会文化学府（1994～）を前身とし、
「学際性」・「国際性」・「総合化」という比較社会文化学府の
教育・研究理念を受け継ぐとともに、それらを統合・深化させて、

「地球社会的視野に立つ統合的な学際性」という新たな理
念・目標を掲げ教育・研究を展開しています。文部科学省に
よって策定された国立大学改革プランによる「ミッションの再定
義」においても、地球社会統合科学府は、比較社会文化研究
院とともに九州大学の中で唯一「学際部局」として認定されま
した。このことは、「地球社会的視野に立つ統合的学際性」に
よる教育・研究展開が大いに期待されていることを意味してい
ます。

　ところで、九州大学では、教員の所属組織として「研究院」
があり、大学院生の所属組織として「学府」があります。「地球
社 会 統 合 科 学 府 」には、「 比 較 社 会 文 化 研 究 院 」のほか、

「言語文化」、「人文科学」、「法学」の各研究院や基幹教育

院、総合研究博物館、熱帯農学研究センター、韓国研究セン
ター、留学生センターなどの多彩な教員が参画し、自然科学・
社会科学・人文科学の広範な専門領域に対応できる教育体
制が整えられています。このような多 彩な教員メンバーは、
個々の学問分野の枠を越えて相互に連携し、「統合学際的」
な教育・研究の展開に対応できます。修士課程では、個々人
の専門となるメインコースとともに、学際性を高めるためのサブ
コースを選択することにより、いわゆる文・理の壁を無くすこと
を極めて容易にし、高い専門性と統合的な学際性が育成され
ます。また博士課程では、学際的素養と高度な専門性に立脚
して世界レベルの独創的研究が行われることになり、他の大
学院・学府では為し得ない新たな視点にたつ高度専門職業
人・卓越した研究者が養成されることになります。 

　このような統合学際性に加え、今日の大学院教育では国際
性の強化も不可欠となります。そこで私たちは、地球社会統合
科学府発足と同時に、２つの特別な経費による「統合的学際
教育を基盤とする高度グローバル人材養成プロジェクト」、お
よび「フューチャーアジア創生を先導する統合学際型リーダー
プログラム」を機能させ、海外の著名研究者を招へいして、特
別講義、ワークショップ、シンポジウムなどを開催するほか、海
外フィールド調査や外国語論文執筆等の支援を行って、院生
の皆さんのグローバルな研究展開を推し進めています。この
度新しく入学された皆さんにも、これら多くの国際的イベントや
本学府が提供するグローバル化支援を積極的に利用して欲
しいと思います。
　発足して3年を経た地球社会統合科学府では、このような
プロジェクト・プログラムと学府教育を一体的に機能させて国
際水準のグローバルネットワーク構築を推進してきました。その
結果として、海外9機関との部局間交流協定の締結、14大学
からのトップレベル研究者の招聘、海外17大学への研究者派
遣、アジア４カ国でのフィールド研修、JICAとの連携による留
学生の恒常的受け入れ等が実施され、アジア・オセアニア諸
国を中心として欧米にも広がるグローバルネットワークの構築
が実現しています。 

○ ○ ○ 巻頭言

　さて、平成29年度末、すなわち来年3月には、私たち地球社
会統合科学府は、伊都キャンパス・イーストゾーンの文系総合
研究棟に移転します。すでに新中央図書館も大部分の建物
概要が見えてきており、私たちの新たな研究棟は、その新中
央図書館の上に建てられることになります。私たちの研究・教
育棟は、全体で５棟から構成される人文社会系各部局の中
央部に位置することになり、九州大学における学際融合教育・
研究の中心的役割を果たしていくことになります。屋上には展
望台を兼ねた石ヶ原古墳展示スペースが設置されることに
なっており、糸島や博多湾を一望できるすばらしい環境が整う
はずです。
　しかし、建物がきれいになることで浮かれていてはいけませ
ん。新入生の皆さんにとっては、入学後1年を待たずして新た
な教育・研究棟に移ることになるわけで、移転作業に伴い一
時の間、教育や研究に支障が出ることが予想されます。私た
ち教職員は、最大限の努力で円滑な移転に望みますが、新入
生の皆さんにおかれましても、移転のドサクサで研究のアク
ティビティーが下がることの無いよう、さっそく4月の段階から計
画的に研究を推進して欲しいと思っています。

　大学院では、皆さんが自ら進んで研究を展開・発展させるこ
とが必要です。
　地球社会統合科学府は、皆さんの研究活動を最大限に支
援します。皆さんには、自然科学・社会科学・人文科学の垣根
を払い、人類が抱える地球的規模の諸問題を解決するため
に、日々奮闘して欲しいと思います。そして、世界で活躍する
グローバルリーダーに育って欲しいと思います。九州大学は、
平成28年度からスタートした第3期中期目標・中期計画の期
間内に、「躍進百大」をスローガンにして世界大学ランキング
100位以内を目指しています。地球社会統合科学府ならびに
比較社会文化研究院が行ってきた、あるいは現在進行形の
戦略的グローバル展開は、このような九州大学全体の躍進に
も大きく寄与することになるのです。 皆さんの活躍に大いに期
待しています。
　以上、本日入学された皆さんへのお祝いの言葉とさせてい
ただきます。
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　はじめまして。私は、平成29年2月に九州大学大学院比較
社会文化研究院に赴任いたしました。大学で働くことも、九州
を含む西日本で生活することも初めてです。皆さんと過ごすこ
とを楽しみにしております。
　私の研究分野は、地球科学という学問分野の中の一つで、
実験・分析などを行って様々な物質の化学組成を調べ、その
情報から物質の起源や履歴などを推定する地球化学です。
分野的には、岩石から宇宙塵や海水など様々な物質がター
ゲットになりますが、私は特に、岩石中の微量元素や白金族元
素とオスミウム（Os）同位体比を用いて、地球の内部情報の推
定や火山の歴史などについての研究を行っています。
　地球の内部は、表層から地殻、マントル、核（コア）に分かれ
ています。地殻の厚さは陸上で30～60km、海底では6～
20km程度と言われていますが、人類はその下のマントルまで
到達したことがありません。1969年には、地球から38万km離
れた月にアポロ11号が着陸し、人類が始めて月に到達しまし
た。また、2003年に打ち上げられた「はやぶさ」は、地球の重
力圏外に存在する小惑星イトカワに到達、試料採取を行って
2010年に地球に帰還しています。これらの距離に比べると、
マントルはとても近くにみえますが、実際には非常に遠い存在
と言えます。
　マントルについての研究を行うために、平成29年7月後半か
ら8月後半にかけて、私は地球深部探査船「ちきゅう」に乗船
しています。この「ちきゅう」上に世界中の様々な国から研究
者が集まり、オマーンで採取された掘削コア試料の解析を
行っています。オマーンでは、海底を形成する海洋地殻とその
直下のマントルが陸上に乗り上げたオフィオライトと言われる
地質現象が陸上で観察できます。昨年の冬からこのオフィオ
ライトで掘削が行われ、新鮮な海洋地殻とその下のマントルの
岩石を得て研究を行う国際プロジェクトが進められており、今
回の「ちきゅう」での分析はその一環です。
　掘削コア試料の分析として具体的には、まずは円柱状の試
料の表面を観察し、きれいで新鮮な岩石と風化が進んでいる
岩石あるいは脈状に入っている岩石の場所や状況を記録し
ます。次に、「ちきゅう」上に搭載されているCTスキャナーで密
度構造の違いから、内部構造を観察・データを取ります。 
　そして円柱コア試料を半円状に二つにカットし、一つはアー

カイブとして保存、もう一つは実際の分析に使用します。
　船上では、岩石を薄く磨いて岩石を構成する鉱物を観察す
る薄片記載、密度や速度構造を調べる物理組成解析、一部
を粉にして、X線を使用した元素分析や鉱物組成分析、岩石
中に含まれている磁気の分析等々、様々な分析が行われてい
ます。広い分野の研究者が一堂に会して、これらの分析を合
宿しながら共同で行っています。私はその中で、粉になった試
料から、ICP-MSという比較社会文化学府にもある装置を用
いて、微量元素分析を行っています。初めて船上で行う分析
手法ですので、揺れる船の上でも確実に分析できる方法を試
行錯誤しながら、確立しようとしているところです。
　船の生活は、12時間交替でシフトが組まれています。私は
夜12時から昼12時までの間作業をするシフトに入り、乗船当
初は昼に寝て夜起きることが大変でした。食事は6時間おきに
用意され、様々な出身や宗教の方々の存在を踏まえて、バイキ
ング形式で食材や調理法などもバリエーション豊かに提供さ
れています。食後にはケーキやアイスも好きなだけ取ることが
できます。オフの時間帯には、ジムに行って運動したり、娯楽室
にはダーツや卓球台もあります。私は、基本的に実験室に籠も
りきりですので、オフの時間には同じシフトの研究者と誘い合っ
て、のんびりと卓球で体を動かしています。とは言え、残業も多
く、なかなかゆっくりオフを過ごすことはまだできていません。で
すが、マントルに関する様々な研究者と議論ができるこの機会
を楽しんでいます。
　これから、どうぞよろしくお願いいたします。

仙　田　量　子
（地球社会統合科学府）
（包括的地球科学コース）

地球内部のマントルを実際に見てみたい 学びの愉悦を共にしたい

清水港停泊中の地球深部探査船「ちきゅう」。乗船前に。

　正子を少し過ぎた、ノクターナルな私の静謐な時間。何冊か
の本と微かに聞こえるボサノヴァ。眼前には、意味になったりな
らなかったりする日本語と韓国語が交叉し、耳朶には意味にな
らないポルトガル語が明滅する。
　暗号にしか見えないハングルをどうしても「解読」したくて小
学生のころ韓国語を独学で学び始めた。シャンポリオンになりた
かった。所謂「韓流」が起きるずっと前のことだ。ことばや外国に
興味があり、長ずるにつれて、その気持ちは弥増していった。数
学者や医師になりたいと夢見た時期もあったが、言語学の産
土として、また、哲学思想の言語としての興味もあって、大学で
はフランス語を専攻し、他にもいくつかの言語を学んだ。しかし、
韓国語の麗質に再び心を領され、大学院からは本格的に韓国
語学の道へと進んだ。多士済々の教授陣の講筵に列し、学問
的な基礎を固めた。その後、韓国の大学に専任講師として採
用される僥倖に恵まれ、日本語や言語学を韓国語で講じる経
験も積んだ。ソウルで生活しながら、プラクティカルな韓国語の
膂力も徹底的に鍛え上げた。
　九州大学には2012年4月に着任し、言語文化研究院の専任
教員として、主に韓国語教育に携わってきた。言語をコミュニ
ケーションの単なる道具へと矮小化する、所謂〈言語道具観〉
を峻拒し、ことばそれ自体を目的とする言語教育を実践してい
る。英語ができないことが言語全般に対する苦手意識へと心
理的に汎化しないよう意を用いつつ、母語と非母語の間を倘佯
することの法悦を受講生たちと日々共にしてきた。
　研究面では、韓国語音韻論を一応の専門領域として標榜し
ている。しかし、ひとつのことに執心し追尾するタイプではない。
この点では研究者らしくないのかもしれない。顧瞻してみると、
学生のころから常に複数の事柄、それも互いに無関の領域に
同時に関心を抱いてきたように思う。あるテーマについての論
文を書きながらも、それについてひねもす考えるということはあま
りなく、全く別の分野の本を平行して読むという生活を続けてき
た。大学の教員になったのも、特定の学問を極めたいというより
は、学ぶということ自体が好きで、漠然と好きな勉強を続けたい
という気持ちのほうが遥かに大きかった。正直に表白すると、文
章を書くのは好きだが、学術論文を書くのはいつも億劫で、執
筆の段階で既に当該テーマへの関心が稀薄になってしまって

いることも少なくない。一頻り研究に淫し、自分なりの解が仄見
えてくると、興味は瞬時に湮没し、関心の対象は目眩くばかりに
余所へと移り飛んでいく。いつまでも冥冥として分からないのも
ある種の悲劇だが、真には分かっていないにもかかわらず分
かった気になるというのも懼れるべきことで、分からないという自
覚がさらなる学びへの呼び水になるということを日次反省と共
に実感している。ボサノヴァのあまやかな旋律を倦まず聴いて
いられるのも、きっと私がポルトガル語を解せないからで、ポルト
ガル語が完き意味となった瞬間に憧憬は霧消し、爽涼なボサノ
ヴァは暗澹としたエレジーへと化してしまうだろう。
　とまれ、私自身がこのように定処なき学究生活を送っているの
で、私の研究室には、狭小な関心に頓着せず、選らず何でも学
ぼうという気概ある学生に来てもらいたいと考えている。学位論
文のテーマに関連したものにしか興味を示さないなどというの
は問題外だ。専攻という拘縮した枠に内閉せず、目先の評価や
研究業績など歯牙にもかけず、役に立たないことを幅広く泥臭
く吸収し考える。こうした、学ぶこと自体に深い悦びを見出せる
学生たちと私は知情を共にしたい。学びは内発性に拠ってはじ
めて豊かな営為となる。学びは功利性や有用性を超えた彼岸
に位置付けられねばならない。もし自らの研究を衒いや栄利聞
達に結び付けることしかできないのであれば、それはどうしよう
もなく陋劣なことだ。学ぶことは圧倒的に愉しい。面白そうだと
いう、あえかでも好奇心の萌芽を察知したら、それを大切に育
ててほしい。反対に、もしつまらないと感じたら、その判断は一
旦留保したほうがよい。学びの愉悦を享受するための感性が
鈍麻しているせいか、あるいは、面白いと感じられるだけの知
識がまだきみのなかに蓄積されていないせいかもしれないか
ら。学びは著効を示さない。知層の肥厚には時間が必要だ。こ
の意味で、学びのベクトルは常に過去にも向かっていて、つまら
ないという、今の刹那的な感情は、学びを継続することによっ
て、いつか書き換えられるかもしれない。そして、こうした感情の
反転それ自体がまた別の意味での学びの愉悦になりうる。
　これから、あさましさとは無縁の、真に志高き学生たちと、日々
知的な議論を上下できるとすれば、私はとても幸せだ。

辻　野　裕　紀
（言語文化研究院）

（言語・メディア・コミュニケーションコース）
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社会文化研究院に赴任いたしました。大学で働くことも、九州
を含む西日本で生活することも初めてです。皆さんと過ごすこ
とを楽しみにしております。
　私の研究分野は、地球科学という学問分野の中の一つで、
実験・分析などを行って様々な物質の化学組成を調べ、その
情報から物質の起源や履歴などを推定する地球化学です。
分野的には、岩石から宇宙塵や海水など様々な物質がター
ゲットになりますが、私は特に、岩石中の微量元素や白金族元
素とオスミウム（Os）同位体比を用いて、地球の内部情報の推
定や火山の歴史などについての研究を行っています。
　地球の内部は、表層から地殻、マントル、核（コア）に分かれ
ています。地殻の厚さは陸上で30～60km、海底では6～
20km程度と言われていますが、人類はその下のマントルまで
到達したことがありません。1969年には、地球から38万km離
れた月にアポロ11号が着陸し、人類が始めて月に到達しまし
た。また、2003年に打ち上げられた「はやぶさ」は、地球の重
力圏外に存在する小惑星イトカワに到達、試料採取を行って
2010年に地球に帰還しています。これらの距離に比べると、
マントルはとても近くにみえますが、実際には非常に遠い存在
と言えます。
　マントルについての研究を行うために、平成29年7月後半か
ら8月後半にかけて、私は地球深部探査船「ちきゅう」に乗船
しています。この「ちきゅう」上に世界中の様々な国から研究
者が集まり、オマーンで採取された掘削コア試料の解析を
行っています。オマーンでは、海底を形成する海洋地殻とその
直下のマントルが陸上に乗り上げたオフィオライトと言われる
地質現象が陸上で観察できます。昨年の冬からこのオフィオ
ライトで掘削が行われ、新鮮な海洋地殻とその下のマントルの
岩石を得て研究を行う国際プロジェクトが進められており、今
回の「ちきゅう」での分析はその一環です。
　掘削コア試料の分析として具体的には、まずは円柱状の試
料の表面を観察し、きれいで新鮮な岩石と風化が進んでいる
岩石あるいは脈状に入っている岩石の場所や状況を記録し
ます。次に、「ちきゅう」上に搭載されているCTスキャナーで密
度構造の違いから、内部構造を観察・データを取ります。 
　そして円柱コア試料を半円状に二つにカットし、一つはアー

