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第一分科会 

 座長：杉村泰、橋本恵子  

 

順

番 
時  間 発表者 論文タイトル 所  属 

1 13:00～13:30 杉村泰 
<起点>を表す格助詞「を」と「から」の選択につ

いて―許容度と選択率― 
名古屋大学 

2 13:30～14:00 浦春艶 日本における中国語上級者話者の社会的構築 
明星大学大学

院生 

3 14:30～14:30 池田純 
反義依存性を示す語に関する考察―「やばい」を

例に― 

拓殖大学大学

院生   

4 14:30～15:00 楊  昕 

明治末期中国語教材に於ける受け身文について―

『註釋日清語學金針』と『京話萃先』を中心とし

て 

関西大学大学

院生 

※ 休憩（15：00―15：30） 

5 15:30～16:00 橋本恵子 
短期大学生による為政者の歴史的演説に対する印

象評価 

福岡工業大学

短期大学部 

6 16:00～16:30 楊 明 
文末型“是不是”構文の有標疑問用法について 

―その日本語訳との対照を兼ねて― 

九州大学大学

院生 

7 16:30～17:00 李成愛 

中国人日本語学習者の卒業論文における意見を述

べる文末表現の一考察―日本語母語話者との比較

を通じて― 

山東科技大学 

8 17:00～17:30    

 

※ 発表は質疑応答を含めてお一人 30分です。時間を厳守してください。 

※ 実際発表者数により発表時間の伸縮があり得ますが、その辺は座長に一任します。 

※ 発表は前半と後半に分けていますが、座長は交替でしていただきます。 

※ 分科会開始前に「座長報告書」を分科会ごとに配布しますので、座長は分科会終了後、実際 

の発表者数や簡単な発表状況を報告書に記入して、事務担当者に渡してください。 
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〈起点〉を表す格助詞「を」と「から」の選択について  

―許容度と選択率― 

名古屋大学 杉村泰 

１．研究生応募のメール 

  (1) 私は中国の○○大学から（→を）卒業した○○と申します。 

２．先行研究 

 三宅（1995）：意志的にコントロールされない移動の場合は、ヲ格を使うことができない。 

  (2) 太郎が部屋｛を/から｝出た。…意志 

  (3) 煙が煙突｛＊を/から｝出た。…無意志 

３．問題点 

 ①それでは(2)の「を」と「から」の違いは何か？ 

  「カラ格を用いた方がより起点を強調した表現となる」（三宅 1995:71） 

 ②それでは(4)はなぜ「から」が不自然なのか？ 

  (4) 彼は７時に家｛？を/から｝出て、大学に行った。…意志 

４．二種類の調査（各 33問） 

 ・許容度調査…各々日本語母語話者 34人に○×で答えてもらい、○の割合を出した。 

   （ ）彼は７時に家を出て、大学に行った。 

   （ ）彼は７時に家から出て、大学に行った。 

 ・選択率調査…日本語母語話者 34人に（ ）の中に「を」と「から」のどちらか一つを書いてもら

い、その割合を出した。 

    彼は７時に家（  ）出て、大学に行った。 

表１ 二者択一テストと○×テストの比較（％） （二者択一テストの「を」降順）  

アンケート項目（全 33問のうち上位 10問） 

二者択一 
（選択率） 

○× 
（許容度） 

を から を から 

01．彼は７時に家（  ）出て、大学に行った。 を から 97.1  61.8  

02．彼はアメリカの有名大学（  ）出た。 100.0  0.0  97.1  17.6  

14．名古屋行き特急が始発駅（  ）出た。 100.0  0.0  94.1  76.5  

19．彼は家（  ）出て、一人暮らしを始めた。 88.2  11.8  100.0  35.3  

13．彼は一晩泊まった女の家（  ）出た。 88.2  11.8  91.2  70.6  

09．彼は校門（  ）出て、まっすぐ家に帰った。 85.3  14.7  97.1 70.6 

24．彼は大学（  ）出て、まっすぐ家に帰った。 82.4 17.6 88.2  52.9  

31．彼は買い物が終わって店（  ）出た。 82.4  17.6  91.2  82.4  

05．彼は家（  ）出て、すぐに車にはねられた。 79.4  20.6  94.1  79.4  

22．彼はヤクザの○○組（  ）出た。 76.5  23.5  76.5  50.0  

【了】 
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日本における中国語上級話者の社会的構築 

―明星大学の日本人大学生を対象としたケーススタディ― 

 

明星大学大学院生 浦 春艶 

 

日本と中国の関係深まっていく、大学における中国語履修者の増加しつつある。中国語学習に

関する研究も増加している。しかし、これらの研究は教える側の立場から行なわれており、学習

者の立場から学習の段階の自己認識の変化についての研究は十分になれなかった。 

大学に入って初めて中国語に触れる者が多い。しかし、中国語履修学生の中には短期間で中国

語が高いレベルに達する例も多く見られる。本研究では、このように短期間で中国語上級話者に

なる学習者に注目し、学習者たちの社会的アイデンティティが構築される過程を分析する。 

本研究は短期間で上級話者になる学習者に注目し、学習者の学習の過程の中、学習者の自己認

識の変化や社会的構築を見るために、アイデンティティ、文化資産、自己投資などの概念を利用

して説明する。四つの面を見たいから、価値観や行動様式を深く掘り出したいと考え、調査方法

はインタビューにした。研究手法は質的研究で、インタビューは柔軟に進めていくため、回答者

が意識していない考えを引き出すのが目的なので、半構造化インタビューで調査を行った。 

研究参加者はサヲ、ミサ、タロ、タナ、アカの五人である。全員、大学に入る前は中国語に接

する機会がなくて、中国語の基礎がゼロであった。全部大学から中国語を始めて、二年目で中国

に一年間留学した、そして、三年目で五級、あるいは、六級を合格した。いまは、中国語勉強し

た四年目である。 

半構造インタビューによって、家庭環境、両親の海外への見方、及び性格、さらに家庭の影響

の面から文化資産を考察していく、そして、その上で学習者の社会的アイデンティティ、学習者

本人の将来の就職、将来仕事のイメージなどの面から「想像の共同体」を分析する。また、自分

持っている言語能力を社会の中にどれぐらいの価値が自覚しているかどうか確認のため、社会資

産を分析する。そして、ほかの言語の影響、周り環境の変化からの影響も含め、考察を行う。 

本研究は、初習者や高いレベルの中国語を目指す学習者、日本で中国語を教える教員が学習者

達の学習過程を理解し、上級レベルの学習者育成のヒントを得られることが期待される。 
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反義併存性を示す語に関する考察 

―「やばい」を例に― 

 

拓殖大学大学院生 池田純 

 

現代の日常語において、一つの語の中にプラス（ポジティブ）の意味とマイナス（ネガティブ）の

意味が同時に存在する語がみられる。例えば、「結構・適当・大丈夫・微妙・やばい」等の語が挙げら

れよう。これらの語は、現代の日常会話で比較的多用される傾向がみられる。 

『現代言語学辞典』“ambivalence《反意併存》”の項目によると、「一つの語の中に相反する二つの

意味が共存していること。」とあるが、この定義もふまえた上で、本発表では、上記の語等を「反義併

存性を示す語」としてとらえたい。 

ここで、典型例として、「やばい」という語についてみてみる。本来、「やばい」は隠語のカテゴリ

ーに属し、「危険なさま」「危険が自分の身に差し迫っている状態」という意味で使われていた。一方、

現代語（おおむね昭和後期から平成期）の「やばい」は、もはや隠語のカテゴリーを離れ一般化し、

現代の日常語で多用されるまでに至っている。 

近年、「やばい」は本来の「危険なこと」という意味で使われることがある反面、例えば、「この味

やばい（非常においしい）」といったような使い方もなされている。これは、感情面においてプラス（ポ

ジティブ）の方向に程度が高いといった文脈で使われているわけで、このような用法はむしろ増えつ

つあると考えられる。 

上述した「結構・適当・大丈夫・微妙・やばい」等の語について、現代日常語において比較的多用

される傾向があると述べたが、それはつまり日本語母語話者のみならず、第二言語として日本語を使

用する（学ぶ）人々にとっても日常で接する機会が多いということが当然示唆されるわけで、意思疎

通の上で誤解を生じさせる一つの要因ともなりうる。 

本発表では、上記の反義併存性を示す語の中から「やばい」という語を取り上げ、近代から現代に

かけての言語活動の流れにおいてどのような位置づけがなされ、どのような使われ方がなされてきた

のかという点に主眼をおいて、主要辞書の意味記述、新聞検索システム、インターネット、日本語教

科書等の情報を基に比較・考察を行うものとする。 
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明治末期中国語教材に於ける受け身文について 

―『註釋日清語學金針』と『京話萃選』を中心として― 

 

関西大学大学院生 楊昕 

 