カイブとして保存、もう一つは実際の分析に使用します。
　船上では、岩石を薄く磨いて岩石を構成する鉱物を観察す
る薄片記載、密度や速度構造を調べる物理組成解析、一部
を粉にして、X線を使用した元素分析や鉱物組成分析、岩石
中に含まれている磁気の分析等々、様々な分析が行われてい
ます。広い分野の研究者が一堂に会して、これらの分析を合
宿しながら共同で行っています。私はその中で、粉になった試
料から、ICP-MSという比較社会文化学府にもある装置を用
いて、微量元素分析を行っています。初めて船上で行う分析
手法ですので、揺れる船の上でも確実に分析できる方法を試
行錯誤しながら、確立しようとしているところです。
　船の生活は、12時間交替でシフトが組まれています。私は
夜12時から昼12時までの間作業をするシフトに入り、乗船当
初は昼に寝て夜起きることが大変でした。食事は6時間おきに
用意され、様々な出身や宗教の方々の存在を踏まえて、バイキ
ング形式で食材や調理法などもバリエーション豊かに提供さ
れています。食後にはケーキやアイスも好きなだけ取ることが
できます。オフの時間帯には、ジムに行って運動したり、娯楽室
にはダーツや卓球台もあります。私は、基本的に実験室に籠も
りきりですので、オフの時間には同じシフトの研究者と誘い合っ
て、のんびりと卓球で体を動かしています。とは言え、残業も多
く、なかなかゆっくりオフを過ごすことはまだできていません。で
すが、マントルに関する様々な研究者と議論ができるこの機会
を楽しんでいます。
　これから、どうぞよろしくお願いいたします。

仙　田　量　子
（地球社会統合科学府）
（包括的地球科学コース）

地球内部のマントルを実際に見てみたい 学びの愉悦を共にしたい

清水港停泊中の地球深部探査船「ちきゅう」。乗船前に。
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的な基礎を固めた。その後、韓国の大学に専任講師として採
用される僥倖に恵まれ、日本語や言語学を韓国語で講じる経
験も積んだ。ソウルで生活しながら、プラクティカルな韓国語の
膂力も徹底的に鍛え上げた。
　九州大学には2012年4月に着任し、言語文化研究院の専任
教員として、主に韓国語教育に携わってきた。言語をコミュニ
ケーションの単なる道具へと矮小化する、所謂〈言語道具観〉
を峻拒し、ことばそれ自体を目的とする言語教育を実践してい
る。英語ができないことが言語全般に対する苦手意識へと心
理的に汎化しないよう意を用いつつ、母語と非母語の間を倘佯
することの法悦を受講生たちと日々共にしてきた。
　研究面では、韓国語音韻論を一応の専門領域として標榜し
ている。しかし、ひとつのことに執心し追尾するタイプではない。
この点では研究者らしくないのかもしれない。顧瞻してみると、
学生のころから常に複数の事柄、それも互いに無関の領域に
同時に関心を抱いてきたように思う。あるテーマについての論
文を書きながらも、それについてひねもす考えるということはあま
りなく、全く別の分野の本を平行して読むという生活を続けてき
た。大学の教員になったのも、特定の学問を極めたいというより
は、学ぶということ自体が好きで、漠然と好きな勉強を続けたい
という気持ちのほうが遥かに大きかった。正直に表白すると、文
章を書くのは好きだが、学術論文を書くのはいつも億劫で、執
筆の段階で既に当該テーマへの関心が稀薄になってしまって

いることも少なくない。一頻り研究に淫し、自分なりの解が仄見
えてくると、興味は瞬時に湮没し、関心の対象は目眩くばかりに
余所へと移り飛んでいく。いつまでも冥冥として分からないのも
ある種の悲劇だが、真には分かっていないにもかかわらず分
かった気になるというのも懼れるべきことで、分からないという自
覚がさらなる学びへの呼び水になるということを日次反省と共
に実感している。ボサノヴァのあまやかな旋律を倦まず聴いて
いられるのも、きっと私がポルトガル語を解せないからで、ポルト
ガル語が完き意味となった瞬間に憧憬は霧消し、爽涼なボサノ
ヴァは暗澹としたエレジーへと化してしまうだろう。
　とまれ、私自身がこのように定処なき学究生活を送っているの
で、私の研究室には、狭小な関心に頓着せず、選らず何でも学
ぼうという気概ある学生に来てもらいたいと考えている。学位論
文のテーマに関連したものにしか興味を示さないなどというの
は問題外だ。専攻という拘縮した枠に内閉せず、目先の評価や
研究業績など歯牙にもかけず、役に立たないことを幅広く泥臭
く吸収し考える。こうした、学ぶこと自体に深い悦びを見出せる
学生たちと私は知情を共にしたい。学びは内発性に拠ってはじ
めて豊かな営為となる。学びは功利性や有用性を超えた彼岸
に位置付けられねばならない。もし自らの研究を衒いや栄利聞
達に結び付けることしかできないのであれば、それはどうしよう
もなく陋劣なことだ。学ぶことは圧倒的に愉しい。面白そうだと
いう、あえかでも好奇心の萌芽を察知したら、それを大切に育
ててほしい。反対に、もしつまらないと感じたら、その判断は一
旦留保したほうがよい。学びの愉悦を享受するための感性が
鈍麻しているせいか、あるいは、面白いと感じられるだけの知
識がまだきみのなかに蓄積されていないせいかもしれないか
ら。学びは著効を示さない。知層の肥厚には時間が必要だ。こ
の意味で、学びのベクトルは常に過去にも向かっていて、つまら
ないという、今の刹那的な感情は、学びを継続することによっ
て、いつか書き換えられるかもしれない。そして、こうした感情の
反転それ自体がまた別の意味での学びの愉悦になりうる。
　これから、あさましさとは無縁の、真に志高き学生たちと、日々
知的な議論を上下できるとすれば、私はとても幸せだ。

辻　野　裕　紀
（言語文化研究院）
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　本年度より比較社会文化研究院の地球変動講座に助教と
して着任しました林辰弥です。私は、大学～大学院の学生時
代を一貫して九州大学で過ごしたいわゆる“もろ九”で、特に
修士・博士過程においては、当時六本松にあった比較社会文
化学府（以下、比文）で過ごしました。そのため、本広報誌
CROSSOVERへは今回で3度目の登場となり、前の表紙のデ
ザイン（鳥が羽ばたきながら地球を横断しているもの）も、実は
私が作ったものでした。博士の学位を取得した後には、国立
科学博物館（東京－茨城）におけるポスドク、御船町恐竜博
物館（熊本）における学芸員の職を経験し、８年ぶりに比文に
帰ってまいりました。いずれは福岡に帰ってきたいと切望して
おりましたので、今回このような機会をいただけたことを大変
嬉しく、光栄に感じております。
　なお、私はよほど移転に縁があるようで、過去に所属した全
ての研究機関で経験しました：比文（六本松から伊都へ）、国
立科学博物館研究部門（新宿から筑波へ）、御船町恐竜博
物館（旧館から新館へ）。そして、来春にはまたもや比文の移
転に立ち会えるので、今からワクワクと胸躍らせると同時に、
来るべき時に備えて戦々恐 と々体力の向上に努めています。
　さて、私の研究についてですが、一番の関心は6600万年
前から現在にかけての新生代と呼ばれる地質時代において、
微化石生物と地球規模の古気候・古環境がどのようにリンク
しながら変遷してきたのかを明らかにすることです。その目的
のもと、珪藻（藻類）の化石を主な研究対象として扱っていま
す。珪藻は、マイクロメートル（１／１００万メートル）サイズの単
細胞生物であるにもかかわらず、非常に美しくバラエティーに
富んだ殻を持ちます。また、海洋や湖における一次生産者とし
て生態系の基礎を担うとともに、優れた環境指標生物である
ことも知られています。私は、その珪藻化石に魅せられて、形
態や古生態に関わる情報をフィールド調査を通して収集して
きました。
　私が比文の大学院生であった時は、現在のネパール連邦
民主共和国（当時はネパール王国）の首都カトマンズの全域
をかつて覆い、現在は消滅してしまった湖（古カトマンズ湖）の
珪藻化石を研究テーマとしました。珪藻群集が、湖の環境変
化や地球規模の気候変動（氷期－間氷期サイクル）、およびイ

ンドモンスーン気候変動に対してどのように応答しながら変化
してきたのかを解き明かそうとしたわけです。先行研究が全く
ない未開の地に、しかも普通であれば数名の珪藻の専門家
が協力して取り組むような大きなテーマに一人で取り組みまし
た。結果として、博士論文に非常に苦労し、まとまりに欠けたも
のとなってしまいましたが、その時に培ったチャレンジ精神は、
今でも私の財産となっています。
　それから十年ほど経過しましたが、古カトマンズ湖の珪藻化
石は、相変わらず一人で細々と研究しています…自信を持っ
て述べますが、古カトマンズ湖の珪藻化石は興味深い研究
テーマに溢れています。共同研究者を広く募集しておりますの
で、興味のある方はぜひご連絡ください。
　元々は微化石学を専門としてきた私ですが、最近ではその
枠を飛び越えて、古気候・古環境の復元研究にもチャレンジし
ています。地球上のあらゆる環境は、およそ300万年前に始ま
り現在にまで続く世界的な気候変動「氷期－間氷期サイクル」
によって支配されています。その氷期－間氷期サイクルを詳細
に復元し、誕生の謎やメカニズムを解くことで、近年の気候変
動問題に対するヒントを過去から提供することが究極の目的
です。そのためには、大陸氷床の成長と崩壊、海洋循環、それ
らが大気循環を通して世界各地に与えた影響など、様々な自
然現象を明らかにする必要があります。そのため、私自身も新
しい研究手法にトライしながら、様々なバックグラウンドもった研
究者達と共同研究を行なっています。
　比文や地球社会統合科学府には、それこそ様々な学術的
バックグラウンドもった教員や学生の方々がおられますので、
その中でどのような共同研究ができるか楽しみにしておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
追伸：2016年熊本地震の発生時、私は前の職場の御船町恐
竜博物館におり、被災しました（最大震度は６弱）。その際に
は、熊本県中部域が壊滅的な被害を受けましたが、比文をは
じめ、多くの方々の励ましやご好意、ボランディア活動に大変
お世話になりました。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。
　

林　　辰　弥
（比較社会文化研究院） 

（包括的地球科学コース・包括的東アジア•日本研究コース）

ミクロな化石とグローバルな気候変動史

ドローンで撮影したナミビア北部の空中写真

滋賀県のトチノキ巨木林

　4月に着任いたしました藤岡悠一郎と申します。専門は地理学
で、人間社会と自然環境との相互作用に興味を持ち、特に人が
関わって形成される植生や人間による植物利用に関する研究を
進めています。また、国際協力機構（JICA）のプロジェクトで、ア
フリカの農村開発に携わってきました。
　これまでに研究を実施してきた主な地域は、南部アフリカの乾
燥地域やシベリアの寒冷地域、日本の中山間地域です。なかで
も、アフリカ大陸南西部に位置するナミビア共和国で、修士課程
に所属していた2002年から、村に住み込んで行う参与観察型の
調査を実施してきました。
　アフリカの乾燥地域では、ウシやヤギなどを飼養する牧畜やト
ウジンビエなどの穀物を栽培する農耕が多くの地域で営まれて
いますが、一部の地域では、これらの生業に樹木の利用を組み
込むアグロフォレストリーとよばれる複合的な生業が行われてい
ます。このような複合生業は、養分の効率的な循環を生み出し、
土地生産性を向上させる効果があると考えられています。また、
農地のなかに形成される林（農地林）は、生き物の棲息地となり、
農地内の生物多様性を維持することが知られています。人口が
増加する途上国では、このような生業が環境調和型の農業発
展の鍵になるとして注目されていますが、他方で、社会経済状況
の変化のなかで、農業の機械化や市場経済への流通を目的と
する農業が浸透するなど、農家の農業経営や資源の利用方法
が大きく移り変わっています。私の研究では、このような景観や生
業がどのような要因で維持され、いかなる機能を有しているのか
を明らかにするため、撮影時期の異なる空中写真や衛星画像を
用いた景観解析、農家へのインタビュー、毎木調査や土壌解析
などの調査を実施しています。
　日本では、滋賀県や山形県に位置する山村を対象に、村落近
くの山林に形成されるトチノキ（栃の木）巨木林の分布や成立要
因に関する研究を行ってきました。トチノキは、日本の渓畔林に広
く自生する落葉広葉樹で、秋口に直径4cmほどの黒光りする大
きな実をつけます。その果実は、山村に暮らす人々の澱粉源とし
て利用されてきました。トチノキは樹齢が長く、直径1mを超える
巨木に成長します。日本の山村では、人々が果実を採集するた
めにトチノキを選択的に保護することで、巨木が密に生育する巨
木林が形成されている地域があります。しかし、近年では山村の
過疎高齢化の進行や産業構造の変化のなかで、トチノミの利用
頻度が減少し、他方でトチノキの材が高価格で売れるようにな

り、巨木の伐採が進んでいます。トチノキの巨木は、谷の急な斜
面を根で支えるため、雪崩や洪水災害を軽減し、水源を涵養す
る機能を有すると考えられており、日本の森林政策のなかでこの
ような植生を維持していく必要があると考えています。私は、トチ
ノキ巨木林の形成要因や生態学的機能、全国的な分布を明ら
かにすることを目的に研究を進めています。
　今後は、植生や生業の視点を軸に、専門以外の研究領域の
研究者とともに新しい研究や教育に挑戦していきたいと考えて
います。特に、考古学の研究手法による検討を加えることや植物
のDNA解析などを併せることにより、多角的な視点から、植生を
通じた自然と社会の長期的な関係史を明らかにしていきたいと
思っています。

藤　岡　悠　一　郎
（比較社会文化研究院） 

（地球社会統合科学府・包括的生物環境科学／包括的東アジア・日本研究コース）

植生から自然と社会の関係を探る
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○ ○ ○ 新任挨拶　　
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新任挨拶 ○ ○ ○

　本年度より比較社会文化研究院の地球変動講座に助教と
して着任しました林辰弥です。私は、大学～大学院の学生時
代を一貫して九州大学で過ごしたいわゆる“もろ九”で、特に
修士・博士過程においては、当時六本松にあった比較社会文
化学府（以下、比文）で過ごしました。そのため、本広報誌
CROSSOVERへは今回で3度目の登場となり、前の表紙のデ
ザイン（鳥が羽ばたきながら地球を横断しているもの）も、実は
私が作ったものでした。博士の学位を取得した後には、国立
科学博物館（東京－茨城）におけるポスドク、御船町恐竜博
物館（熊本）における学芸員の職を経験し、８年ぶりに比文に
帰ってまいりました。いずれは福岡に帰ってきたいと切望して
おりましたので、今回このような機会をいただけたことを大変
嬉しく、光栄に感じております。
　なお、私はよほど移転に縁があるようで、過去に所属した全
ての研究機関で経験しました：比文（六本松から伊都へ）、国
立科学博物館研究部門（新宿から筑波へ）、御船町恐竜博
物館（旧館から新館へ）。そして、来春にはまたもや比文の移
転に立ち会えるので、今からワクワクと胸躍らせると同時に、
来るべき時に備えて戦々恐 と々体力の向上に努めています。
　さて、私の研究についてですが、一番の関心は6600万年
前から現在にかけての新生代と呼ばれる地質時代において、
微化石生物と地球規模の古気候・古環境がどのようにリンク
しながら変遷してきたのかを明らかにすることです。その目的
のもと、珪藻（藻類）の化石を主な研究対象として扱っていま
す。珪藻は、マイクロメートル（１／１００万メートル）サイズの単
細胞生物であるにもかかわらず、非常に美しくバラエティーに
富んだ殻を持ちます。また、海洋や湖における一次生産者とし
て生態系の基礎を担うとともに、優れた環境指標生物である
ことも知られています。私は、その珪藻化石に魅せられて、形
態や古生態に関わる情報をフィールド調査を通して収集して
きました。
　私が比文の大学院生であった時は、現在のネパール連邦
民主共和国（当時はネパール王国）の首都カトマンズの全域
をかつて覆い、現在は消滅してしまった湖（古カトマンズ湖）の
珪藻化石を研究テーマとしました。珪藻群集が、湖の環境変
化や地球規模の気候変動（氷期－間氷期サイクル）、およびイ

ンドモンスーン気候変動に対してどのように応答しながら変化
してきたのかを解き明かそうとしたわけです。先行研究が全く
ない未開の地に、しかも普通であれば数名の珪藻の専門家
が協力して取り組むような大きなテーマに一人で取り組みまし
た。結果として、博士論文に非常に苦労し、まとまりに欠けたも
のとなってしまいましたが、その時に培ったチャレンジ精神は、
今でも私の財産となっています。
　それから十年ほど経過しましたが、古カトマンズ湖の珪藻化
石は、相変わらず一人で細々と研究しています…自信を持っ
て述べますが、古カトマンズ湖の珪藻化石は興味深い研究
テーマに溢れています。共同研究者を広く募集しておりますの
で、興味のある方はぜひご連絡ください。
　元々は微化石学を専門としてきた私ですが、最近ではその
枠を飛び越えて、古気候・古環境の復元研究にもチャレンジし
ています。地球上のあらゆる環境は、およそ300万年前に始ま
り現在にまで続く世界的な気候変動「氷期－間氷期サイクル」
によって支配されています。その氷期－間氷期サイクルを詳細
に復元し、誕生の謎やメカニズムを解くことで、近年の気候変
動問題に対するヒントを過去から提供することが究極の目的
です。そのためには、大陸氷床の成長と崩壊、海洋循環、それ
らが大気循環を通して世界各地に与えた影響など、様々な自
然現象を明らかにする必要があります。そのため、私自身も新
しい研究手法にトライしながら、様々なバックグラウンドもった研
究者達と共同研究を行なっています。
　比文や地球社会統合科学府には、それこそ様々な学術的
バックグラウンドもった教員や学生の方々がおられますので、
その中でどのような共同研究ができるか楽しみにしておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
追伸：2016年熊本地震の発生時、私は前の職場の御船町恐
竜博物館におり、被災しました（最大震度は６弱）。その際に
は、熊本県中部域が壊滅的な被害を受けましたが、比文をは
じめ、多くの方々の励ましやご好意、ボランディア活動に大変
お世話になりました。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。
　

林　　辰　弥
（比較社会文化研究院） 

（包括的地球科学コース・包括的東アジア•日本研究コース）

ミクロな化石とグローバルな気候変動史

ドローンで撮影したナミビア北部の空中写真

滋賀県のトチノキ巨木林

　4月に着任いたしました藤岡悠一郎と申します。専門は地理学
で、人間社会と自然環境との相互作用に興味を持ち、特に人が
関わって形成される植生や人間による植物利用に関する研究を
進めています。また、国際協力機構（JICA）のプロジェクトで、ア
フリカの農村開発に携わってきました。
　これまでに研究を実施してきた主な地域は、南部アフリカの乾
燥地域やシベリアの寒冷地域、日本の中山間地域です。なかで
も、アフリカ大陸南西部に位置するナミビア共和国で、修士課程
に所属していた2002年から、村に住み込んで行う参与観察型の
調査を実施してきました。
　アフリカの乾燥地域では、ウシやヤギなどを飼養する牧畜やト
ウジンビエなどの穀物を栽培する農耕が多くの地域で営まれて
いますが、一部の地域では、これらの生業に樹木の利用を組み
込むアグロフォレストリーとよばれる複合的な生業が行われてい
ます。このような複合生業は、養分の効率的な循環を生み出し、
土地生産性を向上させる効果があると考えられています。また、
農地のなかに形成される林（農地林）は、生き物の棲息地となり、
農地内の生物多様性を維持することが知られています。人口が
増加する途上国では、このような生業が環境調和型の農業発
展の鍵になるとして注目されていますが、他方で、社会経済状況
の変化のなかで、農業の機械化や市場経済への流通を目的と
する農業が浸透するなど、農家の農業経営や資源の利用方法
が大きく移り変わっています。私の研究では、このような景観や生
業がどのような要因で維持され、いかなる機能を有しているのか
を明らかにするため、撮影時期の異なる空中写真や衛星画像を
用いた景観解析、農家へのインタビュー、毎木調査や土壌解析
などの調査を実施しています。
　日本では、滋賀県や山形県に位置する山村を対象に、村落近
くの山林に形成されるトチノキ（栃の木）巨木林の分布や成立要
因に関する研究を行ってきました。トチノキは、日本の渓畔林に広
く自生する落葉広葉樹で、秋口に直径4cmほどの黒光りする大
きな実をつけます。その果実は、山村に暮らす人々の澱粉源とし
て利用されてきました。トチノキは樹齢が長く、直径1mを超える
巨木に成長します。日本の山村では、人々が果実を採集するた
めにトチノキを選択的に保護することで、巨木が密に生育する巨
木林が形成されている地域があります。しかし、近年では山村の
過疎高齢化の進行や産業構造の変化のなかで、トチノミの利用
頻度が減少し、他方でトチノキの材が高価格で売れるようにな

り、巨木の伐採が進んでいます。トチノキの巨木は、谷の急な斜
面を根で支えるため、雪崩や洪水災害を軽減し、水源を涵養す
る機能を有すると考えられており、日本の森林政策のなかでこの
ような植生を維持していく必要があると考えています。私は、トチ
ノキ巨木林の形成要因や生態学的機能、全国的な分布を明ら
かにすることを目的に研究を進めています。
　今後は、植生や生業の視点を軸に、専門以外の研究領域の
研究者とともに新しい研究や教育に挑戦していきたいと考えて
います。特に、考古学の研究手法による検討を加えることや植物
のDNA解析などを併せることにより、多角的な視点から、植生を
通じた自然と社会の長期的な関係史を明らかにしていきたいと
思っています。

藤　岡　悠　一　郎
（比較社会文化研究院） 

（地球社会統合科学府・包括的生物環境科学／包括的東アジア・日本研究コース）

植生から自然と社会の関係を探る
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○ ○ ○ 自著を語る
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自著を語る ○ ○ ○

　国立民族学博物館の共同研究として、2011年10月から
2015年3月まで3年半にわたって実施した「物質性の人類学

（物性・感覚性・存在論を焦点として）」（代表：古谷嘉章）の成
果として、このたび同成社から『「物質性」の人類学 ― 世界
は物質の流れの中にある』（古谷嘉章・関雄二・佐々木重洋　
共編）を上梓することができた。「デジタル情報こそがリアル」
といった風潮の中、物質としての書籍を出版することが著しく
困難になってしまっている状況の下、何とか物質化まで辿り着
くことができたのは僥倖と言うほかはない。
　本書についてここで紹介する理由は、いくつかある。まず共
同研究の期間は、ちょうど地球社会統合科学府を計画して設
置まで漕ぎつけた疾風怒濤の時期に重なっており、私の中で
は、両者は二卵性双生児のようなもので、「物質性の人類学」

（Anthropology of Materiality）は、本学府の理念「地球
的視野に立つ統合的な学際性」の具体的なイメージのひとつ
なのである。さらに、共同研究会のメンバー、そして本書の執
筆者は、文化人類学者だけでなく、考古学、美術史の専門家
から構成されているのだが、その一人は本学府の溝口教授
であるというのも、また別の重要な理由である。
　口上はこのくらいにして、本書の内容の紹介に移りたい。ま
ず共同研究の公募に応じたときの文章の一部を引いてみる。

「インターネットをはじめとするテクノロジーの革新による仮想
現実の蔓延の結果、人文社会科学の領域においても、人間

にとっての物質世界の重要性が急速に低下しているかに見
える。しかし、人間は依然として、（それぞれ特定の物性をもつ
生物や無生物、自然物や人工物から構成される）物質世界の
なかに存在し、その物質世界に物質たる身体の感覚を介して
物質的に関与する、それ自身徹頭徹尾、物質的存在でありつ
づけている。」それにも関わらず、「物質性」（mater ia l i ty）
は、文化人類学において、長きにわたって周縁化されてきたと
言わざるをえない。最初からそうだったわけではない。19世紀
の帝国主義まっただなかの欧米列強を舞台に、他文化（つま
り非ヨーロッパ文化）を対象として成立した人類学という学問
の草創期には、いわゆる「物質文化」（material culture）つ
まりモノ（object）の研究は、博物館を舞台に非常に盛んだっ
た。世界中から収集したモノが人類進化や文化伝播の物証
として研究され、展示されていたのである。しかし20世紀に
入って、人類学の関心が、主として社会構造や意味・象徴など
に向けられるようになっていくと、黴臭い博物館と結びついた

「モノ研究」は、時代遅れと見なされるようになった。ところが
近年、人類学のなかでモノが再び注目を浴びるようになってき
た。そうしたモノ研究の再興は、けっして一枚岩ではないが、
大別すると、一方に、モノが特定の文化（そして「価値の体
制」）を超えて移動し流通することをめぐる問題領域があり、
他方に、モノが人間とは峻別される受動的な客体であるだけ
でなく、人間と協働して、あるいは単独で、人間（person）と同
様の資格で社会関係に参与することをめぐる問題領域があ
る。しかしどちらの問題領域にせよ、光が当てられているのが
「モノ」というコンパクトな対象物であることに変わりはない。
　「物質性の人類学」は、そうしたモノ（object）のレベルにと
どまらずに、もっと広く物質（matter、material）ぜんたいを
視野に入れることを提唱している。つまり土器とか家とか機械
といったモノだけでなく、粘土や草木や鋼鉄や、さらには水や
空気も、対象に含めてみる。そのような視座からみると、いわゆ
るモノというのは、長い時間のなかで、物質が束の間まとって
いる姿であることがわかる。しかし、物質を文化人類学の対象
とするとは、何を探究することなのだろうと疑問をもつ人も少な
くないだろう。疑問が生じる理由は、常識的には、物質を対象
とする学問分野はいわゆる自然科学であって、文化という「図」

古　谷　嘉　章
（地球社会統合科学府）
（社会的多様性共存コース）

『「物質性」の人類学―世界は物質の流れの中にある』 にとって「地」にあたる物質世界は、文化人類学の守備範囲
外と考えるからだろう。まさにその「物質世界は自然科学にお
任せ」といった自己規制に風穴を開けようというのが、本書の
提案なのである。では、「物質性の人類学」は、具体的に何を
問うのか？　
　「物質性」という問題について私は、「物質性の人類学に向
けて」（『社会人類学年報』第36巻、2010）という論文で、「物
性」（phys ica l i ty）、「感覚性」（sensuos i ty）、「存在論」

（ontology）という３つの問題系に分けてみた。本書も基本的
にこの枠組みに沿って構成されている。まず編者である私が

「プロローグ：物質性を人類学する」で、東日本大震災や福
島第一原発での事故などにも言及しつつ、問題を提起してい
る。その後、「物性」の問題系を扱う第Ⅰ部では、「世界は人間
にとってどのような条件か」に照準した三論文（関雄二、溝口
孝司、松本直子）。「感覚性」の問題系を扱う第Ⅱ部では、「人
間は世界をどのように体験し、どのように働きかけるのか」を問
う三論文（秋山聰、鏡味治也、佐々木重洋）。「存在論」の問
題系を扱う第Ⅲ部では、「人間はどのような世界に住んでいる
のか」を焦点化する二論文（出口顕、古谷嘉章）。そして最後
に、編者の関雄二による「エピローグ：物質性の人類学の可
能性」で締めくくっている。限られたスペースのなかで個々の
論文について説明することは不可能なので、全体の流れを大
掴みに提示したい。（言い過ぎたり、言い足りなかったりする点
については、共著者各位の御寛恕を請いたい。）
　第Ⅰ部を構成するのは、それぞれアンデス文明形成期、弥
生時代から古墳時代、縄文時代を舞台に、世界の物質と物
質を材料に世界に生み出されたモノが、人間に対して「何をし
ているのか」を論ずる考古学の論文である。考古学とくに先史
考古学にとって、過去の生活を再現するために頼れるのは、
現存する物質であり、しかも可視的で可触的なモノが中心と
なる。そこでは、物質性は解明されるべき変数というより、推論
を裏付ける定数として扱われてきた。それゆえ考古学の中で
も、「物質性」が理論的問題として真正面から検討されるよう
になったのは、ごく近年である。そもそも私たち人間は、過去に
おいて、そして現在において、どのような物質的条件の制約と
可能性のなかで生活を営んでいるのか。そのことを考えると
き、ありきたりの物質がおなじみの物理法則にしたがって存在
する世界は、私たちにとって「あたりまえ」に見えるが、「奇蹟」
であることに驚かされる。つまり、水を逃さない大気に包まれた
惑星、地球という人類の（当面の）生活の場が、私たちの在り
方にとってどのような条件なのか。それが根本的な問いであ
る。その人間の生活・人生の舞台である物質世界について、
人類は長い歴史のなかのさまざまな体験を通して、莫大な知

を蓄積してきている。しかし現代科学はまだそのごく一部を咀
嚼できているにすぎない。
　第Ⅱ部が照準するのは、人間が物質たる身体を介して物質
からなる世界を体験しつつ、そこに働きかけて、物質からなる
モノを生み出しているというプロセスである。人間は世界の外
側にいるわけではない。世界の中にいて、その世界を体験し、
働きかけている。しかしその具体的な体験の仕方、働きかけ
方となれば、多種多様・千差万別である。本書の論文が扱う
のは、①並の人間ならざる聖なる存在を表す物質的な像とい
うハイブリッドなモノにおける「生きて動く」という事態、②人間
の身体や家屋という見えるモノと、それを動かしている見えな
いものとの相互作用のプロセス、③特定のモノと特定の人物
と特定の状況が重なり合う事態として捉えるしかないものを、
仮面というモノとして捉えてしまうことで捉えそこなうもの。
　第Ⅲ部が提起するのは、人間の住む世界が与件としての
物質世界とどのように絡みあうのかという問題である。そこで
はまた、第Ⅰ部と第Ⅱ部では議論の前提とされている物質性の
普遍性を棚上げにしてみたときに、現れてくる世界がどのよう
なものであるのか、人類学的に検討してみることをも試みる。
二論文がとりあげるのは、それぞれ①「住むこと」に先行して
世界は既に「建てられている」のか、「住むという営み」を通し
てはじめて世界は存在するのか、②科学のお墨付きを得た

「単貌的な世界」を実在する唯一の世界とみなすことで周辺
化されてしまう「世界の多貌性」あるいは「多貌的な世界」の
ほうが、生きている人間の目から見た世界としては普通なので
はないか、という論点である。
　あまりに多岐にわたるテーマが万華鏡のように繰り出されて
いるという印象をお持ちになるかもしれない。しかし逆説的だ
が、編者としては、もっと沢山の多様な事例が検討されてい
る、もっと万華鏡のような分厚い本になっていたら、本書が目
指すところが、読者により良く理解されるのではないかと思う。
というのは、「物質性の人類学」は、体系化された理論として
提示されるべきものというよりは、（これまで問われることのな
かった）多くの問いを提起する試みだからである。問いはでき
るだけ多彩であるほうが良い。
　共同研究を始めるときに、私はなかば冗談で「物質性の人
類学」の共通基盤として、五箇条の御誓文というものを提案し
てみた。その第四条は、「物質性」を固定した相ではなく「流
れ」（ｆlow）のなかで捉える、第五条は、ナノテクノロジーから
ダークマターまでを対象とする、というものである。前途遼遠な
プロジェクトにとって、本書は、まだほんの途中経過の報告に
すぎない。どこまで行けるかわからないが、とりあえずやるべき
仕事は山積している。
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　国立民族学博物館の共同研究として、2011年10月から
2015年3月まで3年半にわたって実施した「物質性の人類学

（物性・感覚性・存在論を焦点として）」（代表：古谷嘉章）の成
果として、このたび同成社から『「物質性」の人類学 ― 世界
は物質の流れの中にある』（古谷嘉章・関雄二・佐々木重洋　
共編）を上梓することができた。「デジタル情報こそがリアル」
といった風潮の中、物質としての書籍を出版することが著しく
困難になってしまっている状況の下、何とか物質化まで辿り着
くことができたのは僥倖と言うほかはない。
　本書についてここで紹介する理由は、いくつかある。まず共
同研究の期間は、ちょうど地球社会統合科学府を計画して設
置まで漕ぎつけた疾風怒濤の時期に重なっており、私の中で
は、両者は二卵性双生児のようなもので、「物質性の人類学」

（Anthropology of Materiality）は、本学府の理念「地球
的視野に立つ統合的な学際性」の具体的なイメージのひとつ
なのである。さらに、共同研究会のメンバー、そして本書の執
筆者は、文化人類学者だけでなく、考古学、美術史の専門家
から構成されているのだが、その一人は本学府の溝口教授
であるというのも、また別の重要な理由である。
　口上はこのくらいにして、本書の内容の紹介に移りたい。ま
ず共同研究の公募に応じたときの文章の一部を引いてみる。

「インターネットをはじめとするテクノロジーの革新による仮想
現実の蔓延の結果、人文社会科学の領域においても、人間

にとっての物質世界の重要性が急速に低下しているかに見
える。しかし、人間は依然として、（それぞれ特定の物性をもつ
生物や無生物、自然物や人工物から構成される）物質世界の
なかに存在し、その物質世界に物質たる身体の感覚を介して
物質的に関与する、それ自身徹頭徹尾、物質的存在でありつ
づけている。」それにも関わらず、「物質性」（mater ia l i ty）
は、文化人類学において、長きにわたって周縁化されてきたと
言わざるをえない。最初からそうだったわけではない。19世紀
の帝国主義まっただなかの欧米列強を舞台に、他文化（つま
り非ヨーロッパ文化）を対象として成立した人類学という学問
の草創期には、いわゆる「物質文化」（material culture）つ
まりモノ（object）の研究は、博物館を舞台に非常に盛んだっ
た。世界中から収集したモノが人類進化や文化伝播の物証
として研究され、展示されていたのである。しかし20世紀に
入って、人類学の関心が、主として社会構造や意味・象徴など
に向けられるようになっていくと、黴臭い博物館と結びついた