明治時代に入り、日本における中国語教育は明治維新の影響の下、教師の採用、教材の編纂、教授

方法など一連のことが変わりつつある。とりわけ明治９年から、日本国内における中国語学習は北京

官話に移り変わった。その時から、中国からの教師も数多く受け入れるようになった。そして、当時

日本に渡航した中国人の教師は日本の学校で教鞭を執りながら、多種類の中国語教科書や学習書も著

した。その中で、長い間で使用し続けてきた教科書もあれば、刊行されてすぐなくなった教科書もあ

る。それらの教科書では、当時の社会、経済、文化などの面が反映された一方、当時の中国近代化の

過程における言語変化を研究する資料として挙げられるテキストも数多くある。そこで、本研究では、

日清戦争から日露戦争にかけて日本で使用されていた北京官話の教科書、会話書を対象に、特に『註

釋日清語學金針』（1905年）と『京話萃選』（1906年）を主として展開しようとする。それらのテキス

トに用いられた受け身文、すなわち、“被”構文の変遷と扱い方を考察したうえで、当時の中国語教材

が書かれた中国語の受け身文の動詞、文構造および文型の種類を分析する。そして、当時の中国語の

受け身文を考察すると、受け身文という文法概念は欧米人、日本人、中国人たちそれぞれどのように

受け入れたのか、どのように教えていたのか、現代中国語と比較すると相違点があるのかを明らかに

する。さらに、この考察を通じ、日本における中国語文法論の成立には日本語文法ないし西洋文法的

要素から影響を受けたかどうかも解明しようとする。要するに、本研究は、この時期の日本において

使用された中国語教材の考察を通し、中国語の受け身文の変化を追及しようと考えられる。 
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短期大学生による為政者の歴史的演説に対する印象評価 

 

福岡工業大学短期大学部  橋本恵子 

 

筆者はこれまで、日本人弁論者に対する印象評定を行い、プレゼンテーションに対する評価の観点

を明らかにすることを試みてきた。また、演説の神様とも称された人物である大隈重信の演説資料（音

声データ）を分析することで、聞き手にとって好ましいスピーチの要素を抽出するための基礎資料を

提示した。スピーチの質の向上を図る上で、スピーチに対する評価の議論は欠かせない。その際、ス

ピーチのどの要素を聴衆がいかに評価するのかを明らかにする必要がある。 

為政者によるパブリックスピーチの分析と評価は、政治的関心事の変化や、国家、政党、官僚等の

隠された意図を再確認する手段ともなり得るため、様々な観点から継続していく価値のあるテーマで

あると考えられるが、本演説の言語学的分析はこれまでなされてこなかったものである。 

本発表では、好ましいスピーチスタイルに関する参考資料の一つとして、為政者の歴史的演説に対する印

象評定を行い、プレゼンテーションやスピーチコミュニケーション教育の際の評価尺度を構築するための一助

とすることを試みるものである。 
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文末型”是不是”構文の有標疑問用法について 

―その日本語訳との対照を兼ねて― 

 

九州大学大学院生 楊明 

 

本研究では、コーパスにおける文末型”是不是”構文を対象とし、発話行為及び情報への心理的距

離という視点からその有標疑問用法について考察してみた。その結果、まず、森山（1989）と木村・

森山（1992）の「聞き手情報配慮非配慮理論」を援用し、話し手（S）・聞き手（H）の情報保持関係に

より、文末型”是不是“構文の意味用法を分類した。下位タイプとして「無標疑問」と「有標疑問」

に大別した。また、「無標疑問」とは「不確定情報で聞き手依存」である「命題質問」であり、「話し

手（S）が、聞き手（H）に、命題における不確定情報である事柄について質問する」用法であるとし

ている。「有標疑問」とは「確定情報で聞き手依存」と、「不確定情報で聞き手非依存」という二種類

に分けられた。さらに、「確定情報で聞き手依存」の場合では、「話し手（S）が、聞き手（H）に、聞

き手（H）領域依存のある情報に関する自分の推測の妥当性について確認する」用法を「推量確認」と

名付けた。「不確定情報で聞き手非依存」の場合では、「話し手（S）が、聞き手（H）に、自分と同様

な認識ができるという肯定的な見込みに立ち、それを共有するように同感を求めて勧誘する」用法を

「認識喚起」と名付け、「話し手（S）が、聞き手（H）に、通常の認識能力をもっていれば認識できて

当然という見込みに立ち、その認識を形成するように要請する」用法を「認識要請」と名付けた。最

後ではそれぞれの語用生成条件を考察した。 

 

キーワード：有標疑問 推量確認 認識喚起 認識要請 語用条件 
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中国人日本語学習者の卒業論文における意見を述べる文末表現の一考察 

－日本語母語話者との比較を通じて－ 

 

山東科技大学 李成愛 

 

レポートや論文で自分の意見や判断を述べる際、適切な箇所で適切な文末表現を使用することで、

事実と意見・判断の区別ができ、レポート・論文の論理性や客観性を高めることができる。しかし、

中国人日本語学習者の卒業論文をみると、適切な文末表現の使用が困難で、筆者の意見や判断を述べ

る際、次の（1）～（4）ように「と思う」を多用する現象が非常に目立つ。 

（1）その矛盾の核心は最初の自己と変わっている世界の間でどうやってバランスを取る 

かにあると思う。 

（2）初心と現実という矛盾を前にすれば、どう選択したらよいか、これは急務だと思う。 

（3）外界の束縛を除き、自分の性格の軟弱も悲劇の運命を招く要因だと思う。 

（4）日本基礎教育改革、特に、20世紀 90年代以来の日本基礎教育の改革を深く理解したり、分析

したりするのは現在、日本基礎教育の改革を研究するのに意味があると思う。 

中国人日本語学習者の「と思う」の多用現象について、今まで様々が研究が行われており、その中

には、高（2015）と永谷（2017）などがある。しかし、今までの研究は日本語学習者の意見文や作文

に集中しており、卒業論文を研究対象にしたものはまだ不十分である。 

そこで、本研究では中国人日本語学習者の卒業論文における意見を述べる文末表現に焦点を当てて、

中国人日本語学習者は意見を述べる際、どのような文末表現がよく使われており、文末表現の使用は

日本語母語話者とどう違うのか、どのように指導すればもっと効果的なのかなどの問題を巡って研究

を進めていきたい。 

分析データは、中国国内で日本語を専攻とする四年生の卒業論文 41部と日本語母語話者『日本語の

研究』に掲載された 41部の論文（2018年第 14巻 1号 8部、2018年第 14巻 2号 10部、2018年第 14

巻 3号 23部）である。 

本発表では、意見や判断を述べる際に多く用いられる文末形式「と思う」系（例：思う、思ってい

る、思われる、思われている）と「と考える」系（例：考える、考えている、考えられる、考えられ

ている）を考察対象とし、日本語母語話者との比較を通じて中国人日本語学習者の卒業論文における

文末形式の実態を明らかにすると同時に、中国人日本語学習者の卒業論文の指導にあたり、より有効

な指導案をまとめることを目指す。 
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第二分科会 

 座長： 李雄傑、徐瑛 

 

順

番 
時  間 発表者 論文タイトル 所  属 

1 13:00～13:30 李雄傑 日中韓における同形二字漢語「人気」の使用状況 延辺大学 

2 13:30～14:00 孫向宇 
味覚形容詞「甘い」のメタファーに関する考察 

―日中対照を通して― 

拓殖大学大学

院生 

3 14:30～14:30 張 鋭 
日中譲歩関係を表す接続表現の異動から考える日

本語教育への応用 
嶺南師範学院   

4 14:30～15:00 楊 馳 
近代二字漢語動詞の由来と定着―「遺伝」を例と

して― 

関西大学大学

院生 

※ 休憩（15：00―15：30） 

5 15:30～16:00 徐 瑛 
紹興市の観光スポットにおける外国語訳に関する

一考察―日本語訳を中心に― 

浙江越秀外国

語学院 

6 16:00～16:30 
朴天弘 

宋天鴻 

日本語の「はずだ」と中国語の「应该」の中心的

昨日からの対照研究 

帝京大学大学

院生 

関西外国語大

学大学院生 

7 16:30～17:00 張  琦 
談話に見られる感謝表現の日中対照分析：ストラ

テジーと機能を中心に 

九州大学大学

院生 

8 17:00～17:30    

 

※ 発表は質疑応答を含めてお一人 30分です。時間を厳守してください。 

※ 実際発表者数により発表時間の伸縮があり得ますが、その辺は座長に一任します。 

※ 発表は前半と後半に分けていますが、座長は交替でしていただきます。 

※ 分科会開始前に「座長報告書」を分科会ごとに配布しますので、座長は分科会終了後、実際 

の発表者数や簡単な発表状況を報告書に記入して、事務担当者に渡してください。 
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日中韓における同形二字漢語「人気」の使用現状 

 

延辺大学 李雄傑 

 

中国と日本は漢字を使用する共通点があるだけに、日中両言語の漢字における研究は活発に行なわ

れてきた。韓国においても同じ漢字圏に属され、漢字の韓国における影響は無視できないもので、漢

語は韓国語で欠かせない部分を占めている。日中同形二字漢語についても「同形異義語」と「同形類

義語」に分けて論じる研究や、日本語に由来する中国語に関する研究が多数見られる。しかし、その

語源と意味に関する研究が多く、意味分類と語源を探る研究を通した言語変遷の研究に止まっている

論文が多数である。筆者は日中同形二字漢語の相互影響と現代語における使用現状に注目し、中国語

を語源としながら日本語では新しい意味が持たされ、中国に逆輸入されて現代中国語で頻繁に使用さ

れる「人気」という漢語に対して、コーパスの具体例を取り上げて日中韓での使用現状を比較考察す

ることにした。考察方法としては、先行研究における日本語と中国語、韓国語での「人気」の意味を

まとめ、日本語のコーパスは『少納言』の資料を参考にし、中国語のコーパスは『北京大学中国語言

研究中心』の資料、韓国語のコーパスは『国立国語院言語情報ふれあいの場』のコーパスを参考して、

その使用状況を意味や語構成などで分類し、日中韓における使用現状を分析する。 

日本語の「人気」は中国語の「人气」に相応し、韓国語では「인기 (人氣)」と表記し、漢字の書き

方に差があるものの、学者によって同形語として認められ、同形二字漢語の関連研究で議論されてき

た。但し、その研究は意味分析や相互影響の関連研究がほとんどで、現代語のコーパスを利用した論

文や語構成に関する研究は見つからない。拙論では、コーパスを利用して日中韓の「人気」の用例を

抽出し、その意味と語構成分類を通して使用現状を分析し、日中韓における相互影響を考察した。 

その結果、日本語の「人気」は「①世間の評判・受け。世間に受け入れられる程度。にんき。②人

のいる様子。人の気配。ひとけ。じんき。③その地方の気風。じんき。」の三つの意味を持つと思われ、

そのうち①は現代語で頻繁に登場するのに比べて、③は今回の考察で用例が見つからなく、②も用例

が少ないことが分かった。中国語の「人气」は「（１）話題の人物や商品が世間に受け入れられる程度。

（２）人々が持っている自信。（相場や株等の市場用語）（３）人の気配。大勢の人が集まって形成さ

れた雰囲気。（４）人の気持ち、意志、品格等の精神状態や道徳観念。」に分類して考察した。その結

果、現代中国語で（３）と（４）の中国語固有の意味で使用される語が半分にもならなく、日本語と

同じ意味での（１）と（２）の用法が著しいことが分かった。また、株や相場を表す日本語の「人気」

は中国語で使用されていたものの、日本語の競馬用語としての「人気」は社会体制の相違もあって中

国語では用例が見つからなかった。韓国語の「인기 (人氣)」は「1、話題の人物や商品が世間に受け入

れられる程度。2、人の気配。」に分類され、用例は全て 1 の意味で使用されいた。 

語構成の分析では、日本語の①の意味の用語も、中国語の（１）と（２）の用語も組み合わせの多

様が見られ、意味分類によって構成とイメージが変わることが分かった。日本語で②の「ひとけ」が

http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=30849600
http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=30849600
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マイナスイメージの構成が多数であるのに対して、中国語では（２）の意味でマイナスイメージの構

成が多かった。日韓においては、「人気＋（外来語）」の語構成と助詞との結合の類似点のほかにも、

三字語の構成では相違点もあることが分かった。 
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味覚形容詞「甘い」のメタファーに関する考察 

―日中対照を通して― 

拓殖大学大学院生 孫向宇 

 

 人間には「甘味」「辛味」「鹹味」「酸味」「苦味」という五種の基本的な味覚を持っており、日本語

ではそれぞれの味覚に対応する味覚形容詞に「アマイ」「カライ」「シオカライ」「スッパイ」「ニガイ」

などがある。ただし、現代日本語ではこれらの味覚形容詞の表す意味はかならずしも本来の感覚領域

（味覚）にとどまるとは限らず、他の感覚領域（視覚、聴 覚、嗅覚、触覚）、人間の心理活動(感情、

記憶、性格、思考等)や様態（様相、属性、 状態、行為等）にわたって使用されることがある。味覚

形容詞が持つ多義構造は、一般に Lakoff & Johnson（1980）の唱える概念メタファーに基づいて説明

されている。つまり、人間の味覚を起点領域とし、他の感覚領域や人間の心理的活動、ものの様態な

どの概念を目標領域とする概念メタファーが存在し、それに基づいてさまざまな具体的なメタファー

表現が現れるということである。一方、筆者の母国語である中国語でも、味覚形容詞においてはメタ

ファー表現が見られるが、日中両言語における味覚形容詞のメタファーはそれぞれの特徴を持ってお

り相違点が多い。本研究は日中両言語の甘味を表す味覚形容詞「甘い」・「甜 TIAN2」を取り上げ、そ

れらが持つ多義構造を概念メタファーの角度から考察し比較した。その結果、日中両言語においても

味覚形容詞「甘い」・「甜 TIAN2」には「苦労がなく、楽で快い感覚をもたらす」というメタファーが

存在することが分かった一方、日本語には「採点が甘い」「甘い考え」「切れ味が甘い」など「弱くて

物足りなさをもたらす」という特別なメタファーも存在することが明らかになった。その理由は、楠

見（2004）が論じたように、日本語における味覚形容詞は４つの両極尺度、つまり快―不快、強―弱

によって構成され２次元的な意味構造になっているためである。「甘い」には「快い」以外に「刺激感

が弱い」という意味要素もあるため「弱くて物足りなさをもたらす」という意味拡張も生じた。これ

に対して中国語の「甜 TIAN2」は快―不快の両極構造であるため「快い感覚をもたらす」の意味拡張

しか起きなかった。今後は「甘い」以外の味覚形容詞においても日中対照を行い、中国語では日本語

のような 2次元的な意味構造を持つ味覚形容詞が存在するか検証したい。 

キーワード：メタファー、味覚形容詞、2次元的意味構造、日中対照 
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日中譲歩関係を表す接続表現の異同から考える日本語教育への応用 
 

嶺南師範学院 張鋭 

 

本発表は、日本語と中国語の両言語の譲歩関係を表す接続表現を対象とし、両者の異同から考える

日本語教育への応用を論じていく。張（2017）の研究によると、譲歩関係を表す複文における両言語

の明らかな違いは、日本語が節と節をつなぐたびに接続表現を用いなければならないのに対して、中

国語は接続表現の使用の自由度が高く、表現意図によって使用したり省略したりすることができると

いう点であることが分かった。要するに、中国語は形態の制約を受けないので、表現類型を多様化す

ることができるのである。たとえば、次の例（1）では、接続表現が使用されていないが、接続表現を

使用できないわけではない。 

 

（1）吃了药，没好。（作例） 

    薬を飲んでも、治らなかった。（作例） 

 

（1）では、接続表現が使用されるとすると、三つの表現類型が考えられる。 

（1-a）即使吃了药，也没好。  従属節と主節ともに接続表現使用 

（1-b）吃了药，也没好。    主節のみ接続表現使用 

（1-c）虽然吃了药，没好。   従属節のみ接続表現使用 

 

（1）のように接続表現が使用されず、意合法によって前後節の表現内容から意味関係を読み取れる

のが、中国語の複文においては普遍的な表現方法である。とりわけ会話の中では、接続表現が使用さ

れない方が使用されるほうより自然である場合が多い。中国語では、接続表現の使用は必須とされて

いない。このことから中国語母語話者の日本語学習者は母語の影響を受け、接続表現を脱落させる傾

向があると考えられる。 

しかしながらこれは単なる形式上の問題点であり、各接続表現の比較対照を通して、接続表現を使

用する時、従属節と主節の論理関係、文の特質との関わりなどの問題点も多く潜んでいることが分か

った。つまり日本語教育の現場において無視できない点、または認識すべき点がまだ多く存在してい

ると思われる。したがって本研究では、まず研究結果に基づき、いくつかの視点から中国語母語話者

の日本語学習者の習得上の難点を提示する。そして、日本と中国で広く使用されている教科書や教師

用マニュアルにおける譲歩関係を表す接続表現に関する扱い方を考察し、問題を明らかにする。最後

に日本語教育への提案を試みる。 
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近代二字漢語動詞の由来と定着 

―「遺伝」を例として― 

関西大学大学院生 楊馳 

 