「モノ研究」は、時代遅れと見なされるようになった。ところが
近年、人類学のなかでモノが再び注目を浴びるようになってき
た。そうしたモノ研究の再興は、けっして一枚岩ではないが、
大別すると、一方に、モノが特定の文化（そして「価値の体
制」）を超えて移動し流通することをめぐる問題領域があり、
他方に、モノが人間とは峻別される受動的な客体であるだけ
でなく、人間と協働して、あるいは単独で、人間（person）と同
様の資格で社会関係に参与することをめぐる問題領域があ
る。しかしどちらの問題領域にせよ、光が当てられているのが
「モノ」というコンパクトな対象物であることに変わりはない。
　「物質性の人類学」は、そうしたモノ（object）のレベルにと
どまらずに、もっと広く物質（matter、material）ぜんたいを
視野に入れることを提唱している。つまり土器とか家とか機械
といったモノだけでなく、粘土や草木や鋼鉄や、さらには水や
空気も、対象に含めてみる。そのような視座からみると、いわゆ
るモノというのは、長い時間のなかで、物質が束の間まとって
いる姿であることがわかる。しかし、物質を文化人類学の対象
とするとは、何を探究することなのだろうと疑問をもつ人も少な
くないだろう。疑問が生じる理由は、常識的には、物質を対象
とする学問分野はいわゆる自然科学であって、文化という「図」

古　谷　嘉　章
（地球社会統合科学府）
（社会的多様性共存コース）

『「物質性」の人類学―世界は物質の流れの中にある』 にとって「地」にあたる物質世界は、文化人類学の守備範囲
外と考えるからだろう。まさにその「物質世界は自然科学にお
任せ」といった自己規制に風穴を開けようというのが、本書の
提案なのである。では、「物質性の人類学」は、具体的に何を
問うのか？　
　「物質性」という問題について私は、「物質性の人類学に向
けて」（『社会人類学年報』第36巻、2010）という論文で、「物
性」（phys ica l i ty）、「感覚性」（sensuos i ty）、「存在論」

（ontology）という３つの問題系に分けてみた。本書も基本的
にこの枠組みに沿って構成されている。まず編者である私が

「プロローグ：物質性を人類学する」で、東日本大震災や福
島第一原発での事故などにも言及しつつ、問題を提起してい
る。その後、「物性」の問題系を扱う第Ⅰ部では、「世界は人間
にとってどのような条件か」に照準した三論文（関雄二、溝口
孝司、松本直子）。「感覚性」の問題系を扱う第Ⅱ部では、「人
間は世界をどのように体験し、どのように働きかけるのか」を問
う三論文（秋山聰、鏡味治也、佐々木重洋）。「存在論」の問
題系を扱う第Ⅲ部では、「人間はどのような世界に住んでいる
のか」を焦点化する二論文（出口顕、古谷嘉章）。そして最後
に、編者の関雄二による「エピローグ：物質性の人類学の可
能性」で締めくくっている。限られたスペースのなかで個々の
論文について説明することは不可能なので、全体の流れを大
掴みに提示したい。（言い過ぎたり、言い足りなかったりする点
については、共著者各位の御寛恕を請いたい。）
　第Ⅰ部を構成するのは、それぞれアンデス文明形成期、弥
生時代から古墳時代、縄文時代を舞台に、世界の物質と物
質を材料に世界に生み出されたモノが、人間に対して「何をし
ているのか」を論ずる考古学の論文である。考古学とくに先史
考古学にとって、過去の生活を再現するために頼れるのは、
現存する物質であり、しかも可視的で可触的なモノが中心と
なる。そこでは、物質性は解明されるべき変数というより、推論
を裏付ける定数として扱われてきた。それゆえ考古学の中で
も、「物質性」が理論的問題として真正面から検討されるよう
になったのは、ごく近年である。そもそも私たち人間は、過去に
おいて、そして現在において、どのような物質的条件の制約と
可能性のなかで生活を営んでいるのか。そのことを考えると
き、ありきたりの物質がおなじみの物理法則にしたがって存在
する世界は、私たちにとって「あたりまえ」に見えるが、「奇蹟」
であることに驚かされる。つまり、水を逃さない大気に包まれた
惑星、地球という人類の（当面の）生活の場が、私たちの在り
方にとってどのような条件なのか。それが根本的な問いであ
る。その人間の生活・人生の舞台である物質世界について、
人類は長い歴史のなかのさまざまな体験を通して、莫大な知

を蓄積してきている。しかし現代科学はまだそのごく一部を咀
嚼できているにすぎない。
　第Ⅱ部が照準するのは、人間が物質たる身体を介して物質
からなる世界を体験しつつ、そこに働きかけて、物質からなる
モノを生み出しているというプロセスである。人間は世界の外
側にいるわけではない。世界の中にいて、その世界を体験し、
働きかけている。しかしその具体的な体験の仕方、働きかけ
方となれば、多種多様・千差万別である。本書の論文が扱う
のは、①並の人間ならざる聖なる存在を表す物質的な像とい
うハイブリッドなモノにおける「生きて動く」という事態、②人間
の身体や家屋という見えるモノと、それを動かしている見えな
いものとの相互作用のプロセス、③特定のモノと特定の人物
と特定の状況が重なり合う事態として捉えるしかないものを、
仮面というモノとして捉えてしまうことで捉えそこなうもの。
　第Ⅲ部が提起するのは、人間の住む世界が与件としての
物質世界とどのように絡みあうのかという問題である。そこで
はまた、第Ⅰ部と第Ⅱ部では議論の前提とされている物質性の
普遍性を棚上げにしてみたときに、現れてくる世界がどのよう
なものであるのか、人類学的に検討してみることをも試みる。
二論文がとりあげるのは、それぞれ①「住むこと」に先行して
世界は既に「建てられている」のか、「住むという営み」を通し
てはじめて世界は存在するのか、②科学のお墨付きを得た

「単貌的な世界」を実在する唯一の世界とみなすことで周辺
化されてしまう「世界の多貌性」あるいは「多貌的な世界」の
ほうが、生きている人間の目から見た世界としては普通なので
はないか、という論点である。
　あまりに多岐にわたるテーマが万華鏡のように繰り出されて
いるという印象をお持ちになるかもしれない。しかし逆説的だ
が、編者としては、もっと沢山の多様な事例が検討されてい
る、もっと万華鏡のような分厚い本になっていたら、本書が目
指すところが、読者により良く理解されるのではないかと思う。
というのは、「物質性の人類学」は、体系化された理論として
提示されるべきものというよりは、（これまで問われることのな
かった）多くの問いを提起する試みだからである。問いはでき
るだけ多彩であるほうが良い。
　共同研究を始めるときに、私はなかば冗談で「物質性の人
類学」の共通基盤として、五箇条の御誓文というものを提案し
てみた。その第四条は、「物質性」を固定した相ではなく「流
れ」（ｆlow）のなかで捉える、第五条は、ナノテクノロジーから
ダークマターまでを対象とする、というものである。前途遼遠な
プロジェクトにとって、本書は、まだほんの途中経過の報告に
すぎない。どこまで行けるかわからないが、とりあえずやるべき
仕事は山積している。
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フューチャーアジア・プログラム生による司会進行

主催者挨拶（松永典子教授）

講演会（パースック・ポンパイチット氏、クリス・ベーカー氏）

３大学５プログラムから集まった参加学生
選挙をテーマとしたセミナー（記者会見形式の発表会）

第四回フューチャーアジア創生フォーラム
開催報告

　フューチャーアジア・プログラムでは今年で第四回目となるフ
ューチャーアジア創生フォーラムを2017年3月10日から13日に
かけて福岡市、太宰府市、熊本市にて開催しました。
　今年度はフューチャーアジア・プログラム生と他大学および
学内の他のリーディングプログラム生による合同開催フォーラ
ムとし、“The World in 2017 Viewed from Southeast 
As i a”と題した講演会の開催や、「選挙」をテーマとしたロール
プレイング形式のセミナーの実施を通して、多様なバックグラウ
ンドをもつ学生が英語によるプレゼンテーションとディスカッショ
ンを行うことにより、参加学生の知識・スキルの向上に加えて異
文化理解やネットワーク形成を促進しました。また、2016年4月
に発生した地震の被害を受けた熊本市を訪問し、被災地の
外国人を対象とした支援や地方政治・地域振興のあり方など
について貴重な講演を聴く機会を得ました。
　初日の講演会はフューチャーアジア・プログラムのプログラム

生が司会進行を務め、プログラムコーディネーターの松永典
子教授による主催者挨拶をもって4日間にわたるフォーラムの
開始となりました。

　講演会では“The World in 2017 Viewed from Southeast 
Asia”と題して歴史学者のクリス・ベーカー氏と経済学者でタ
イのチュラロンコーン大学教授であるパースック・ポンパイチッ
ト氏による講演が行われ、アメリカの大統領選挙の結果なども
踏まえた最新の世界情勢についてお話をして頂きました。講演
後、参加学生はグループに分かれ、チームビルディングを兼ねて
夕食を取りつつ、次の会場である太宰府市に移動しました。

　2日目は朝からグループに分かれ、午前中は午後からのセミ
ナーの事前準備とチームビルディングを目的とした太宰府市
内散策を行い、午後からは「選挙」をテーマとしたロールプレ
イング形式のセミナーを開始しました。
　セミナーでは学生達は「政権幹部」「野党関係者」「裁判
所」「安全保障アドバイザー」「市民社会組織」「国際開発機
関」「ビジネス部門」の７つのグループに分かれて架空の「ドリ
アン共和国」における選挙の投票年齢を引き下げることを目
的とした選挙制度改革について、それぞれの立場から記者
会見形式の意見表明とそれに対する討論を行いました。

　3日目の午後は熊本市に移動して熊本市国際交流会館を
訪問し、熊本市国際交流振興事業団の八木浩光事務局長よ
り、2016年4月に発生した熊本地震に際して被災した外国人
の人々に対してどのような支援がなされたのか、実際の経験
に基づいたお話をして頂きました。

　 4日目は熊 本 県 庁を訪 問し、蒲 島 郁 夫 熊 本 県 知 事より
“Finding a Dream in Adversity”と題した講演を実施し
て頂き、蒲島知事のこれまでの人生経験や熊本県のマスコッ
トキャラクターである「くまモン」を活用した地域振興の成功例
を通して、今後どのようにすれば人生の目標を達成することが
できるのかについて示唆に富んだお話をして頂きました。また、
講演中の会場にくまモンが登場するなど、嬉しいサプライズも
ありました。

　今回のフォーラムには以下の５つのリーディングプログラムよ
り計47名の学生が参加し、多様なバックグラウンドを持つ学生
達が英語によるディスカッションや交流の機会を得ることがで
きる大変貴重な機会となりました。

＜参加したリーディングプログラム＞
●フューチャーアジア創生を先導する統合学際型リーダー
　プログラム（九州大学）
●持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム
　（九州大学）
●グリーンアジア国際戦略プログラム（九州大学）
●Global Governance Program （G-cube）
　（政策研究大学院大学）
●たおやかで平和な共生社会創生プログラム（広島大学）

選挙をテーマとしたセミナー（グループディスカッション）

熊本市国際交流会館訪問（八木浩光事務局長）
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外国人を対象とした支援や地方政治・地域振興のあり方など
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の人々に対してどのような支援がなされたのか、実際の経験
に基づいたお話をして頂きました。
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第2部のディスカッション風景

2015年8月に開催された合同ワークショップのチラシ

　

　また、中央研究院への訪問と講義を通して、台湾の民族及
び歴史の発展、社会文化についての理解も深めました。さら
に、台湾の実生活を把握するために、ナイトマーケットへの散
策を通じて、台湾人の生活実態と街の雰囲気を感じました。
最終日は、各自で事前に設定したテーマに基づいて研修を行
いました。

　今回の研修を通じて、初めて台湾の社会文化、台湾人の
生活実態を体験することができました。さらに実際の現地調
査を通じて、多様な文化を身につけたと同時に、客観的な視
点から分析する研究能力を伸ばすことができました。これから
の研究に対して知識だけではなく、現地調査も大切な一助に
なることを実感しました。

 アジアフィールド研修オリエンテーション合宿
（台湾）報告

　平成29年3月22日～3月25日の期間にわたって台湾へのフ
ィールド研修オリエンテーション合宿に参加しました。今回の研
修は台湾の政治・歴史・文化・風習・民族・動植物などについて
実感することを目的にしていました。
　研修の初日は、国立台湾博物館を訪問いたしました。日本
植民地時代の「台湾総督府博物館」から今日の「国立台湾
博物館」に至るまで、台湾の歴史、自然、人文、地質、動物、植
物などについて記録を残してきた博物館において人類学、地
学、動物学、植物学など様々な分野から勉強をすることがで
き、貴重な体験となりました。
　二日目と三日目は台北市立動物園、九份、烏来を見学する
ことにより、台湾の気候・動植物の独自性、日本統治下の街並
の特徴、少数民族の生活風習などを実感しました。今までの
台湾に対する印象とは違い、一番感心したことは現地に行く
ことでしか学ぶことができない、リアルな原住民族の文化でし
た。

国立台湾博物館訪問

台北市立動物園見学

董 　 欣
（フューチャーアジアプログラム１期生）

（博士後期課程２年）

九份（日本統治下の街並）見学

烏来（タイヤル族居住地）見学
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グローバル化時代の感染症問題

近代と宗教

プロパガンダと宣伝

＜アジア／日本＞をめぐる＜文化／研究＞

フューチャーアジア創生を先導する
統合学際型リーダープログラム
平成28年度後期授業報告

　本プログラムは、産学官民の連携による、地球社会的視野
に立つアジア・イノベーション人材の育成を目的とする博士課
程教育プログラムです。
　平成28年度の後期はプログラム三期生を対象としたプログ
ラム授業である「フューチャーアジア研究Ⅰ」と「フューチャーア
ジア連携プロジェクトⅠ」を開講しました。以下に後期に実施し
た授業について紹介します。

グローバル化時代の感染症問題
　東北大学大学院医学系研究科の押谷仁教授を講師に招
き、公開講演会「グローバル化時代の感染症問題－その現状
と課題－」を開催しました。
　講演ではまず、エボラ出血熱、MERS、SARS、鳥インフル
エンザといった新興感染症の概略とグローバル化に伴うそれ
らの世界規模の伝播リスクの増大について説明がありまし
た。その後、押谷教授がWHO西太平洋事務局の感染症地
域アドバイザーとして実際に対策にあたった2003年のSARS

の世界規模の流行や、2014年に西アフリカで発生したエボラ
ウイルスの大流行に関して、その拡散の要因や対策について
お話を頂いた後、日本における感染症のリスクやその対応に
おける国内の体制について現状の紹介がなされました。

近代と宗教
　地球社会統合科学府の長谷千代子准教授を講師として、
3日間にわたり近代科学論についての講義を行いました。
　授業ではモリス・バーマンの著作である「デカルトからベイト
ソンへ―世界の再魔術化」をテキストとして、学術文献を熟読
し、その内容を読み解くための方法を実践を通して身につけ
るとともに、近代の科学革命により人間の意識がいかに変わっ
てきたのかについて学びを深めました。

プロパガンダと宣伝
　地球社会統合科学府の鬼丸武士准教授を講師として、プ
ロパガンダと宣伝についての講義を行いました。
　授業ではアドルフ・ヒトラーの「わが闘争」および鈴木敏夫
氏の「ジブリの仲間たち」を参考図書として、「戦争」と「映画」
という全く異なる分野において、両者がより多くの人々を動因
するという目的のために利用したプロパガンダの拡散や宣伝・
広報の手法について、時代背景を踏まえた共通点と相違点
について考察を行いながら理解を深めました。

＜アジア／日本＞をめぐる＜文化／研究＞
　地球社会統合科学府の波潟剛准教授を中心として、地球
社会統合科学府・香港中文大学日本研究学科合同学術交
流会「＜アジア／日本＞をめぐる＜文化／研究＞」を開催しま
した。
　学術交流会では学生による合同ワークショップにおいて6名
のプログラム生が日本語または英語による研究発表を行い、
香港中文大学の教員・学生との意見交換を行いました。また
シンポジウムでは香港中文大学の呉偉明教授、筑紫女学園
大学の大城房美教授、地球社会統合科学府の波潟剛准教
授が講演を行い、参加学生たちに「アジアをめぐる日本文化」
について最新の知見を伝えました。

ファシリテーション・調査インタビュー手法
　株式会社トライローグの平山猛氏を講師として、ファシリテ
ーションと調査インタビュー手法を身につけるための実践ワー
クショップを実施しました。
　授業は2日間にわたって行い、1日目はファシリテーションの
手法やファシリテーターの役割、およびフィールド調査における
インタビューの種類やフィールドワーカーの役割等に関して演
習を交えて学びました。その後、2日目の授業までに身近な先
輩を対象に仕事についてのインタビューを実施する課題が与
えられ、その結果について2日目の授業でそれぞれの学生によ
るプレゼンテーションを行いました。