 近代、日本や中国などアジア国々に、欧米諸国の新しい概念が怒涛のように流入した。その新概念を表す

ために、学術名詞が大量に作り上げられ、漢字文化圏における近代知識の環流がこれまでの先行研究により

明らかになった。日中両国は古くから様々な交流を行い、語彙交流により、同形漢字語が多数現れ、今でも

使用され続けている。その中、名詞だけでなく、動詞や形容詞など叙述語も、知識体系の構築過程において

編入され、多数増加した。 

 本稿は「遺伝」を例として、近代日中同形二字漢語動詞について考察を試みた。日中両国の国語辞書や

新聞雑誌コーパス、及び英華・和英辞書を視野に入れ、文献調査を行った。 

現代の中国語と日本語において、「遺伝」は「生物の形質が親から子・孫に伝わること」などの意味である一方

で、中国古典には、「遺伝」は「後までのこり伝わること」の意味で使われている。古典意味は漢籍から 19 世紀

末の『申報』などの新聞雑誌まで使用され続け、20 世紀初期に新義の使用例が観察できるようになった。英

華・華英辞典方面も同様であり、顏惠慶（1877-1905）の『英華大辭典』（1908）から初めて、「遺伝」は生物学

用語として現れた。 

一方、日本では、「遺伝」は早くも 19 世紀前半に成立している。幕末、ドイツ医師 C．W．フーへランドの医

学書は緒方洪庵（1810－1863）など蘭方医により翻訳され、その翻訳書に、「遺伝」はオランダ語の

erfenis/erfelijke ziekten に対応し造られたと考えられる。その後、「遺伝」は古典意味と新義両方それぞれ用

いられていたが、明治三十年前後からは、もっぱら生物学の意味として使われるようになった。周知のように、

1895 年日清戦争（甲午中日戦争）清朝は敗戦した後、日本に留学生を大量に派遣し、日本語の書物や新聞

雑誌などを大量に翻訳した。新義の「遺伝」もその時期に中国に逆流入し、中国語に定着した。 

本稿では、「遺伝」を例として、その由来と定着を説明したい。「遺伝」は中国古典語であるが、生物学の新

義は日本で獲得し、定着した。さらに、中国語に逆流入し、現在まで使われるようになった。日中間に新義の

「遺伝」の環流があったことが考えられる。 
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紹興市の観光スポットにおける外国語訳に関する一考察 

―日本語訳を中心に― 

浙江越秀外国語学院 徐 瑛 

新羅大学校 李東哲 

 

中国国家観光局では 2019年現在まで、259ヶ所の観光地を国家５A級「旅行風景区」と定めて

いる。中国では観光スポットを AAAAA、AAAA、AAA、AA、A の５つのレベルに分けているが、５A

級は最高レベルの観光スポットなわけである。全国で５A 級観光スポットが最も数の多い省は江

蘇省 23ヶ所でトップの座を占め、その次が浙江省 16ヶ所で２番目である。 

全国の５A級観光地には毎年海外から延べ人数５万人以上、国内外を合わせて毎年延べ人数 60

万人以上の観光客が訪れているという。このような観光を通じて、国内外に中国の悠久な文化を

幅広く宣伝できるのみでなく、観光スポットのある地方政府にもかなりの観光収入財源が見込ま

れている。 

５A 級の観光スポットには、その紹介がまず中国語で書かれ、その次に大体英語、日本語と韓

国語の３つの言語に訳されて記さしている場合が多い。それはこの４種類の言語で記せば、国内

外からの観光客がほぼそれを読んで理解できると考えていたからであろう。ところが、英語訳は

ともかく、日本語と韓国語訳に間違っているか、可笑しい表現が所々に見られる。たとえば、「百

草园」は「百草の園」、「菜园」は「논밭」などで訳されている。前者は見て意味を誤解すること

はないが、固有名詞だからそのまま「百草園」にすべきで、後者は完全に誤訳となっている。ま

た、韓国語ではすべて「ダ・デアル」体で訳されているが、日本語では不思議にも「デス・マス」

体となっており、統一を欠いている。 

このような翻訳は、外国観光客に間違った内容を伝達するだけでなく、中国の国際的イメージ

もダウンさせかねない。したがって、中国の観光関連部門は至急、少なくとも５A 級観光スポッ

トの外国語訳について緻密な調査を行い、その間違いや必ずしも正しいとは言えない外国語訳を

訂正すべきである。それは外国人観光客に間違った内容を伝達しなりかねないあからである。ま

た、中国のイメージダウンにもつながる由々しき問題だからである。 

本稿は紹興市の５A 級観光スポットの代表である「魯迅故居」と「蘭亭」に関する調査で見ら

れた外国語訳、特に日本語訳を中心に誤訳分析を行いたい。 
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日本語の「ハズダ」と中国語の「应该」の中心的機能からの対照研究 

 

帝京大学大学院生 朴天弘 

関西外国語大学大学院生 宋天鴻 

  

 本発表では、話し手の知識の運用の面から日本語の「ハズダ」と中国語の「应该(yinggai)」との意

味機能を考察する。「应该」は大きく deontic 用法や epistemic 用法を持つと言われている（吕叔湘 1999、

彭利贞 2005）。そして、epistemic 用法に関しては、「ハズダ」とも似通っている機能を持つことが指摘

されている（王晓华 2006、韩江雪 2016、张国修 2018 など）。 

  これまでの対照研究は、「ハズダ」と「应该」の中心的な意味機能を言及せず用法分類を中心とした

研究がほとんどであるが、中には「ハズダ」と「应该」はどちらも「推論」を表し、置き換えの問題

はあっても両者の中心的な意味機能が同じであると主張する研究（王其莉 2016）もある。しかし、筆

者らの調査では、(1)のように、「ハズダ」と「应该」は共通的に使える場合もあれば、(2)のように「应

该」が使えない場合もある。しかも、(2)の場合は推論があるとは思えない。 

(1)（A は彼のスケジュールを知っている）                     

      A: 彼は今家にいるかな。        

   B:  a.家にいる［ハズダ］。         

          b.［应该］ 在    家。                         

  yinggai  be   home                          

(2)（A は 10 分前にご飯を食べたが、また空腹を感じている） 

A:  a. 私、さっきご飯を食べた［ハズダ］。 

b . *我  刚才         ［应该］    吃过       饭    了。 

 I   a moment ago   yinggai    eat-finish   meal  CRS  

 lit. ‘私はさっきご飯を食べた（なのに、お腹が空いている）’ 

(1)では話し手は自分が持っている情報を根拠に「彼が家にいる」ことを推論していて、「ハズダ」

と「应该」のどちらも用いられる。しかし、(2)では、「食事をした」のは話し手にとって事実であり、

「ハズダ」が使えるのに対して、「应该」は使えない。 

本発表では、「ハズダ」と「应该」の意味機能を次のように考える。まず、両形式の共通的な意味機

能は、話し手の知識を使う形式であるという仮説を立てる。「ハズダ」の基本的な意味機能とは、話し

手が何らかの疑問を抱くとき、その疑問を自ら解消するために自身が持っている知識を確認すること

である。それに対して、「应该」は、何らかの疑問を抱くときに話し手が持っている知識を使って推論

を行う形式であり、そこから語用論的な意味拡張が起きていると考える。このような形で中心的意味

機能を理解することで、個別的な研究から離れて言語類型論的な立場から、日中言語教育、そして、

隣接する東アジア言語の研究において役に立つことを期待する。 
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談話に見られる感謝表現の日中対照分析：ストラテジーと機能を中心に 
  

九州大学大学院生 張琦 

 

感謝表現はさまざまな社会の中で普遍的に用いられ、日本語の感謝表現に関しては今まで、発話行

為理論やポライトネス理論の枠組みで多く研究されてきた。赤堀(1995)は談話完成テストの結果に基

づき、日本語の感謝ストラテジーを「1.感謝行為に関する言及 2.心的態度の表明 3.感謝の対象物事へ

の言及 4.負担に関する言及 5.利益に関する言及 6.返恩の申し出 7.プラス評価 8.相手が授益者であ

ることの明示」(pp.53-54)、この 8 つにまとめた。 

一方、中国語の感謝表現については、李(2004)は中国語の感謝表現を①直接表現(感謝ことばのみを

使用する)と、②間接表現(感謝ことばに事実関係の叙述を付け加えることによって、感謝の気持ちを

伝える)の 2 種類に分けることができると主張しているが、細分類の必要を感じる。また日本語に比べ、

発話データに基づく談話分析はまだ少ない。 

日中対照研究の観点から、谷口(2010)はテレビドラマや映画から発話を収集し、日本語・中国語の

感謝表現の談話構造を分析した。 

本研究の主たる目的は、談話における感謝表現のストラテジーと機能を中心に、日本語と中国語を

対照させながら、日中の異同を明らかにすること、さらに中国語母語話者向けの日本語教育へ応用可

能性を検討することにある。 

研究方法として発話理論の枠組みで、日本語、中国語の感謝表現が使われる発話データをそれぞれ

「日本語日常会話コーパス」、「北京大学コーパス」から抽出し、感謝のストラテジーや感謝表現の語

用論的機能を中心に分析を行い、比較しつつ両言語の異同を検証した。 
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第三分科会 

 

座長： 朴相度、仲矢信介 

 

順

番 
時  間 発表者 論文タイトル 所  属 

1 13:00～13:30 朴相度 
日本近代詩に表れた喪失と悲しみ―中原中也の場

合― 

ソウル女子大

学校 

2 13:30～14:00 王 晴 
満州文学の独自性とは何か―『満州浪漫』におけ

る日本人作家の満州観― 

一橋大学大学

院生 

3 14:30～14:30 種 茗 中島敦『北方行』試論 
立命館大学大

学院生   

4 14:30～15:00 陳暁芝 坂口安吾『夜長姫と耳男』論 
立命館大学大

学院生 

※ 休憩（15：00―15：30） 

5 15:30～16:00 仲矢信介 寅さんシリーズ再考―山田洋次の思想に着目して 東京国際大学 

6 16:00～16:30 申福貞 東アジア文学における「満州」の表象 瀋陽工業大学 

7 16:30～17:00 張仕英 
红学的道统：伊藤漱平的《儿戏生涯—一个读书人的

70年》 

浙江越秀外国

語学院 

8 17:00～17:30 雨宮久美 
川端康成の美意識観―『美しい日本の私―その序

説』論― 
日本大学 

 

※ 発表は質疑応答を含めてお一人 30分です。時間を厳守してください。 

※ 実際発表者数により発表時間の伸縮があり得ますが、その辺は座長に一任します。 

※ 発表は前半と後半に分けていますが、座長は交替でしていただきます。 

※ 分科会開始前に「座長報告書」を分科会ごとに配布しますので、座長は分科会終了後、実際 

の発表者数や簡単な発表状況を報告書に記入して、事務担当者に渡してください。 
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日本近代詩に表れた喪失と悲しみ 

- 中原中也の場合ー 

ソウル女子大 朴相度 

 

中原中也は1927年3月27日の日記で自分の悲しみを言及しながら悲しみの中にいるとき、悲しみを感

じるのではなく、世界が名辞を要求するときに原稿用紙に上で自分の詩は誕生するという趣旨の発言

をしている。中也の詩の世界を理解するという事は、彼が言っている悲しみの本質を理解することと

関係し、また、それは彼の人生体験においての喪失体験とも深く関係している。本発表では、30年と6

ヶ月という短い生涯を送った詩人が、その短い生涯の中で体験した7回の血肉との死別という項目に注

目するが、その中でも特に死別経験が詩作品として結晶された3回の死別経験に焦点を当ててみること

にする。第一、それは詩人の年齢、8才の時、経験した弟アロウの死である。次は詩人の24才のとき、

体験した弟コウゾウの死である。最後は、詩人が自分の死を迎える一年前に出会った長男フミヤの死

である。各自の血肉との死別経験の後、詩人は詩作品を通して喪失と悲しみ、孤独を表している。特

に中也詩の晩年の世界は、度重なる親族と血肉との死別の経験の中で、自分の死をすでに予感してい

たかのような傾向を見せているということができる。精神分裂性の徴候を見せる中で、詩作を続けた

詩人を理解するには、晩年に至るまで経験した喪失体験の実体をもう一度、覗いてみる必要性が出て

くるのである。ある研究者は詩人の度重ねる死別経験に言及しながら＂その狂気にもおよぶ悲しみの

中で詩編は編まれ、むしろ死をつづることによって詩人の魂は一日も生き延びることをなしえた＂と

も言っている。人生への深い無力感の中で、詩作をとおして、自分の人生を歩んだとするこの発言は、

中也の詩の特性が自分の生死をかけての表現作業だったという意味で同意できる。本発表でもこのよ

うな指摘に留意しながら、その喪失と悲しみの本質に近づこうとする。 
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満洲文学の独自性とは何か——『満洲浪曼』における日本人作家の満洲文学観 

 

一橋大学大学院生 王晴 

 

文学の自明性が直面していた歴史的課題について考える際に、1932 年から 1945 年というわずか十

三年間に存在していた満州国という場は、看過することのできない重要な問題を有している。本研究

の目的は、『満洲浪曼』における満洲文学の理論と方向についての討論を媒介に、満洲文学の独自性と

いう概念を検討することである。 

『満洲浪曼』は 1938 年(康徳 5 年)10 月に創刊され、1941 年(康徳 8 年)5 月に第七輯まで刊行され

た満州国の文芸誌である。それまでの文学活動は大連を中心とする場で行われてきたが、文学刊行物

は少なかったため、影響は極めて限定されたのであった。1938年に満洲の文化の中心が新京に移った

ことを契機に、当時の日系文学文壇に新風を吹き込み、本格的な日本語文学刊行物が要求された。そ

れゆえ、『満洲浪曼』が創刊されるとたちまち広く注目を集め、評価された。『満洲浪曼』を主宰した

北村謙次郎は『日本浪曼派』の同人として渡満したが、古典文学回帰、日本精神鼓吹といった文芸思

潮を核心としていた『日本浪曼派』と違い、満洲ルネサンスという「壮大で悲しく愚かしい夢想」を

持ちながら、満洲独特の文学を作ろうとしていた。そのため、『満洲浪曼』に投稿している諸氏は「満

洲文学」のあるべき様子を巡って、「文学と政治」、「文学の自立と自由」、「満洲文学」と日本文学の関

係性あるいは「敵性」、世界文学での位置つけなどについて激しく議論した。それらの理論文章を踏ま

えると「満洲文学」が単なる「日本文学」の再現ではなく、新たな「世界文学」において展開された

様々な層位の文学理念を文学実践の中に取り込み、結果としてその概念自身が亀裂や矛盾を呈してい

たことが指摘できる。 

本研究は、満洲国の歴史的な文脈における文学独立性という概念を捉え直すことで、その概念の本

質的な解明を目指す。 
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中島敦「北方行」試論 

                 立命館大学大学院生 種茗 

 

 中島敦（1909‐1942）は「山月記」などの中国古典から取材した名作を残しているが、中国古典リ

メイク作の創作前に、「三造」という主人公を描いた作品群（「プウルの傍で」「斗南先生」「北方行」

「狼疾記」）が書かれている。本発表は上記の〈三造もの〉の中の唯一の長編「北方行」を対象に考察

したい。 

 「北方行」は 1932年に中島敦が北京を旅行した後に書かれた作品である。未完であるが、現存の五

章から作品に込められた作者の多くの創作意欲が見えている。特に対立的に造形された「三造」と「伝

吉」という主人公の人物像が興味深い。 

 現存の第一章では、三造が日本から天津に向かう船の中で今まで敬慕していた作家、画家などを捨

てて、真の自己を探し出そうとしているという思索の過程が描かれている。第二章では、中国に嫁い

だ三造の従姉・白夫人と伝吉との情事、そして白夫人の一番の娘・麗美と伝吉の情事を発見した白夫

人の内的苦悶が描かれ、第三章では、伝吉の日本から上海へ、上海から北京への流浪が書かれている。

第四章では、白夫人が設けた三造の歓迎会での三造と伝吉との初対面と、宴会での青年たちの中国の

時勢についての討論が行われ、第五章では、伝吉と三造との対談がなされ、伝吉の推薦で三造が鄭州

に行くことになることで終わっている。 

 主人公の描写の中では、「神」「天啓」などの言葉が多用されているが、それは中島敦が愛読したパ

スカルとの密接な関係があるからだと考えられる。本発表はパスカルの「パンセ」と「北方行」にお

ける人物形象との関係を考察する。特に、「存在の不確かさ」という中島敦の中期文学のキーワードだ

と言えるテーマの源流を探ってみる。しかし、中島敦はパスカルを愛読した一方、自らハックスレイ

の「パスカル」というパスカルを完全に批判している作品を日本語訳したため、パスカルとハックス

レイに対する作者の理解とその後の創作への影響を考察する必要が生じてくる。本発表は中島敦「北

方行」における〈パスカル派〉表現と〈ハックスレイ派〉表現を抽出して、「北方行」の生成過程を探

索することを試みる。 
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坂口安吾「夜長姫と耳男」論 

 

立命館大学大学院生 陳暁芝 

 

「夜長姫と耳男」は坂口安吾が一九五二年六月に「新潮」に発表した短編小説である。物語は飛騨

工の耳男と、無邪気さと残酷さの両極性を併せ持つ長者娘の夜長姫を中心として説話風に展開されて

いる。作中において、耳男は夜長姫の護身仏を彫ることになるが、一回めの恐ろしい化け物の像を彫

ることと、二回めの姫の笑顔を刻む弥勒像を製作することに分けて、姫と耳男の関係にある緊張感が

徐々に高めっていく。物語は一貫して耳男の一人称の語りによって進行し、姫は末尾に発声しただけ

である。それは、「好きなものは咒うか殺すか争うかしなければならないのよ。〔省略〕」である。 

研究史を見てみると、耳男の姫殺しを「失われた主体性を回復しようとする試み」とし、「集団発狂

に対する危機感と、人間の個としての存在を確保する」のは一般的である。「夜長姫と耳男」を論じる

際に、常に随筆「文学のふるさと」、「堕落論」、「続堕落論」、「飛騨の顔」、「飛騨・高山の抹殺」など

と照らし合わせて、「芸術家」、「天皇」、「個性」（or「主体性」）などのキーワードが見出され、安吾の

芸術観を色濃く反映する作品と見做されている。例えば、鬼頭七美（「生き神信仰を越えて―「夜長姫

と耳男」論」「昭和文学研究」二〇〇二・〇三・〇一）は、夜長姫を信仰される「生き神様」、耳男を

その信仰に抗する人間男として、「人間の個としての存在」、「天皇信仰の復活・再生産」への危惧に作

者の創作意図をみる。 

しかしながら、耳男から「芸術家の覚悟」を見るには、性急的に安吾の芸術感に還元する傾向があ

り、そして、作品読解を舞台の飛騨に集中することでは、作品の主題を安吾の天皇観や歴史認識など

に収束されてしまう恐れを言わざるを得ない。本稿では、夜長姫と耳男の「支配者」対「被支配者」

といった対立的な関係の再検討を出発として、主に蛇の取り扱いに注目し、蛇女の系譜を探り、「語ら

れる」姫の無邪気な笑顔の意味を追求したうえ、姫の人物形象を明らかにする。そして、姫の護身仏

は弥勒像でなければならない意味、と登場人物に関する片仮名表記の意味をも考え、作品の主題を検

討する。 
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寅さんシリーズ再考―山田洋次の思想に着目して 