国連ハビタット福岡本部訪問
　国連ハビタット福岡本部を訪問し、人間居住専門官のベル
ナルド・バートゥ氏より国際連合および国連ハビタットの活動に
ついての講義を行って頂きました。
　授業では国際連合全体の組織やシステム、およびその中に
おける国連ハビタットの位置づけやそのミッションについて説
明を頂いた後、バートゥ氏が実際に現地で携わったフィリピン
で発生した大型台風の被災地における支援活動について、映
像と実体験を交えた臨場感に溢れる講義を実施頂きました。

国際協力の理論と実践
　地球社会統合科学府の森裕介准教授を講師として、国際
協力の理論と実践についての講義を行いました。
　授業では森准教授が実際に現地で携わったイランにおけ
るアフガニスタン難民の支援プロジェクトを例として、実際に現
地で国際協力のプロジェクトを実践するにあたって必要となる
知識や準備、手続き、現地で予想される困難、現地の人々と
の関係作りなどについて、参加学生が実際に現地でプロジェ
クトを実施することを想定しながらシミュレーション形式で共に
考えることで理解を深めました。

伊都古墳めぐり
　地球社会統合科学府の田尻義了准教授を講師として、伊
都周辺に存在する古墳に関して歴史的背景を理解すること
を目的としたフィールド実習を実施しました。
　授業では伊都キャンパスおよび糸島市周辺に存在する伊
都国歴史資料館、平原歴史公園、志登支石墓、元岡G-6号
墳（伊都キャンパス南ゲート付近）などの歴史関連施設を訪
問し、身近に存在する弥生時代の伊都国にまつわる豊富な
歴史資源に触れることで、自分たちの通うキャンパスを取り囲む
環境について新しい視点から見直す貴重な機会となりました。

国際協力の概要・国際協力を図る視線
　JICAの吉田憲氏を講師として、国際協力の概要とJICA
の実施している発展途上国における国際開発協力の概要に
ついての講義を行いました。
　授業では、国際協力に対するイメージを明確にするため、
現在起こっている地球規模の課題や発展途上国の開発課
題、国際開発協力の様々なアクター等について説明があった
後、国際開発協力の目的やこれまでに実際に行われた課題に
対する解決方法について、参加学生と活発な意見交換を行
いながら理解を深めました。

演劇手法によるコミュニケーションワークショップ
　劇作家・演出家の平田オリザ氏を講師として招き、演劇手
法を通じてコミュニケーションのスキルを磨くことを目的としたワ
ークショップを開催しました。
　授業は九州大学西新プラザを会場として一般公開の形式
で行い、プログラム生を含めて学内外から大勢の参加者が集
いました。ワークショップ前半は参加者全員で身体を使ったエ
クササイズを行ったり、参加者がグループに分かれて実際に
対話劇を作成し、それを演じることを通して演劇手法を体験し
ました。後半は「対話を創出する」をテーマとして、人間らしい
ロボットの開発や認知症の治療など、演劇を通して得られた
知見が幅広く社会に応用されている実例について講演が行
われました。

ファシリテーション・調査インタビュー手法
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演劇手法によるコミュニケーションワークショップ
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　地球社会統合科学府の鬼丸武士准教授を講師として、プ
ロパガンダと宣伝についての講義を行いました。
　授業ではアドルフ・ヒトラーの「わが闘争」および鈴木敏夫
氏の「ジブリの仲間たち」を参考図書として、「戦争」と「映画」
という全く異なる分野において、両者がより多くの人々を動因
するという目的のために利用したプロパガンダの拡散や宣伝・
広報の手法について、時代背景を踏まえた共通点と相違点
について考察を行いながら理解を深めました。

＜アジア／日本＞をめぐる＜文化／研究＞
　地球社会統合科学府の波潟剛准教授を中心として、地球
社会統合科学府・香港中文大学日本研究学科合同学術交
流会「＜アジア／日本＞をめぐる＜文化／研究＞」を開催しま
した。
　学術交流会では学生による合同ワークショップにおいて6名
のプログラム生が日本語または英語による研究発表を行い、
香港中文大学の教員・学生との意見交換を行いました。また
シンポジウムでは香港中文大学の呉偉明教授、筑紫女学園
大学の大城房美教授、地球社会統合科学府の波潟剛准教
授が講演を行い、参加学生たちに「アジアをめぐる日本文化」
について最新の知見を伝えました。

ファシリテーション・調査インタビュー手法
　株式会社トライローグの平山猛氏を講師として、ファシリテ
ーションと調査インタビュー手法を身につけるための実践ワー
クショップを実施しました。
　授業は2日間にわたって行い、1日目はファシリテーションの
手法やファシリテーターの役割、およびフィールド調査における
インタビューの種類やフィールドワーカーの役割等に関して演
習を交えて学びました。その後、2日目の授業までに身近な先
輩を対象に仕事についてのインタビューを実施する課題が与
えられ、その結果について2日目の授業でそれぞれの学生によ
るプレゼンテーションを行いました。
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国連ハビタット福岡本部訪問
　国連ハビタット福岡本部を訪問し、人間居住専門官のベル
ナルド・バートゥ氏より国際連合および国連ハビタットの活動に
ついての講義を行って頂きました。
　授業では国際連合全体の組織やシステム、およびその中に
おける国連ハビタットの位置づけやそのミッションについて説
明を頂いた後、バートゥ氏が実際に現地で携わったフィリピン
で発生した大型台風の被災地における支援活動について、映
像と実体験を交えた臨場感に溢れる講義を実施頂きました。

国際協力の理論と実践
　地球社会統合科学府の森裕介准教授を講師として、国際
協力の理論と実践についての講義を行いました。
　授業では森准教授が実際に現地で携わったイランにおけ
るアフガニスタン難民の支援プロジェクトを例として、実際に現
地で国際協力のプロジェクトを実践するにあたって必要となる
知識や準備、手続き、現地で予想される困難、現地の人々と
の関係作りなどについて、参加学生が実際に現地でプロジェ
クトを実施することを想定しながらシミュレーション形式で共に
考えることで理解を深めました。

伊都古墳めぐり
　地球社会統合科学府の田尻義了准教授を講師として、伊
都周辺に存在する古墳に関して歴史的背景を理解すること
を目的としたフィールド実習を実施しました。
　授業では伊都キャンパスおよび糸島市周辺に存在する伊
都国歴史資料館、平原歴史公園、志登支石墓、元岡G-6号
墳（伊都キャンパス南ゲート付近）などの歴史関連施設を訪
問し、身近に存在する弥生時代の伊都国にまつわる豊富な
歴史資源に触れることで、自分たちの通うキャンパスを取り囲む
環境について新しい視点から見直す貴重な機会となりました。

国際協力の概要・国際協力を図る視線
　JICAの吉田憲氏を講師として、国際協力の概要とJICA
の実施している発展途上国における国際開発協力の概要に
ついての講義を行いました。
　授業では、国際協力に対するイメージを明確にするため、
現在起こっている地球規模の課題や発展途上国の開発課
題、国際開発協力の様々なアクター等について説明があった
後、国際開発協力の目的やこれまでに実際に行われた課題に
対する解決方法について、参加学生と活発な意見交換を行
いながら理解を深めました。

演劇手法によるコミュニケーションワークショップ
　劇作家・演出家の平田オリザ氏を講師として招き、演劇手
法を通じてコミュニケーションのスキルを磨くことを目的としたワ
ークショップを開催しました。
　授業は九州大学西新プラザを会場として一般公開の形式
で行い、プログラム生を含めて学内外から大勢の参加者が集
いました。ワークショップ前半は参加者全員で身体を使ったエ
クササイズを行ったり、参加者がグループに分かれて実際に
対話劇を作成し、それを演じることを通して演劇手法を体験し
ました。後半は「対話を創出する」をテーマとして、人間らしい
ロボットの開発や認知症の治療など、演劇を通して得られた
知見が幅広く社会に応用されている実例について講演が行
われました。

国際協力の理論と実践

講義名 開講日講師（敬称略）

グローバル化時代の感染症問題 2016/10/15押谷　仁（東北大学大学院医学系研究科）

近代と宗教 2016/10/27,
11/10,11/17長谷　千代子（地球社会統合科学府）

プロパガンダと宣伝 2016/11/24

2016/12/8,12/9

鬼丸　武士（地球社会統合科学府）

<アジア/日本>をめぐる<文化/研究> 波潟　剛・呉　偉明
（地球社会統合科学府・香港中文大学日本研究学科）

国際協力の理論と実践 2017/1/26森　裕介（地球社会統合科学府）

【フューチャーアジア研究Ⅰ】

【平成28年度後期フューチャーアジア・プログラム授業】

講義名 開講日講師（敬称略）

ファシリテーション・調査インタビュー手法 2016/12/15,
12/22平山　猛（株式会社トライローグ）

国連ハビタット福岡本部訪問 2017/1/19ベルナルド・バートゥ（国連ハビタット福岡本部）

伊都古墳めぐり 2017/1/28

2017/2/16

田尻　義了（地球社会統合科学府）

国際協力の概要・国際協力を図る視線 吉田　憲（国際協力機構(JICA)）

演劇手法によるコミュニケーションワークショップ 2017/2/19平田　オリザ（劇作家・演出家）

【フューチャーアジア連携プロジェクトⅠ】

○ ○ ○ リーディングプログラムレポート
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グローバル化時代の感染症問題

近代と宗教

プロパガンダと宣伝

＜アジア／日本＞をめぐる＜文化／研究＞

フューチャーアジア創生を先導する
統合学際型リーダープログラム
平成28年度後期授業報告

　本プログラムは、産学官民の連携による、地球社会的視野
に立つアジア・イノベーション人材の育成を目的とする博士課
程教育プログラムです。
　平成28年度の後期はプログラム三期生を対象としたプログ
ラム授業である「フューチャーアジア研究Ⅰ」と「フューチャーア
ジア連携プロジェクトⅠ」を開講しました。以下に後期に実施し
た授業について紹介します。

グローバル化時代の感染症問題
　東北大学大学院医学系研究科の押谷仁教授を講師に招
き、公開講演会「グローバル化時代の感染症問題－その現状
と課題－」を開催しました。
　講演ではまず、エボラ出血熱、MERS、SARS、鳥インフル
エンザといった新興感染症の概略とグローバル化に伴うそれ
らの世界規模の伝播リスクの増大について説明がありまし
た。その後、押谷教授がWHO西太平洋事務局の感染症地
域アドバイザーとして実際に対策にあたった2003年のSARS

の世界規模の流行や、2014年に西アフリカで発生したエボラ
ウイルスの大流行に関して、その拡散の要因や対策について
お話を頂いた後、日本における感染症のリスクやその対応に
おける国内の体制について現状の紹介がなされました。

近代と宗教
　地球社会統合科学府の長谷千代子准教授を講師として、
3日間にわたり近代科学論についての講義を行いました。
　授業ではモリス・バーマンの著作である「デカルトからベイト
ソンへ―世界の再魔術化」をテキストとして、学術文献を熟読
し、その内容を読み解くための方法を実践を通して身につけ
るとともに、近代の科学革命により人間の意識がいかに変わっ
てきたのかについて学びを深めました。

プロパガンダと宣伝
　地球社会統合科学府の鬼丸武士准教授を講師として、プ
ロパガンダと宣伝についての講義を行いました。
　授業ではアドルフ・ヒトラーの「わが闘争」および鈴木敏夫
氏の「ジブリの仲間たち」を参考図書として、「戦争」と「映画」
という全く異なる分野において、両者がより多くの人々を動因
するという目的のために利用したプロパガンダの拡散や宣伝・
広報の手法について、時代背景を踏まえた共通点と相違点
について考察を行いながら理解を深めました。

＜アジア／日本＞をめぐる＜文化／研究＞
　地球社会統合科学府の波潟剛准教授を中心として、地球
社会統合科学府・香港中文大学日本研究学科合同学術交
流会「＜アジア／日本＞をめぐる＜文化／研究＞」を開催しま
した。
　学術交流会では学生による合同ワークショップにおいて6名
のプログラム生が日本語または英語による研究発表を行い、
香港中文大学の教員・学生との意見交換を行いました。また
シンポジウムでは香港中文大学の呉偉明教授、筑紫女学園
大学の大城房美教授、地球社会統合科学府の波潟剛准教
授が講演を行い、参加学生たちに「アジアをめぐる日本文化」
について最新の知見を伝えました。

ファシリテーション・調査インタビュー手法
　株式会社トライローグの平山猛氏を講師として、ファシリテ
ーションと調査インタビュー手法を身につけるための実践ワー
クショップを実施しました。
　授業は2日間にわたって行い、1日目はファシリテーションの
手法やファシリテーターの役割、およびフィールド調査における
インタビューの種類やフィールドワーカーの役割等に関して演
習を交えて学びました。その後、2日目の授業までに身近な先
輩を対象に仕事についてのインタビューを実施する課題が与
えられ、その結果について2日目の授業でそれぞれの学生によ
るプレゼンテーションを行いました。

国連ハビタット福岡本部訪問
　国連ハビタット福岡本部を訪問し、人間居住専門官のベル
ナルド・バートゥ氏より国際連合および国連ハビタットの活動に
ついての講義を行って頂きました。
　授業では国際連合全体の組織やシステム、およびその中に
おける国連ハビタットの位置づけやそのミッションについて説
明を頂いた後、バートゥ氏が実際に現地で携わったフィリピン
で発生した大型台風の被災地における支援活動について、映
像と実体験を交えた臨場感に溢れる講義を実施頂きました。

国際協力の理論と実践
　地球社会統合科学府の森裕介准教授を講師として、国際
協力の理論と実践についての講義を行いました。
　授業では森准教授が実際に現地で携わったイランにおけ
るアフガニスタン難民の支援プロジェクトを例として、実際に現
地で国際協力のプロジェクトを実践するにあたって必要となる
知識や準備、手続き、現地で予想される困難、現地の人々と
の関係作りなどについて、参加学生が実際に現地でプロジェ
クトを実施することを想定しながらシミュレーション形式で共に
考えることで理解を深めました。

伊都古墳めぐり
　地球社会統合科学府の田尻義了准教授を講師として、伊
都周辺に存在する古墳に関して歴史的背景を理解すること
を目的としたフィールド実習を実施しました。
　授業では伊都キャンパスおよび糸島市周辺に存在する伊
都国歴史資料館、平原歴史公園、志登支石墓、元岡G-6号
墳（伊都キャンパス南ゲート付近）などの歴史関連施設を訪
問し、身近に存在する弥生時代の伊都国にまつわる豊富な
歴史資源に触れることで、自分たちの通うキャンパスを取り囲む
環境について新しい視点から見直す貴重な機会となりました。

国際協力の概要・国際協力を図る視線
　JICAの吉田憲氏を講師として、国際協力の概要とJICA
の実施している発展途上国における国際開発協力の概要に
ついての講義を行いました。
　授業では、国際協力に対するイメージを明確にするため、
現在起こっている地球規模の課題や発展途上国の開発課
題、国際開発協力の様々なアクター等について説明があった
後、国際開発協力の目的やこれまでに実際に行われた課題に
対する解決方法について、参加学生と活発な意見交換を行
いながら理解を深めました。

演劇手法によるコミュニケーションワークショップ
　劇作家・演出家の平田オリザ氏を講師として招き、演劇手
法を通じてコミュニケーションのスキルを磨くことを目的としたワ
ークショップを開催しました。
　授業は九州大学西新プラザを会場として一般公開の形式
で行い、プログラム生を含めて学内外から大勢の参加者が集
いました。ワークショップ前半は参加者全員で身体を使ったエ
クササイズを行ったり、参加者がグループに分かれて実際に
対話劇を作成し、それを演じることを通して演劇手法を体験し
ました。後半は「対話を創出する」をテーマとして、人間らしい
ロボットの開発や認知症の治療など、演劇を通して得られた
知見が幅広く社会に応用されている実例について講演が行
われました。

ファシリテーション・調査インタビュー手法
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L i  R u i
博士後期課程2年

　I am a student from Yanji, Jilin Province, China. 
After graduate from university, I came to Japan and 
started my master study in Kyushu University. I am 
currently a 2nd year doctoral student of Graduate 
School of Integrated Sciences for Global Society, 
Kyushu University. I always have interested in social 
inequality since I was an undergraduate student. 
My research is mainly related to gender inequality 
in mainland China. My current research focuses on 
family changes, analyzes low TFR (total fertility 
rate) and ageing from the perspective of gender. 
　I joined Future Asia Program when I became a 
Doctoral candidate. Future Asia Program offers all 

members all kinds of chances to join NGO and 
NPO activit ies , visit international department, 
take special classes and lectures, and work with 
scholars from other fields . This program also 
provides me an opportunity to organize my own 
forum, which is considered as a rare experience. I 
think this program not only helps me on my 
research but also teaches me many practical skills 
that would be useful in my future work.
　I plan to do field research in this summer in 
China. I want to find out what is happening there 
and based on the research result, I will start to 
write my doctoral dissertation.
 