                          

 東京国際大学 仲矢信介 

 

1969年の「男はつらいよ」に始まる山田洋次監督の寅さんシリーズは、主人公の車寅次郎役を生前

の渥美清が演じた作品だけでも 48作を数え、興行的に全作品が成功した。毎年のようにテレビで全作

品が放送され、販売商品としても、VHSビデオから、DVD、さらに全作品を網羅した DVDマガジンが刊

行された。現在でも、Amazon prime video、Hulu、Netflixといった複数のインターネット動画配信

サービスにおいても、全作品が視聴可能である（2019年 8月現在）。今後も全作品のブルーレイディ

スク化が予定（2019年 12月）され、本稿執筆時には 50作目が制作中など、絶大な人気を博している。 

 このシリーズについては、主人公と同一視されるほどになっていった、主役の渥美清の魅力、監督

の山田洋次の巧みなシナリオ・演出等、既に語り尽くされた感があり、社会学的・人類学的観点から

の先行研究にも意義深いものが既にある。 

 本発表では、この作品群を、ほぼ一貫して監督にして脚本を担当してきた山田洋次の思想という観

点から考察し、このシリーズの底流に、マルクス主義的視点と思想が流れており、それはあからさま

ではなく隠れたメッセージとして伝えようとされていることを示す。 

 今回は主として第一作の「男はつらいよ」を中心に、おおよそ以下のことを指摘する。 

（１）監督・山田洋次が長年にわたって一貫して日本共産党支持であることは、この映画シリーズの

構造と無縁ではなく、常に映画の基調をなしている。寅さんの寄る辺なさは、そのように資本主義経

済が強いるさまざまな苦痛、悲哀を象徴している。 

（２）資本主義によって疎外されていく労働者と、そのような資本主義に抵抗し、労働者になるまい

とする寅さんという人物の奮闘、資本が人間性を 奪って行くことへの告発の物語が「男はつらいよ」

である。 

（３）寅さんが厳しい労働に拘束されずにいることは、労働によって損なわれていく人間性の尊さを

逆照射している。 

（４）しかしながら同時に、労働者であることの拒否は、労働者よりもさらに貧しさ、尊重されない

こと、放浪のやまない旅を強いられることが示される。寅さんシリーズは、資本に不実なものへのペ

ナルティの描写であり、資本からは逃れようがない現実と、労働者としての立場の甘受を暗に要求す

る。結果的に資本の側に立つのが寅さん映画である。 
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東アジア文学における「満州」の表象 

瀋陽工業大学 申福貞 

東アジアの近代史の中で「奉天」を含む「満洲」という空間は、様々な欲望が働いていた場であり、

それを文学的表現を通じて語ろうとしていたのは、「満洲」の人々だけではなく、統治者であった日

本、あるいは植民地支配におかれていた朝鮮半島にも存在していた。日本と韓国にとって「満洲」は

いずれも他者であったが、支配者と支配されるという両者の立場の違いからくる、「満洲」という同

じ空間に対しての両者の認識には、明らかに違うものであった。 

1910年以後、植民地支配の政策の一環として行われた土地改革により、多くの人々が生計を営むた

めに朝鮮半島から「満州」に移住した。朝鮮半島の人々にとって「満州」という空間は、新しい生活

基盤を築く“希望”の土地でもあったが、さまざまな力関係が複雑に絡み合う中で、“希望”に満ち

ていたはずの「満州」が、朝鮮半島の移住民に与えたのは苦難と試練、そのものさえあった。当時、

朝鮮半島から「満州」に渡っていたのは、生計のために移住した人々だけでなく、多くの文人達も旅

行あるいは視察など、さまざまな目的で「満州」を訪れ、紀行文や小説を通して当時の「満州」の様

相を描いていた。また、「満州」で生活しながら、現地の人々の様子を描いた文学者も少なくない。

日本の場合は、「海外雄飛」のスローガンの下でその夢を実現するために、あるいは、「開拓者」と

して「満州」に移住した人々も多い。 

その「満州」の様子を日本の文学者達もさまざまな側面から描いている。本論では、東アジアの近

代文学における「満洲」の表象について、「満州」経験を有している日本と韓国、両国の文人達がど

のように「満州」を描いていたのか、比較の視点から考察したい。 
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红学的道统：伊藤漱平他的《儿戏生涯---一个读书人的 70 年》 
 

浙江越秀外国语学院 张仕英 

 

伊藤漱平（1925-2009）是日本著名汉学家、《红楼梦》译者、研究者。除《红楼梦》译本之外，还

留下了《伊藤漱平著作集》（1-5 卷）等文集。《儿戏生涯——一个读书人的 70 年》是 1994 年由日本汲

古书院出版的伊藤漱平的一本散文随笔集。该书由四个部分构成：怀念师友；诗歌、绘画与音乐；序跋

与介绍；杂感与告示。 

该书为我们提供了了解伊藤漱平成为日本汉学大家的人生经历和心路历程的一个侧面。在很多海内

外学者关注伊藤漱平《红楼梦》翻译的艺术成就之时，该书披露了伊藤漱平的人生经历、思想情感，以

及文化传承等可贵的信息，为我们了解《红楼梦》日译本的伟大成就提供了的佐证。该书所述内容时间

跨度大，涉足领域多，表现人生轨迹清晰，表达情感真挚，在《红楼梦》传播史、东亚乃至世界文化交

流史上都具有重要的启示意义。 
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川端康成の美意識観 

―『美しい日本の私―その序説』論― 

 

日本大学講師 雨宮久美 

 

 日本人初のノーベル文学賞を受賞した川端康成は、昭和 43（1968）年 12月 10日にスウェーデン・

アカデミーにて紋付き袴の正装をして出席した。そして 12日午後 2時 10分同所にて、スーツ姿の川

端は、日本語で記念講演をした。 

川端のこの講演は、エドワード・G・サイデンステッカーの同時通訳によって、『美しい日本の私―

その序説』と題されたものである。 

 朝日新聞の紙面には、講演録の見出しとして「雪月花に美の感動」、「『無』は心の宇宙」、「美の糧『源

氏物語』」と三段階が記載された。 

 明治以降の日本文化論が語られる際には、西欧文化を意識的に対抗する傾向にあった。 

そのような社会的背景にもある状況において、川端はノーベル文学賞受賞者の記念講演という自己

の心情を国内外へと向けて、発信することのできる絶好の機会を得た。作家としての川端自身の作品

創作にも、また歴史的に伝統として伝え継がれた日本人の精神性に影響を与えてきた日本文学や日本

芸術の代表的な例を紹介している。川端は、諸々の日本の美しきものについて論じることにより日本

人であることの誇りを抱いていたことを窺うことができる。 

本発表においては、川端が講演を通じて伝えておきたいと考えた日本の美意識観について確認する。 

作家、川端康成に影響を与えた日本の美意識観を理解することにより、日本独自の文化が西欧社会

とは異なるものであることの諸要素を再評価することを目的とする。 
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第四分科会 

  

座長：李慶国、王宗傑  

 

順

番 
時  間 発表者 論文タイトル 所  属 

1 13:00～13:30 李慶国 

「満州国」における日本語教科書から見るイデオ

ロギーの構築―旧満州国文教部、満州国民生部の

日本語教科書を中心に― 

追手門学院大

学 

2 13:30～14:00 福留邦浩 日本の大学におけるフランス語教育 日本経済大学 

3 14:30～14:30 金珽実 清末新政時期における河南の教育と日本語 商丘師範学院 

4 14:30～15:00 伊月知子 
「満州国」日本語教育関係者の言論からの戦後評

価の再考 
愛媛大学 

※ 休憩（15：00―15：30） 

5 15:30～16:00 王宗傑 言語資料としての『雍州府志』 
浙江越秀外国

語学院 

6 16:00～16:30 宮脇弘幸 
日本侵占期華中維新政権の文教政策―日本語普及

政策を中心に― 

大連外国語大

学客員研究員 

7 16:30～17:00 清水泰生 
身体活動と日本学、日本語研究―スポーツを中心

に 
同志社大学 

8 17:00～17:30    

 