【フューチャーアジア・プログラム第1期生】

董 　 欣
博士後期課程2年

　こんにちは。中国山西省出身の董欣です。私は日中友好の
架け橋になるという夢の実現のために、日本に留学後は様々
な国際親善活動と異文化交流活動に積極的に参加し、 外国
人リポーターとして、日本の文化、観光、産業などの海外への
発信も行っており、留学生アンバサダーとして、九州観光推進
協会が主催した「Visit Kyushu」支援事業や市役所での中
国文化の講演、日本国内の町づくり事例のブログを通じた中
国への発信など、日中文化の情報発信と交流を積極的に行っ
ています。また様々な地域活動にボランティアとして参加し、毎
年箱崎宮で巫女の仕事をするなど、日本人、日本文化との交
流に努めて来ました。
　修士課程では「九州大学地域政策デザイナー養成講座」
に参加し、外国人の視点から政策提言「多様な人材の九州
への定着を促す制度の実現」を産学官トップの方々へ行いま
した。博士課程では、国際親善活動と留学生支援を更に深め
るために異文化コミュニケーションに関する研究を行っていま

す。アジア各国の若者同士間の異文化コミュニケーションの中
で、特に若者言葉にフォーカスを当て、異なる文化背景を持つ
若者同士が語学力をアップさせコミュニケーション能力を高め
る上で、ネット動画やSNSと言ったICTツールがどのように活
用出来るのか、また実 際にメンバーが参 加して行うワーク
ショップなどでどのような交流プロセスが有効かを検証するこ
とを目的としております。
　アジアの未来を発展させ確固たるものにするためには、グ
ローバル視点でアジアを理解出来る人材の育成が急務であり、
その中で異文化コミュニケーション能力をアップさせるための
プロセスは特に重要です。異文化を理解するためには実際に
外国人の集まりや行事に参加、体験出来ることがポイントであ
り、そのための課題としては、若者言葉による相互交流の場の
不足、交流の場を適切に進めるファシリテーターの不足などが
挙げられます。
　そこで、本プログラムへの参加を通して、自分自身を磨きな
がら、アジアの未来に役立つ研究をうまく進めていきたいです。
これらの課題をICTツールの活用とワークショップの開催によ
り解決出来るようにすると共に、完成された能力アップのため
のプロセスを日本以外の国でも応用可能とするための多言語
化や若者以外の外国人なども視野に入れ、ICTツールとワー
クショップを活用した異文化コミュニケーション能力向上プロ
セスとして体系化していきたいです。
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演劇手法によるコミュニケーションワークショップ

伊都古墳めぐり国連ハビタット福岡本部訪問

国際協力の概要・国際協力を図る視線

　本プログラムは、産学官民の連携による、地球社会的視野
に立つアジア・イノベーション人材の育成を目的とする博士課
程教育プログラムです。
　平成28年度の後期はプログラム三期生を対象としたプログ
ラム授業である「フューチャーアジア研究Ⅰ」と「フューチャーア
ジア連携プロジェクトⅠ」を開講しました。以下に後期に実施し
た授業について紹介します。

グローバル化時代の感染症問題
　東北大学大学院医学系研究科の押谷仁教授を講師に招
き、公開講演会「グローバル化時代の感染症問題－その現状
と課題－」を開催しました。
　講演ではまず、エボラ出血熱、MERS、SARS、鳥インフル
エンザといった新興感染症の概略とグローバル化に伴うそれ
らの世界規模の伝播リスクの増大について説明がありまし
た。その後、押谷教授がWHO西太平洋事務局の感染症地
域アドバイザーとして実際に対策にあたった2003年のSARS

の世界規模の流行や、2014年に西アフリカで発生したエボラ
ウイルスの大流行に関して、その拡散の要因や対策について
お話を頂いた後、日本における感染症のリスクやその対応に
おける国内の体制について現状の紹介がなされました。

近代と宗教
　地球社会統合科学府の長谷千代子准教授を講師として、
3日間にわたり近代科学論についての講義を行いました。
　授業ではモリス・バーマンの著作である「デカルトからベイト
ソンへ―世界の再魔術化」をテキストとして、学術文献を熟読
し、その内容を読み解くための方法を実践を通して身につけ
るとともに、近代の科学革命により人間の意識がいかに変わっ
てきたのかについて学びを深めました。

プロパガンダと宣伝
　地球社会統合科学府の鬼丸武士准教授を講師として、プ
ロパガンダと宣伝についての講義を行いました。
　授業ではアドルフ・ヒトラーの「わが闘争」および鈴木敏夫
氏の「ジブリの仲間たち」を参考図書として、「戦争」と「映画」
という全く異なる分野において、両者がより多くの人々を動因
するという目的のために利用したプロパガンダの拡散や宣伝・
広報の手法について、時代背景を踏まえた共通点と相違点
について考察を行いながら理解を深めました。

＜アジア／日本＞をめぐる＜文化／研究＞
　地球社会統合科学府の波潟剛准教授を中心として、地球
社会統合科学府・香港中文大学日本研究学科合同学術交
流会「＜アジア／日本＞をめぐる＜文化／研究＞」を開催しま
した。
　学術交流会では学生による合同ワークショップにおいて6名
のプログラム生が日本語または英語による研究発表を行い、
香港中文大学の教員・学生との意見交換を行いました。また
シンポジウムでは香港中文大学の呉偉明教授、筑紫女学園
大学の大城房美教授、地球社会統合科学府の波潟剛准教
授が講演を行い、参加学生たちに「アジアをめぐる日本文化」
について最新の知見を伝えました。

ファシリテーション・調査インタビュー手法
　株式会社トライローグの平山猛氏を講師として、ファシリテ
ーションと調査インタビュー手法を身につけるための実践ワー
クショップを実施しました。
　授業は2日間にわたって行い、1日目はファシリテーションの
手法やファシリテーターの役割、およびフィールド調査における
インタビューの種類やフィールドワーカーの役割等に関して演
習を交えて学びました。その後、2日目の授業までに身近な先
輩を対象に仕事についてのインタビューを実施する課題が与
えられ、その結果について2日目の授業でそれぞれの学生によ
るプレゼンテーションを行いました。

17 18

国連ハビタット福岡本部訪問
　国連ハビタット福岡本部を訪問し、人間居住専門官のベル
ナルド・バートゥ氏より国際連合および国連ハビタットの活動に
ついての講義を行って頂きました。
　授業では国際連合全体の組織やシステム、およびその中に
おける国連ハビタットの位置づけやそのミッションについて説
明を頂いた後、バートゥ氏が実際に現地で携わったフィリピン
で発生した大型台風の被災地における支援活動について、映
像と実体験を交えた臨場感に溢れる講義を実施頂きました。

国際協力の理論と実践
　地球社会統合科学府の森裕介准教授を講師として、国際
協力の理論と実践についての講義を行いました。
　授業では森准教授が実際に現地で携わったイランにおけ
るアフガニスタン難民の支援プロジェクトを例として、実際に現
地で国際協力のプロジェクトを実践するにあたって必要となる
知識や準備、手続き、現地で予想される困難、現地の人々と
の関係作りなどについて、参加学生が実際に現地でプロジェ
クトを実施することを想定しながらシミュレーション形式で共に
考えることで理解を深めました。

伊都古墳めぐり
　地球社会統合科学府の田尻義了准教授を講師として、伊
都周辺に存在する古墳に関して歴史的背景を理解すること
を目的としたフィールド実習を実施しました。
　授業では伊都キャンパスおよび糸島市周辺に存在する伊
都国歴史資料館、平原歴史公園、志登支石墓、元岡G-6号
墳（伊都キャンパス南ゲート付近）などの歴史関連施設を訪
問し、身近に存在する弥生時代の伊都国にまつわる豊富な
歴史資源に触れることで、自分たちの通うキャンパスを取り囲む
環境について新しい視点から見直す貴重な機会となりました。

国際協力の概要・国際協力を図る視線
　JICAの吉田憲氏を講師として、国際協力の概要とJICA
の実施している発展途上国における国際開発協力の概要に
ついての講義を行いました。
　授業では、国際協力に対するイメージを明確にするため、
現在起こっている地球規模の課題や発展途上国の開発課
題、国際開発協力の様々なアクター等について説明があった
後、国際開発協力の目的やこれまでに実際に行われた課題に
対する解決方法について、参加学生と活発な意見交換を行
いながら理解を深めました。

演劇手法によるコミュニケーションワークショップ
　劇作家・演出家の平田オリザ氏を講師として招き、演劇手
法を通じてコミュニケーションのスキルを磨くことを目的としたワ
ークショップを開催しました。
　授業は九州大学西新プラザを会場として一般公開の形式
で行い、プログラム生を含めて学内外から大勢の参加者が集
いました。ワークショップ前半は参加者全員で身体を使ったエ
クササイズを行ったり、参加者がグループに分かれて実際に
対話劇を作成し、それを演じることを通して演劇手法を体験し
ました。後半は「対話を創出する」をテーマとして、人間らしい
ロボットの開発や認知症の治療など、演劇を通して得られた
知見が幅広く社会に応用されている実例について講演が行
われました。

国際協力の理論と実践

講義名 開講日講師（敬称略）

グローバル化時代の感染症問題 2016/10/15押谷　仁（東北大学大学院医学系研究科）

近代と宗教 2016/10/27,
11/10,11/17長谷　千代子（地球社会統合科学府）

プロパガンダと宣伝 2016/11/24

2016/12/8,12/9

鬼丸　武士（地球社会統合科学府）

<アジア/日本>をめぐる<文化/研究> 波潟　剛・呉　偉明
（地球社会統合科学府・香港中文大学日本研究学科）

国際協力の理論と実践 2017/1/26森　裕介（地球社会統合科学府）

【フューチャーアジア研究Ⅰ】

【平成28年度後期フューチャーアジア・プログラム授業】

講義名 開講日講師（敬称略）

ファシリテーション・調査インタビュー手法 2016/12/15,
12/22平山　猛（株式会社トライローグ）

国連ハビタット福岡本部訪問 2017/1/19ベルナルド・バートゥ（国連ハビタット福岡本部）

伊都古墳めぐり 2017/1/28

2017/2/16

田尻　義了（地球社会統合科学府）

国際協力の概要・国際協力を図る視線 吉田　憲（国際協力機構(JICA)）

演劇手法によるコミュニケーションワークショップ 2017/2/19平田　オリザ（劇作家・演出家）

【フューチャーアジア連携プロジェクトⅠ】
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董 　 欣
博士後期課程2年
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【フューチャーアジア・プログラム第3期生】

山口　祐香
国際協調・安全構築コース

修士課程2年

　私は「朝鮮通信使関連文化事業と日韓市民交流の展開」
をテーマに、朝鮮通信使にまつわる諸行事とそれに関わる日
韓の人々の活動や相互理解の発展について研究しています。
　大学院入学後は、対馬の朝鮮通信使縁地連絡協議会（縁
地連）を始め、毎年5月に釜山で開かれる朝鮮通信使祭りに
スタッフとして参加させていただくなど、調査対象の中に飛び
込む形でフィールド調査を展開しています。特にプログラム生
になってから、研究費を用いて頻繁に日韓を行き来し、韓国の
元外交官へのインタビューを実施したり、関連機関を訪ねて
資料収集したりするなど行っています。
　フューチャーアジアプログラムでは外部講師の方々の講義
に加え、台湾や与那国島研修など普段では出来ない学びの

機会が与えられ、日韓のみならずより広いアジアや世界全体
の視野から改めて自分のフィールドを考える姿勢を身につける
ことが出来ました。印象的だったのは、与那国島の住民の方
から、自分の利益を求めるだけでなく、その地域を生かすため
責任ある研究をしてほしいという言葉を頂いたことで、今後地
域研究を行う者として、その地域の未来を共に見つめる覚悟
で臨まなければならないという思いを新たにしました。
 今後は日韓関係を更に研究しつつ、学内外でも様々な経験
を積み、学問と社会をまたぐ広いフィールドで九州と韓国の人
やモノ、情報を繋ぐコーディネーターの役割を果たせる人材と
なることを目標に努力していきたいと考えています。

陳　帥
言語・メディア・

コミュニケーションコース
修士課程2年

　中国天津出身の陳帥です。現在は言語・メディア・コミュニ
ケーションコースの修士２年生です。専攻は日本語教育です。
学部時代は日本語専攻でしたが、留学生として日本に来て、日
本に生活している外国人が言葉の壁があるため生活が不便
である現状に気づきました。自分の力で彼らを支えたいと思っ
て、大学院に進学し、地域住民のための地域日本語教育のあ
り方を探求することにしました。
　当プログラムに志望した理由は、アジアのことについて様々
な領域の専門家からの講義が受講できるだけではなく、実際
の特定の地域に現地調査する機会も与えてくれるからです。
まず、前期は体験授業に参加し、自分の専門領域とまったく異
なる領域の方々より多くのことを学ぶことができました。そのた
め、違う角度から自分の研究を改めて考え直すこともできまし

た。授業は少人数で行われるので、一人一人自分の意見を述
べるのに十分な時間を与えてくれます。また、同じ話題に関し
て、異なるバックグラウンドを持っている学生たちと意見を交わ
すのが一番楽しかったです。さらに、実際の現地調査をする
時に、理系の先生も同行するので、社会問題にしても自然科
学に関することにしても、その場で違う分野の先生たちの見
解を伺うことができるのが、なかなか得られない貴重な経験だ
と思います。
　これから、このプログラムを通じて、リーダーシップをはじめ自
分の能力を鍛える一方、自分の研究と関連する言語文化教
育の領域において将来のアジアの可能性を検討するのに力
を入れたいです。

 

【フューチャーアジア・プログラム第3期生】

陳　瑨琰
国際コース
修士課程2年

　My name is CHEN Jinyan, a second-year Master’s 
student majoring in applied linguistics, debate, 
and language education via the use of debate in 
foreign language.
　I received systematic training in Chinese-English 
translation and interpretation in my undergraduate 
study in China, through which I developed a strong 
interest in linguistics and the exquisiteness of 
languages. Therefore, I decided to come to Japan 
to pursue further study in related fields after 
graduation. Since I was a member of Chinese debate 
club in my undergraduate university which granted 
me opportunity to improve my public speaking and 
critical thinking skill , I integrated my interest, 
experience in conjunction with my working experience 

as an English teacher, and am currently focusing 
on language-related behaviour of non-native English 
speaker in academic debate. I have been actively 
participating in conferences and national debate 
tournaments with the aim of constructing a solid 
theoretical foundation as well as accumulating 
experiences and collecting first-hand data. 
　Looking back, my study at the Graduate School 
of Integrated Sciences for Global Society has been 
one of the most unforgettable experience in my life, 
and I would like to continue my study and research 
here as a member of Future Asia Program, harnessing 
the power of language to create a better future Asia.