※ 発表は質疑応答を含めてお一人 30分です。時間を厳守してください。 

※ 実際発表者数により発表時間の伸縮があり得ますが、その辺は座長に一任します。 

※ 発表は前半と後半に分けていますが、座長は交替でしていただきます。 

※ 分科会開始前に「座長報告書」を分科会ごとに配布しますので、座長は分科会終了後、実際 

の発表者数や簡単な発表状況を報告書に記入して、事務担当者に渡してください。 
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「満洲国」における日本語教科書から見るイデオロギーの構築 

―旧満洲国文教部、満洲国民生部の日本語教科書を中心に― 

 

追手門学院大学 李 慶国 

 

本論文は、1932 年、「満洲国」成立以後の満洲国文教部や民生部における日本語教科書を中心に、

日本の傀儡政府「満洲国」が、日本語教育を通じてどのように「神国日本」、「王道政治」などのイデ

オロギーや「日満一徳一心の精神」、「日満不可分」という考え方を小中学生に植え付けたのかを考察

したものである。 

 今回の発表では、以下四点にわたって紹介したい。 

 一、「満洲国」における日本語教科書の概述 

1、満洲国文教部による『初級小学校日本語教科書』（上・下）、『高級小学校日本語教科書』（上・

下）、『初級中学校日本語教科書』（上・中・下）の内容 

２、満洲国民生部による『国民学校日語国民読本』（巻二・巻三・巻四））の内容 

３、1932年「満洲国」成立以前の日本語教科書（南満洲教育會教科書編集部『初等日本語読本』、

1924～1927年）との比較 

 二、「神国日本」と理想的な「帝国」の表象 

１、「天孫降臨」、「天照大神」などの日本の「建国」神話が多く含まれている 

２、天皇、皇室、皇大神宮など（「紀元節」、「天長節」、「明治節」、「御訪日」等）について 

３、日本の紹介（「東京の乗り物」、「農事の改良」等） 

 三、「王道政治」と「国民精神の涵養」 

  １、満洲国の「建国精神」、国旗に対する観念の養成（「萬壽節」、「建国節」、「国旗」、「大詔を拝

す」、「即位詔書」等） 

四、「国都建設」、「満洲国」の地理と諸都市 

「満洲国」文教部や民生部に発行された日本語教科書は、「日本語ハ日満一徳一心ノ精神ニ基キ国語

ノ一トシテ重視ス」（『学制要綱』）という位置付けで日本語教育が行われたものであるが、その編集意

図からも日本の傀儡政府「満州国」の「植民地教育」の性質が伺える。 
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日本の大学におけるフランス語教育 

－日本人と留学生の比較を通して－ 

 

                        日本経済大学 福留邦浩 

 

 日本の大学における外国語教育は、英語とそれ以外の言語、いわゆる第二外国語において大きな違

いがある。日本の国際化が叫ばれるようになってから英語教育に力を入れる一方、第二外国語の教育

については、極端な議論として第二外国語不要論さえ主張されるようになった。 

 日本の大学で第二外国語の教育が行われることにはどのような意義があるのか。この問いについて

は、第二外国語の語学教師を中心に、さまざまに議論をされているが、たいていは語学教師側の一方

的な主張であり、授業を受ける学生側の意識とは齟齬がある。 

 発表者は日本経済大学神戸三宮キャンパスにおいて、専門の国際関係学に関連するさまざまな講義

を担当しているが、研究テーマに関連して、第二外国語のフランス語の講義も受け持っている。 

 本発表においては、日本経済大学神戸三宮キャンパスのカリキュラムにおいて、フランス語の講義

はどのような位置づけになるのかについて考察し、フランス語を受講する学生へのアンケートの意見

もあわせて、どのような授業を展開するかについても述べてみたい。 
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清末新政時期における河南の教育と日本語 

 

                            商丘師範学院 金珽実 

 

日本と中国とは海を隔てているが、政治的にも経済的にも切り離せない隣国であり、歴史的に大き

な関わり合いがあった。近年来、経済発展の加速化により日本語を専門とする人材の需要も増加して

おり、日本語は今や英語の次に誇る外国語になっている。2018年度大学試験で日本語専攻を募集する

大学は 505校であった。河南省に於いても 24の大学と 2つの高等学校で日本語を専攻或いは外国語と

して日本語を教えている。このように、河南省に於いても日本語教育が盛んに行われる中で、果たし

て日本語教育はいつから始まり、発展してきたか、その契機は何であったかについては不明のままで

ある中、その紐解きが本研究の出発点になっている。留日学生と学生による刊行物及び河南の社会に

与えた影響、日本教習及び日中両国の教育の繋がりなど先行研究があるものの、日本語教育の歴史の

視点からの研究が足りない。本研究では先述の先行研究を踏まえて清末新政時期の河南の近代教育の

台頭とそれに密接に関係ある日本語教育の発生発展について追究しようとしたものである。清末新政

時期の河南の教育改革、1903年以降河南省に於ける留学生の派遣、河南に招聘された日本教習の三宅

喜代太と飯河道雄等キーワードに沿って調べることによって以下の結論が得られた。清末新政時期、

政府の教育改革によって河南に於いても小・中・高級学堂の設立及び日本留学と日本教習の招聘など

様々な教育の近代化を進めた。その中で河南本土での日本語教育は日本教習である三宅喜代太によっ

て始められ、日本留学の拡大によって発展できた。また、留日学生の帰国及び各学堂で教鞭をとるこ

とによって全域に拡大したに違いない。しかし、河南における日本語教育の発生発展について触れた

ものの、史料の限界により詳細には追究できなかったことに関しては今後の課題とさせていただく。 

 

参考文献 

阿部洋著『中国の近代教育と明治日本』福村出版 1990 

汪向栄著『清国のお雇い日本人』朝日新聞社 1991 

舒新城著《近代中国留学史》北京中华书局 1929 

李喜所著《近代留学生与中外文化》天津教育出版社 2006 
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「満洲国」日本語教育関係者の言論からの戦後評価の再考 

 

愛媛大学 伊月知子 

itsuki.tomoko.mc@ehime-u.ac.jp 

 

 発表者はこれまで「満洲国」期の日本語教育の実態と、現地で教壇に立つ日本語教師の言論につい

て、当時の教科書や教育政策に関する文献、教育雑誌に投稿された意見文等に基づき分析を進め、「満

洲国」成立前から滅亡までの約 30年間における現地の日本語教育に対する評価を試みてきた。とくに

「満洲国」期に入ってからの日本語教育関係者が置かれた立場や境遇をたどり、彼らが直面した矛盾

や葛藤、当局との対立及び抵抗の道程を明らかにした。 

当時日本国内で発行された『日本語』『興和教育』等の教育関連出版物には、「満洲国」教育政策の

「赫赫たる成果」を称賛する文章が見受けられ、福井優をはじめとする現地の教育関係者や研究者は、

そこに認められる偏向を危惧し、教育界に向けて一貫して教育の本質的意義を問い続けた。しかし、

「満洲国」が主に日本国内の言論によって大東亜共栄圏建設のための宣伝に利用される 1940年代以降

になって、国内のみならず海外の教育関係者らによる活発な言論活動が繰り広げられるようになると、

「満洲国」の日本語教育は核心部分に触れられないまま名目的に成功例とされ、各者の対立はより深

まることとなった。さらに、このような対立の様相は戦後に「満洲国」期の教育政策を評価する段階

に至っても依然として続いていくことが確認できた。 

そこで、本発表では、1940年代から終戦を経てもなお、教育雑誌上や研究会の席上で繰り返された

言論の対立の要因には、言語政策として日本語教育の効果を論じる際に、もう一つの論点である“人

的育成”の効果の捉え方において、対立する両者の間には決定的な認識の違いがあったことを明らか

にする。また、これを踏まえて、戦後に論じられた「満洲国」日本語教育に対する評価のあり方につ

いて再考した結果を報告する。  
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言語資料としての『雍州府志』 

 

浙江越秀外国語学院 王宗傑 

 