　こんにちは、中国浙江省寧波市出身の傳嘉憶です。現在は、
国際協調・安全構築コースに所属し、イラク・クルドにおける市
民社会の現状、非伝統的国家社会の関係について研究して
おります。
　学部卒業後インドネシアのバリ島で二週間のボランティア活
動の中、私たちの目に見えないところでたくさんの人々がまだ貧
困や閉鎖の原因で苦しんでいることを実感しました。これをきっ
かけに、国際協力や国際NGOの活動に興味を持ってきて、い
つか自分もこの分野で貢献していきたいと思いました。そして、
日本の大学院に進学し、二期生の先輩たちからフューチャーア
ジア・プログラムの存在を知り、単純に豊富な授業内容と形式に
惹かれ、何回も体験授業に参加しました。学外の講師を招き、イ
ンタビューの方法やファシリテーションなど普段身につけない知
識を実践的に学ぶ機会となり、大変有意義な授業だと思ったの
で、本プログラムに正式に応募しました。

　未来のアジアのリーダーの育成を目標とする本プログラムで
は、リーダーシップをめぐる六つの力を全部身につけるのは難
しいですが、自分としては積極的にその目標に向かって、成長
していきたいと考えています。例えば、「伝える力」としては、
元々人の前で話すのは苦手だったのですが、プログラムが開
催した日中学生学術交流シンポジウムで大勢の人々の前で自
分の研究を発表することができて、本当に自分を成長させる
プラットフォームになりました。また、研究費用を活用し、カンボ
ジアでの社会実践活動を通じて、今のアジアの社会問題をど
のように解決するのかを考えるチャンスとなり、今後もプログラ
ム授業から学んだことを自分の研究やアジアに役に立てれば
と考えています。

傳　嘉憶
国際協調・安全構築コース

修士課程2年

リーディングプログラムレポート ○ ○ ○
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　2017年6月23日、香港中文大学比較日本学研究センターに
おいて、シンガポール、中国、台湾、そして日本から招待された
日本研究者の大学院生と、香港中文大学の大学院生による
学術交流集会、「亜洲主要大学日本研究博士生学術研討
会」が開催された。
　本学からはわたしとともに、趙蘂羅、張天琦、Hiro Mitsuo 
Hayashiの博士課程在籍の学生3名が参加した。この会参
加のきっかけとなっているのは、フューチャーアジアプログラム
でアドバイザリーボードにも参画していただいている呉偉明教
授である。昨年12月には、本学府と香港中文大学の日本研究
学科との合同で、研究集会「〈アジア/日本〉をめぐる〈文化/研
究〉」を開催し、その際にも、いつかは若手日本研究者による
研究集会を開催したいと言及されていた。今回、早速その企
画が実現し、香港中文大学大学院の日本研究学科科長であ
る呉偉明教授のご尽力で、本学府の院生も貴重な機会をい
ただいた。
　当日は、各地の博士課程の院生11名が、三部に分かれて
発表した。第一部は“New Developments in Postwar 
Japan”、第二部は「日本思想與世界」、第三部は「東亞互
動」となっていて、歴史学を軸にして、社会学や文学、外交、
思想、宗教といった幅広い議論が、8世紀から現代という大き
な視野の下に行われ、中国語・英語・日本語が入り混じる、教
員からしても非常に刺激的な内容であった。
　わたし自身はせっかくの機会ということで、基調講演として

「博士論文とは？大学教員とは？日本研究とは？」という題で話
をさせていただいた。内容の大半はふだんのゼミで話してい
ることの延長だが、「日本研究とは？」の部分に関して、地域研
究、あるいは外国語・外国文化の研究として日本研究に取り
組んでいる発表者の院生たちと、日本で日本研究に関わって
いる日本人研究者が今後どのように連携していくのか、どのよ
うな方法が考えられるのかといった問題提起を行い、はじめて
会う他大学の学生の意見を聞く新鮮な場となった。
　11名の発表すべてにコメントできるほど各専門領域に精通
しているわけではないので、そのうちの1本、比較的専門分野

に近かったシンガポール大学のAmethy Zihui Luさんにつ
いて言及しておこうと思う。彼女の発表タイトルは“Technolo-
gy in Movement”であった。概要としては、
1960年代以降の日本における「小演劇運動」に関して、俳優
の演技が重要視され、「テクノロジー」にはそれほど重きが置
かれてこなかった点に注目し、今後の演劇における「テクノロ
ジー」の可能性を指摘しようとするものである。
　まだ現地調査などが進んでいない段階なので、粗雑な部分
があることは否定できないが、目標としていることは非常に意
欲的であり、今後の活躍が期待されるとの印象を抱いた。ほ
かの発表も同様であり、研究者として早い時点からこうして学
術交流を継続的に進めていくことで、やがて広範でありながら
も効果的に機能する研究ネットワークとなっていくだろうと思っ
たし、うらやましくも感じた次第である。

波 潟    剛（比較社会文化研究院・文化空間部門） 

趙   蘂羅（地球社会統合科学府、言語・メディア・コミュニケーションコース） 

　後半は趙より、発表者の一人として報告をおこないたい。今
わたしの手元にある当日の発表資料をめくってみると、英語の
論文が3本、中国語が5本、日本語が3本ある。そのうち発表と
質疑応答をすべて日本語で行ったのはわたししかおらず、他
の発表者はみな英語か、中国語と英語か、日本語と中国語で
対応した。発表者の面々を見ても「日本生まれ日本育ち」の人
は一人もおらず、日本で留学しているかまたは海外の日本研
究関連学科に所属している人ばかりで、自分の研究成果を英
語や中国語で発表しようとする人が多かった。若手日本研究
者の集まりで「日本生まれ日本育ち」の人が一人もおらず、使
用言語としては日本語がマイナーで、3カ国語が通訳なしで飛
び交うという状況はとても刺戟的であり、日本語だけで研究し
ようとしている自分の偏狭さを反省するきっかけとなった。日本
研究は世界各地でおこなわれており、その成果も各国の言語
で発表されていることだろう。そのすべての研究成果を把握
することはできないとしても、言語の差を理由にその存在自体
をないがしろにする態度も避けなければならない。世界各国
語でおこなわれている日本研究の成果とどのようにコミュニケ
ーションしていくか、日本研究であるからには日本語でコミュニ
ケーションしろという高圧的な態度でいいのか、反省させる時
間であった。
　以下、本学からの参加者による発表内容を、発表順にした
がってまとめておく。
　最初の発表者はHiro Mitsuo Hayashiさんで、発表タイト
ルは“The Post-War Economic Recovery of Hiroshi-
ma Amongst Minority Groups: The Economic Situa-
tion of in Fukushi-
ma-chō”であった。彼の発表は、戦後日本の飛躍的な経済成
長が被差別部落民被爆者にはどのように感じられていたかに
焦点を当てたものであった。被差別部落民被爆者の生活に
注目する発表であったため、発表後の質疑応答で、やはり当
事者とのインタビューが必要なのではないかという意見があっ
た。この意見に対して発表者は、彼らは「被差別部落民」と

「被爆者」という二重の差別を受けてきた人々であり、すでに
多くのインタビューと証言が文字として残されている中で再び
インタビューを行うことは、逆に彼らを傷つけることになる恐れ
があり、慎重に考えていきたいと述べた。残されている記録で
できるだけの調査を終えた後、不可欠だと判断した時、必要
最小限のインタビューを行うことになるだろうか。その必要最
小限がどこまでなのかを決めるのが悩みどころになるだろうと
思った。
　パンダ（本名、張天琦）さんの発表も調査対象とのコミュニ
ケーションで悩みを抱えているように思われた。発表タイトルは

“Cultivating Safe Space for Queer Students in Japa-

nese Universities”であり、日本国内の大学におけるクィア
学生の現状を知ることのできるとても有意味な発表であった。
彼はクィアクラブのクラブ規則やクラブメンバー、実際の活動
などに焦点を当て、クィアクラブが大学内でどのように機能し
ているかを分析しようとしており、そのため123クラブのうち75
人にアンケート調査のメールを送ったが、回答を得られたのは
7人に過ぎなかったという。研究のための有意味な数値を得る
ことも重要であるが、その数値が得られるまでお互い信頼を
築いていくことが最も重要な課題となるだろう。
　わたしの発表は研究会の最後の発表であった。発表タイト
ルは「「十五少年」の大日本帝国漂流記―佐藤紅緑の「少年
聯盟」を中心に」であり、1888年フランスで刊行された

というテクストが、1896年「十五少年」とい
うタイトルではじめて日本語訳されて以来、どのように変化して
いったかを分析するものであった。1896年から1945年までの
訳10種類の翻訳を比較し、1931年『少年倶楽部』で連載さ
れた佐藤紅緑の「少年聯盟」を、「十五少年」が帝国主義イ
デオロギー化していく先駆け的な作品として位置づけようとし
たものであり、質疑応答では佐藤紅緑という作家のイデオロギ
ーや他の作品、読者の反応などの質問があった。質問にはあ
る程度答えたと思うが、論文の中では説明していないため、改
稿の際、反映しようと思う。貴重なコメントをいただくことができ
た。
　今回の研究会は、発表と質疑応答それぞれ15分、時間厳
守で行われた。発表もみな充実であったが、15分の質疑応答
はどの発表もとても活発に行われ、時間が足りない時が多か
った。わたしだけではなく、今回発表した人々はみな、自分の
研究をより充実させることのできる貴重なコメントをたくさんい
ただいただろうと思う。日本語母国話者ではない、中国・台湾・
シンガポール・日本の、それぞれ異なる研究分野の博士課程
生が集まって交流するという機会はそう簡単には得られない
だろう。貴重な場を提供してくださった香港中文大の呉偉明
教授、及び運営に携わった関係者の皆さんに心より感謝申し
上げます。

香港中文大学比較日本学研究中心
「亜洲主要大学日本研究博士生学術研討会」

Sho-gekijo

Hisabetsu Burakumin Hibakusya
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おいて、シンガポール、中国、台湾、そして日本から招待された
日本研究者の大学院生と、香港中文大学の大学院生による
学術交流集会、「亜洲主要大学日本研究博士生学術研討
会」が開催された。
　本学からはわたしとともに、趙蘂羅、張天琦、Hiro Mitsuo 
Hayashiの博士課程在籍の学生3名が参加した。この会参
加のきっかけとなっているのは、フューチャーアジアプログラム
でアドバイザリーボードにも参画していただいている呉偉明教
授である。昨年12月には、本学府と香港中文大学の日本研究
学科との合同で、研究集会「〈アジア/日本〉をめぐる〈文化/研
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かれてこなかった点に注目し、今後の演劇における「テクノロ
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ーや他の作品、読者の反応などの質問があった。質問にはあ
る程度答えたと思うが、論文の中では説明していないため、改
稿の際、反映しようと思う。貴重なコメントをいただくことができ
た。
　今回の研究会は、発表と質疑応答それぞれ15分、時間厳
守で行われた。発表もみな充実であったが、15分の質疑応答
はどの発表もとても活発に行われ、時間が足りない時が多か
った。わたしだけではなく、今回発表した人々はみな、自分の
研究をより充実させることのできる貴重なコメントをたくさんい
ただいただろうと思う。日本語母国話者ではない、中国・台湾・
シンガポール・日本の、それぞれ異なる研究分野の博士課程
生が集まって交流するという機会はそう簡単には得られない
だろう。貴重な場を提供してくださった香港中文大の呉偉明
教授、及び運営に携わった関係者の皆さんに心より感謝申し
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　現在の日本においては、不景気や経済的個人主義にも裏
付けられる個人主義信奉が言説を中心として存在し、不況と
も相まつて大変にぎすぎすとした空気感が社会を覆つてゐる
が、抽象的な表現をするなら、「日本人の心」は一皮向けば

「昔」と変わらぬといふ実感を得ることができた。また、全九州・
全国から支援の手が寄せられたのも、熊本県民として大変に
喜ばしい出来事であつた。 
　このやうな日本 人 同 士の助け合いの背 景にあるのは、

「我々は日本人である」といふ同一性に裏付けられた連帯意
識であらう。この連帯意識を強化するのが音楽である。熊本
地震後は、東日本大震災の時と同じく、被災地を中心とした各
所で文部省唱歌《故郷》が盛んに合唱された。これは唱歌を
研究の主題としてゐる私にとつて嬉しい事であつた。
　このやうな場面でこの曲が歌はれるのは、歌詞の内容が場
面に相応しいといふこともあるが、今でも義務教育で必ず教
はる曲のため、日本人なら誰でもこれを歌へるといふことが大
きい。すなはち唱歌とは、日本人が連帯意識を高めるための
共通文化なのである。国民形成が課題とされた明治時代初
期、学校教育における唱歌（音楽科）が公共設備や経済政
策と並んで早い時期より整備されたが、それは唱歌のそのや
うな側面が期待されてのことであつた。 
　ともあれ、全国からの支援もあり、熊本におけるインフラを中
心とした生活復旧は思いの他、早く進んだ。今でも記憶してゐ
るが、地震発生から一月ほど後に、我が家のガスシステムを修
繕しに来てくれたのは、大阪のガス会社に所属してゐる作業
員の方であつた。聞けば、全国のインフラ関係者が、ボラン
ティアで熊本入りしてゐるとのこと。日本全国との繋がりを感じ
た出来事である。

 
　　　

　生活が復旧したおかげで、私も夏休み以降、集中して研究
に臨むことができた。夏休みは叔父の経営する介護施設でボ
ランティアに励みつつ、失はれた資料の再収集に努めた。私
の研究は明治期の唱歌教育における「翻訳唱歌」を中心とし
たものである。「翻訳唱歌」とは明治期の唱歌教育に多く見ら
れる唱歌楽曲の概念であり、《蛍の光》や《仰げば尊し》など、
西洋曲を原曲として、歌詞のみが日本語に作り変へられたも
のを言ふ。これの歌詞と原曲の歌詞を比較し、その差異から
国民形成に向けた当時の文部省の教育意図を導き出すとい
ふのが研究の肝であつたが、その分析を行ふためには原曲

（主として英米独の賛美歌や民謡や学校唱歌）の情報や資
料が欠かせなかつた。
　この分析の結果、大変興味深いことに、明治以降の西洋化
の文脈における「創られた伝統」とされてきた唱歌は、近世以
前のエスニックな要素を多く含んだものであるといふことがわ
かつた。例へば先にも例として挙げた《仰げば尊し》は、単純
に卒業に際しての級友との別れを惜しむ原曲歌詞に「師恩」
といふ江戸にも存在した儒教的教訓が後付けされてゐる。ま
た、平安より始まつた伝統である季語も唱歌歌詞では多用さ
れており、唱歌におけるナショナリズムの根源とは近世以前よ
り連続するものであつたと言へる。
　先生方に励まされながら平成廿八年後半を博士論文執筆
に費やした結果、平成廿九年元日に博士論文「明治期の唱
歌教育における翻訳唱歌と国民形成」の草稿を完成させるこ
とができた。入学当初の予定よりかなり遅れてしまつたが、出
来上がつた瞬間の達成感は忘れ難い。そこからはトントン拍
子に進み、同年三月の教授会で論文が受理され、四月頭に口
頭試問が行はれ、五月に博士号を取得することができたので
ある。　
　現在、私は特別研究者として、やはり日本の音楽文化と国
民形成の関連性を研究してゐるが、その根底には被災時に
垣間見た「日本人の心」を解き明かしたいといふ思いが在る。
昨年度は全く行ふことのできなかつた就職活動と同時並行の
ため、大変に忙しい日々ではあるが、普通に生活でき、研究で
きる環境に感謝するばかりである。
　最後になりましたが、在学期間を通じて研究の指導をして
下さり、博士論文の完成を辛抱強く待つて下さつた嶋田洋一
郎先生、副指導教員として様々な場面で示唆下さつた福元
圭太先生、松永典子先生、施光恒先生（施先生からは本稿
の執筆依頼も頂きました）に、この場を借りて、心より感謝の気
持ちをお伝へ致します。

　私は熊本大学教育学研究科修士課程を修了した後、平成
廿五年十月に九州大学比較社会文化学府博士後期課程に
入学し、博士課程在学期間を通じて熊本市の実家より伊都
地区へと通つてゐた。博士課程を通じた研究の主題は明治
時代の唱歌である。凡そ三年半の在学期間を通じて一番印
象に残つたことと言へば、やはり地震のことであらうか。本稿
では、その記憶を中心に博士論文執筆の背景を書きたい。
　平成廿八年に熊本地震で被災してから、早くも一年以上
が過ぎた。私は、其の日の夜も熊本の自宅に居り、震度七とい
ふ未曾有の大地震を経験した。 
　四月十四日の午後九時過ぎ頃、私はいつもより早めに自室
で床に就き、書物を読みながらうつらうつらとしてゐた。ふと傍
らに寝てゐた猫の騒ぎ声で覚醒すると、何やら寝台が揺れ本
棚より次々と書物が落ちてゐる。一瞬の後、これまで経験した
ことのない地震が起きてゐることに気づき、愛猫を庇つた。細
かな時間を覚へてないが、一分前後の事だつたのであらう。
揺れが静まり、その数瞬後に世話人教員の嶋田洋一郎先生
より無事を確認する電話を頂く。ここで初めて地震が震度七
であつたことを知つた。
　何しろ熊本といふ地は、かつてより地震に襲はれぬ土地と
言はれており、熊本地震は全県民にとつて青天の霹靂だつた
のである。ただし、この時点での被害は益城等、県の一部に
集約されてゐたため、復興は時間の問題と思はれた。我が家
の被害も書物や食器の散乱のみに留まつたため、私は家族ら
の無事をひとまず安堵し、翌十五日を家の片付けに費やした。
この日は同じやうに一応の無事を安堵し、片付けに明け暮れ
て過ごした県民が多かつたのではなからうか。 
　しかし震災は再び熊本を襲来する。十六日未明、更に威力
を増した揺れが県民の安堵を打ち砕ひた。就寝中であつた
私は激しい揺れによつて目を覚まし、布団を被つて頭上にある
戸棚からの落下物より頭をかばつた。この時、廿年前に読ん
だ阪神淡路大震災被災者の述懐が慥かに思ひ出された。す
なはち同じやうに布団を被つて落下物から身を守つたといふ
記述である。走馬灯とは、人間の脳が危機に際し、過去の記
憶より有益な情報を引き出す時に起こる現象と言はれるが、
強烈な体験であつた。

　ともかく、一分強程で揺れは収まつたのであらうが、部屋の
惨状は一日前とは比ぶべくもなかつた。あらゆる物が床に散
乱して壊れてゐる。この時、博士論文の資料や文章を保管し
てゐた愛用のコンピュータも壊れてしまつた。まさに悪夢の一
夜である。
 

 
　　　

　その後、両親らと共に家から避難し、二週間程の非難生活
を送つてゐただらうか。年度内に博士課程を修了するといふ
目標が潰れかけ、辛い時期であつた。この時期、嶋田先生に
お送りしたメールが残つているが、「熊本市も地震で完全に駄
目になり、私も博士課程に残れるかどうかわかりません」といふ
やうに弱気な内容である。日々を生きることに精一杯で、パソコ
ンも壊れ、研究を進めることなど出来はしなかつた。 
　しかしこの時期、私は素晴らしいものを目にすることができ
た。設置された避難所では、子供や若者が老人を助け、老人
は若者を気遣い、皆で励まし合う。常日頃の個人主義的・自己
中心的価値観を捨て、古来より育まれてきた関係主義的価値
観を回復し、互いに助け合つて生きる日本人の姿である。おそ
らく東日本大震災の報道でもよく使はれたこのフレーズではあ
るが、これを体感・体験できたのは私の人生にとつて大きな出
来事であつたと言へやう。私自身もこの時ばかりは普段の斜
に構へてゐた態度から一変し、奉仕活動に勤しんでゐたと記
憶してゐる。

佐　藤　慶　治
（比較社会文化研究院・特別研究者）

地震で被害を受けた自宅。本棚が倒れてゐる。

復旧が進んでゐる熊本城。天守閣の工事。

博士論文を書き終へて―地震と日本人の心―
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博士論文を書き終えて ○ ○ ○○ ○ ○ 博士論文を書き終えて

　現在の日本においては、不景気や経済的個人主義にも裏
付けられる個人主義信奉が言説を中心として存在し、不況と
も相まつて大変にぎすぎすとした空気感が社会を覆つてゐる
が、抽象的な表現をするなら、「日本人の心」は一皮向けば

「昔」と変わらぬといふ実感を得ることができた。また、全九州・
全国から支援の手が寄せられたのも、熊本県民として大変に
喜ばしい出来事であつた。 
　このやうな日本 人 同 士の助け合いの背 景にあるのは、

「我々は日本人である」といふ同一性に裏付けられた連帯意
識であらう。この連帯意識を強化するのが音楽である。熊本
地震後は、東日本大震災の時と同じく、被災地を中心とした各
所で文部省唱歌《故郷》が盛んに合唱された。これは唱歌を
研究の主題としてゐる私にとつて嬉しい事であつた。
　このやうな場面でこの曲が歌はれるのは、歌詞の内容が場
面に相応しいといふこともあるが、今でも義務教育で必ず教
はる曲のため、日本人なら誰でもこれを歌へるといふことが大
きい。すなはち唱歌とは、日本人が連帯意識を高めるための
共通文化なのである。国民形成が課題とされた明治時代初
期、学校教育における唱歌（音楽科）が公共設備や経済政
策と並んで早い時期より整備されたが、それは唱歌のそのや
うな側面が期待されてのことであつた。 
　ともあれ、全国からの支援もあり、熊本におけるインフラを中
心とした生活復旧は思いの他、早く進んだ。今でも記憶してゐ
るが、地震発生から一月ほど後に、我が家のガスシステムを修
繕しに来てくれたのは、大阪のガス会社に所属してゐる作業
員の方であつた。聞けば、全国のインフラ関係者が、ボラン
ティアで熊本入りしてゐるとのこと。日本全国との繋がりを感じ
た出来事である。

 
　　　

　生活が復旧したおかげで、私も夏休み以降、集中して研究
に臨むことができた。夏休みは叔父の経営する介護施設でボ
ランティアに励みつつ、失はれた資料の再収集に努めた。私
の研究は明治期の唱歌教育における「翻訳唱歌」を中心とし
たものである。「翻訳唱歌」とは明治期の唱歌教育に多く見ら
れる唱歌楽曲の概念であり、《蛍の光》や《仰げば尊し》など、
西洋曲を原曲として、歌詞のみが日本語に作り変へられたも
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の文脈における「創られた伝統」とされてきた唱歌は、近世以
前のエスニックな要素を多く含んだものであるといふことがわ
かつた。例へば先にも例として挙げた《仰げば尊し》は、単純
に卒業に際しての級友との別れを惜しむ原曲歌詞に「師恩」
といふ江戸にも存在した儒教的教訓が後付けされてゐる。ま
た、平安より始まつた伝統である季語も唱歌歌詞では多用さ
れており、唱歌におけるナショナリズムの根源とは近世以前よ
り連続するものであつたと言へる。
　先生方に励まされながら平成廿八年後半を博士論文執筆
に費やした結果、平成廿九年元日に博士論文「明治期の唱
歌教育における翻訳唱歌と国民形成」の草稿を完成させるこ
とができた。入学当初の予定よりかなり遅れてしまつたが、出
来上がつた瞬間の達成感は忘れ難い。そこからはトントン拍
子に進み、同年三月の教授会で論文が受理され、四月頭に口
頭試問が行はれ、五月に博士号を取得することができたので
ある。　
　現在、私は特別研究者として、やはり日本の音楽文化と国
民形成の関連性を研究してゐるが、その根底には被災時に
垣間見た「日本人の心」を解き明かしたいといふ思いが在る。
昨年度は全く行ふことのできなかつた就職活動と同時並行の
ため、大変に忙しい日々ではあるが、普通に生活でき、研究で
きる環境に感謝するばかりである。
　最後になりましたが、在学期間を通じて研究の指導をして
下さり、博士論文の完成を辛抱強く待つて下さつた嶋田洋一
郎先生、副指導教員として様々な場面で示唆下さつた福元
圭太先生、松永典子先生、施光恒先生（施先生からは本稿
の執筆依頼も頂きました）に、この場を借りて、心より感謝の気
持ちをお伝へ致します。

　私は熊本大学教育学研究科修士課程を修了した後、平成
廿五年十月に九州大学比較社会文化学府博士後期課程に
入学し、博士課程在学期間を通じて熊本市の実家より伊都
地区へと通つてゐた。博士課程を通じた研究の主題は明治
時代の唱歌である。凡そ三年半の在学期間を通じて一番印
象に残つたことと言へば、やはり地震のことであらうか。本稿
では、その記憶を中心に博士論文執筆の背景を書きたい。
　平成廿八年に熊本地震で被災してから、早くも一年以上
が過ぎた。私は、其の日の夜も熊本の自宅に居り、震度七とい
ふ未曾有の大地震を経験した。 
　四月十四日の午後九時過ぎ頃、私はいつもより早めに自室
で床に就き、書物を読みながらうつらうつらとしてゐた。ふと傍
らに寝てゐた猫の騒ぎ声で覚醒すると、何やら寝台が揺れ本
棚より次々と書物が落ちてゐる。一瞬の後、これまで経験した
ことのない地震が起きてゐることに気づき、愛猫を庇つた。細
かな時間を覚へてないが、一分前後の事だつたのであらう。
揺れが静まり、その数瞬後に世話人教員の嶋田洋一郎先生
より無事を確認する電話を頂く。ここで初めて地震が震度七
であつたことを知つた。
　何しろ熊本といふ地は、かつてより地震に襲はれぬ土地と
言はれており、熊本地震は全県民にとつて青天の霹靂だつた
のである。ただし、この時点での被害は益城等、県の一部に
集約されてゐたため、復興は時間の問題と思はれた。我が家
の被害も書物や食器の散乱のみに留まつたため、私は家族ら
の無事をひとまず安堵し、翌十五日を家の片付けに費やした。
この日は同じやうに一応の無事を安堵し、片付けに明け暮れ
て過ごした県民が多かつたのではなからうか。 
　しかし震災は再び熊本を襲来する。十六日未明、更に威力
を増した揺れが県民の安堵を打ち砕ひた。就寝中であつた
私は激しい揺れによつて目を覚まし、布団を被つて頭上にある
戸棚からの落下物より頭をかばつた。この時、廿年前に読ん
だ阪神淡路大震災被災者の述懐が慥かに思ひ出された。す
なはち同じやうに布団を被つて落下物から身を守つたといふ
記述である。走馬灯とは、人間の脳が危機に際し、過去の記
憶より有益な情報を引き出す時に起こる現象と言はれるが、
強烈な体験であつた。

　ともかく、一分強程で揺れは収まつたのであらうが、部屋の
惨状は一日前とは比ぶべくもなかつた。あらゆる物が床に散
乱して壊れてゐる。この時、博士論文の資料や文章を保管し
てゐた愛用のコンピュータも壊れてしまつた。まさに悪夢の一
夜である。
 

 
　　　

　その後、両親らと共に家から避難し、二週間程の非難生活
を送つてゐただらうか。年度内に博士課程を修了するといふ
目標が潰れかけ、辛い時期であつた。この時期、嶋田先生に
お送りしたメールが残つているが、「熊本市も地震で完全に駄
目になり、私も博士課程に残れるかどうかわかりません」といふ
やうに弱気な内容である。日々を生きることに精一杯で、パソコ
ンも壊れ、研究を進めることなど出来はしなかつた。 
　しかしこの時期、私は素晴らしいものを目にすることができ
た。設置された避難所では、子供や若者が老人を助け、老人
は若者を気遣い、皆で励まし合う。常日頃の個人主義的・自己
中心的価値観を捨て、古来より育まれてきた関係主義的価値
観を回復し、互いに助け合つて生きる日本人の姿である。おそ
らく東日本大震災の報道でもよく使はれたこのフレーズではあ
るが、これを体感・体験できたのは私の人生にとつて大きな出
来事であつたと言へやう。私自身もこの時ばかりは普段の斜
に構へてゐた態度から一変し、奉仕活動に勤しんでゐたと記
憶してゐる。

佐　藤　慶　治
（比較社会文化研究院・特別研究者）

地震で被害を受けた自宅。本棚が倒れてゐる。

復旧が進んでゐる熊本城。天守閣の工事。
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大学院データブック ○ ○ ○

授与番号 学位の種類

授与番号 専　攻学位の種類

授与年月日

授与年月日

博 　 士 　 論 　 文 　 名

博 　 士 　 論 　 文 　 名

（フリガナ）
氏　　    名

（フリガナ）
氏　　    名

キノ　　 　シタ  　　 コウ  　　 イチ

木 　 下 　 宏 　 一

ジョ　　　　　　　　　　　　　トウ

徐 　          涛

キン　　  　　　　　  テ　　　    シ

金 　 　 　 泰 　 植

コウ　　　 ノ　　　　 ア  キ  コ

河 　 野 　 亜 希 子

平成２８年度博士学位（課程博士）取得者及び論文題目一覧 （大学院地球社会統合科学府）

 アラ　　　イ　 　  カツ　　　ユキ

 ヨシ 　　ザワ　　　サト 　　  シ

 イワ　　　シタ 　　ショウ　 　コ

 カ  　 トウ        　　　　 リョウ

 シャ　　　　　　　　 エキ 　ヘイ

 ブッダボング 　　　　サイカム

リ           　　　　　　　　　　　ショウ

仇 　 　 　 文 　 俊

新 　 井 　 克 　 之

李　　　　　　祥

吉 　 澤 　 聡 　 史

謝　　　 益　平

岩 　 下 　 祥 　 子

加　藤　 　僚

キュウ　　　　　　　　ブン　　　シュン
中国におけるビジネス日本語教育に関する基礎
的研究
―教育の体系性と実用性を中心として―

オートポイエーシス概念に依拠した言語教育論
―青年海外協力隊と中米グアテマラの日本語教育を中心に―

艾軒学派と江湖派詩人の研究

比文博甲
第２７０号

比文博甲
第271号

比文博甲
第272号

比較社会
文　　化

比較社会
文　　化

学　　術

学　　術

比較社会
文　　化

２０１６年
１２月３１日

２０１７年
３月２４日

２０１７年
３月２４日

日本社会
文　　化

日本社会
文　　化

国際社会
文　　化

Taxonomic study of the subfamily 
Coenosiinae of Japan (Diptera:Muscidae)

（日本産ハナレメイエバエ亜科の分類学的研究
（双翅目：イエバエ科））

Study on the Physical, Chemical and Biological 
Properties of Water Treatment Residuals and 
Their Applicability to a Plant Growth Medium 

（浄化汚泥の物理的、化学的、微生物的性質とその植栽基
盤への適用性に関する研究）

比文博甲
第273号

理　　学 ２０１７年
３月２４日

日本社会
文　　化

比文博甲
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３月２４日
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Participatory REDD+ Readiness, Land Tenure 
and Rights of the Local Community in Lao PDR 

（ラオスにおける住民参加型でのREDD+の準備活動、
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２０１７年
３月31日
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諸相―沼波瓊音、三井甲之、久松潜一の学問と思想―

「書く」ための効果的な文法指導開発へ向けた基礎研究
―中等国語科教育における形式名詞「こと」の取り扱い
の観点から―

地球社会博甲
第2号

専　攻

地球社会
統合科学

地球社会
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２０１７年
３月２４日

マ　　　　ノ　　　　　　　　 ユタカ

眞 　 野 　 　 　 豊学　　術地球社会博甲
第5号 性の多様性を前提とした学校教育の開発地球社会

統合科学
２０１７年
３月２４日

２０１７年
３月２４日

平成２８年度博士学位（課程博士）取得者及び論文題目一覧 （大学院比較社会文化学府）

Boutthavong Saykham

授与番号 学位の種類 授与年月日博 　 士 　 論 　 文 　 名
（フリガナ）
氏　　    名

台頭する中国における東アジア共同体論の展開 
―戦略・理論・思想―

朴正煕政権におけるヘゲモニー構築と在日朝鮮人

キタ　　　ジマ　　　　ユ　 キ 　コ

北 　 島 　 由 紀 子 朝鮮神話に見る女神の原像

The -group of Japan - Phylogeny, 
systematics and evolution of mode of parasitism -

（Pimplinae, Ichneumonidae, Hymenoptera)
（日本産 属群（ヒラタヒメバチ亜科、ヒメバチ科、
ハチ目） ―系統・体系学および寄生様式の進化―)
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松 　 本 　 吏 樹 郎
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３月３１日

平成２８年度博士学位（論文博士）取得者及び論文題目一覧 （大学院比較社会文化学府）

チョウ　　　　　　　 ギョウ　　　ラン

張 　 　 　 暁 　 蘭学　　術
生活者としての外国人の地域社会への参加を促す
日本語学習支援に関する研究
―中国人結婚移住女性を事例として―

地球社会博甲
第3号

地球社会
統合科学

２０１７年
３月２４日

ナベ　　　 シマ　　　　ユウ　　　　キ

鍋 　 島 　 有 　 希学　　術
外国人社員の「職場における学習」と大学教育に関
する研究―日本企業の人材育成で起こるコンフリク
トに着目して―

地球社会博甲
第4号

地球社会
統合科学

２０１７年
３月２４日

Polysphincta

Polysphincta
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院長挨拶

新任挨拶

自著を語る

リーディングプログラムレポート

海外レポート

博士論文を書き終えて

大学院データブック

新入生をお迎えして

チベットと近代世界

地球内部のマントルを実際に見てみたい

学びの愉悦を共にしたい

ミクロな化石とグローバルな気候変動史

植生から自然と社会の関係を探る

『「物質性」の人類学―世界は物質の流れの中にある』

第四回フューチャーアジア創生フォーラム開催報告

アジアフィールド研修オリエンテーション合宿（台湾）報告

フューチャーアジア創生を先導する統合学際型リーダープログラム平成28年度後期授業報告

フューチャーアジアプログラム第1期生

フューチャーアジアプログラム第3期生

香港中文大学比較日本学研究中心「亜洲主要大学日本研究博士生学術研討会」

博士論文を書き終へて―地震と日本人の心―

…………………………………………………………………… 小山内　康人 …

……………………………………………………………………… 小林　亮介 …

……………………………………………… 仙田　量子 …

………………………………………………………………… 辻野　裕紀 …

………………………………………………… 林　辰弥 …

………………………………………………… 藤岡　悠一郎 …

………………………………… 古谷　嘉章 …

……………………………………………………

………………………………… 董　欣 …

……

…………………………………………… Li　Rui・董　欣 …

…………… 山口　祐香・陳　瑨琰・陳　帥・傳　嘉憶 …

…………………………………………… 波潟   剛・趙   蘂羅 …

……………………………………… 佐藤　慶治 …

…………………………………………………………………………………………………
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波潟　剛

　42号をお届けいたします。地球社会統合科学府が発足して4年目に入りましたが、新たに多くの先
生方をお迎えして、ますます多彩な顔ぶれになっています。また、フューチャーアジアプログラムをはじ
めとした様々なプロジェクトも、さらなる充実を目標として、日々取り組んでいます。各記事から、大学
院の多様なあり方が見えてくると思います。
　編集に当たり、執筆者、関係者の方々に多くの場面で協力していただきました。記して感謝申し上げ
ます。
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