『雍州府志』は山城国京都の地誌として知られているが、その項目や字面からはかりしれない豊富

な言語資料が盛り込まれていることにはまだ十分に認識されていない。全十卷十冊、和風の漢文体で、

訓点が施されており、音読符、訓読符もつけられている。文中に文字や語の解釈或いは言葉の由来に

ついての説明が多く見られ、特に口承によって書かれたものが多いので、民間語源やその解釈、生活

に密着した日常語なども数多く記されている。記述には独自な表現型を持っており、豊富な語彙と特

徴のある語法は言語研究上多くの材料を呈示している。 

本発表は江戸時代の地誌研究資料としての『雍州府志』について研究を行い、『 雍州府志』の特徴

的な語彙を中心に取り上げ、考察を行い、合わせてに『和漢音釈書言事考節用集』との比較を通して、

『雍州府志』との繋がりを探ろうとしたものである。 

『雍州府志』の表現形式に独特の「型」が見えるのは『雍州府志』の一つの大きな特徴であるとい

える。叙述の中に「倭俗ニ甲ヲ乙トイフ」「俗ニ甲ヲ乙ト称ス」「所謂○○」「世ニ○○ト称ス」等のよ

うな類似の表現型が非常に目立ち、千箇所ぐらいある。その中で一番多く見られるのは「倭俗ニ甲ヲ

乙トイフ」類の形式である。例えば： 

  a、【立茶】倭俗抹茶 煎茶以茶筅合之曰立茶        （卷六） 

  b、【相伴】倭俗侍高貴之食謂相伴中華所謂舘伴之義乎    （卷八） 

項目の解説中にこのような型を取る箇所が三百語近くあり、著者の「倭俗」に対する拘りが見える。

『大漢和辞典』には「倭俗 日本の風俗」と解釈があり、用例に「雍州府志、古蹟門」の一例「倭俗

葬場謂三味」を引用している。 

『和漢音釈書言字考節用集』は年代的に『雍州府志』に一番近い節用集である。近世凡五百種の節

用集の中で、語彙、説明の多いものの一つとして知られている。本発表は 287語の「倭俗」の説明文

を『和漢音釈書言字考節用集』との比較作業をした結果、両書の語源解釈は非常に似ていることがわ

かった。 その中で、説明の似ているものが 68語あり、完全に一致する語もある。このことから二つ

の可能性が考えられる。一つは『和漢音釈書言字考節用集』の編者槙島昭武が三十年前刊行の『雍州

府志』の影響をうけたことである。もう一つは両書とも深い関係を持ち、影響を与えた第三の書の存

在である。  
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日本侵占期華中維新政権の文教政策 

―日本語普及政策を中心に―  

 

大連外国語大学客員研究員 宮脇弘幸 

 

陸の主要部に拡大していった。その軍事行動拡大と並行して、「東亜新秩序建設」「日本語を東亜の

共通語に」という政治的文教的活動も活発に展開した。1937 年 12 月、華北・北京に「中華民国臨時

政府」が成立し、1938年 3月華中・南京に「中華民国維新政府」が成立した。いずれも、日本軍宣撫

班・興亜院華北・華中連絡部等が現地の親日的組織に政治工作をして成立した一種の「傀儡政府」で

あった。本発表は南京に成立した「維新政府」の文教政策を検討する。 

「維新政府」の施政方針は、共産主義及び国民党三民主義（党化）に反対し、伝統的な儒教文化を

道徳の基本とし、国民党（蒋介石政権）が進めて来た排日教育を一掃することであった。 

1938年 5月、「維新政府」は、新学制を定め、日本語は初級小学（1-4学年）では随意科目、高級小

学（5-6学年）及び中学では必須科目とした。日本語の授業は、高級小学では毎週 45分授業を 1時間

授業とみなし週 3時間であった。中学・普通学校（男子）では日本語は必修とされ、学年により週 3-

４時間、普通学校（女子）及び実業（農業）中学では選修科目として週 2時間が課せられた。 

日本語教科書は、臨時・維新両政府共同の教科書編審委員会を立ち上げ、審査方針は「排日精神を

一掃し、欧米依存観念を除去し、日支依存を高唱す」、「共産主義及歪曲せられたる三民主義を排除し、

皇道を基調とし、儒、佛、道教による東方道義を強調す」などが定められた。明らかに戦時期日本の

独善的教育思想を反映していた。 

日本語教員は、日本から派遣された教員、現地採用の日本人、中国人（日本留学経験者、臨時教員養

成所・各種日語学校出身者、或いは独学者）であったが、到底需要を満たすものではなかった。 

社会人を対象にした日本語教育は上海を中心として盛んとなった。日本人租界区には日本語を教え

る日本語学校・職業補習学校・夜学校等が急速に増え 37校、学生数 4,000人弱に達したという。 

1940年 4月、「維新政府」は「汪精衛国民政府」（南京政府）に改編されることになるが、教育方針、

制度などはほぼ「維新政府」が定めたものを踏襲した。 

戦時下華中における日本の文教政策、日本語の普及教育は、政治・軍事の要求に応えたものであっ

たが、政策施行の対応が不十分のまま実行されたといえよう。 
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身体活動と日本学、日本語研究－スポーツを中心に 

 

同志社大学 清水泰生 

  

 日本学、日本語学とスポーツを代表とする身体活動との関係は疎遠だといいかもしれない。今後、

両者はこれから強く結び付いていく可能性が高い。本発表このことについて述べてみたい。 

 スポーツと言語との学際的な研究のため、 スポーツ言語学は 2014年に設立した。 

 

「スポーツ言語学」は、大きく分けて五分野に関する研究だと清水（2016）で考えた。 

その一 スポーツ用語に関する研究 

その二 スポーツのメデイア媒体に関する研究 

その三 競技者、指導者等のやり取りに関する研究 

その四 外国語習得にスポーツ、身体運動を用いる 

その五 その他 

 

 この中で日本学に密接に関係しているのはその一とその二に関することである。その例として（そ

の二に関しては）日本のスポーツの代表のマラソンの報道に関することと（その一に関しては）マラ

ソンの用語の曖昧性について紹介したい。 

 その一に関して、東京マラソンの新聞報道を見てみると、東京マラソンが始まった当初は、市民ス

ポーツ到来という報道が目立ったが、2011年は IAAFロードレース格づけについてふれ、2012年東日

本大震災とマラソンとの関係の報道が目立ち、2013年ワールドマラソンメジャーズに参戦に関しての

報道、以降は世界と日本のマラソン、スポーツ文化の報道が大きく取り上げられた。2014年は前年の

ボストンマラソンのテロと東京五輪開催に関するものが目についた。 

 このようにマラソンが、日本社会等と関連しているようにスポーツは日本社会に大きな影響を及ぼ

している。にもかかわらず、スポーツをはじめとする身体活動は、日本学の対象にはあまりならなか

った。なぜそうなのかそのことついても言及したい。 

 それから、身体運動と日本語学の関係で最も注目すべきなのは医療現場等での言語であろう。スポ

ーツ言語学会等で公表された作業療法等の言語の研究を紹介しながら、新しい言語研究、日本語研究

の例とこれからの課題、展望も考えてみたい。  

 

清水泰生（2016）「スポーツとことわざ、ことわざ類」『スポーツ言語学研究』創刊号ス

ポーツ言語学会Ｐ30-39 
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第五分科会 

 座長：尹鎬淑、具明會 

 

順

番 
時  間 発表者 論文タイトル 所  属 

1 13:00～13:30 末延麻子 
中国語を母語とする日本語学習者の発音習得に関

わる個人要因について 

九州大学大学

院生 

2 13:30～14:00 王彦義 

中国人日本語学習者と日本語母語話者のオノマト

ペ産出語彙の相違―上級レベル韓国仁学習者との

比較も兼ねて― 

明星大学大学

院生 

3 14:30～14:30 王  雋 
中国語を母語とする日本語学習者の多義語習得に

関する実証研究―認知言語学の視点から― 

九州大学大学

院生   

4 14:30～15:00 劉赫洋 
日本語における一字漢語動詞に関する一考察 

―音訓流通の漢字を中心として― 

関西大学大学

院生 

※ 休憩（15：00―15：30） 

5 15:30～16:00 陳秀茵 
ベトナム語話者を対象にした漢字教育に関する研

究の成果と課題―日本語教育への示唆― 

日本経済大学

大学院生 

6 16:00～16:30 良永朋美 
複言語話者が持つ日本語を「話す」ことに対する

ビリーフ 

九州大学大学

院生 

7 16:30～17:00 崔小萍 重複型デモ構文の意味について 
名古屋大学大

学院生 

8 17:00～17:30    

 

※ 発表は質疑応答を含めてお一人 30分です。時間を厳守してください。 

※ 実際発表者数により発表時間の伸縮があり得ますが、その辺は座長に一任します。 

※ 発表は前半と後半に分けていますが、座長は交替でしていただきます。 

※ 分科会開始前に「座長報告書」を分科会ごとに配布しますので、座長は分科会終了後、実際 

の発表者数や簡単な発表状況を報告書に記入して、事務担当者に渡してください。 
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中国語を母語とする日本語学習者の発音習得に関わる個人要因について 

 

九州大学大学院生 末延麻子（Suenobu Mako） 

 

 第二言語を学習する際、学習者によって習得に差が生じる。特に発音習得においてはその差が顕著

に現れ、母語話者のような発音を習得する学習者もいれば、母語の訛りが残っている学習者もいる。

このような学習者の発音習得を左右するのは、様々な「要因」の違いではないだろうか。個人差に影

響を与える要因といえば、「学習開始年齢」、「母語」、「言語適性（language aptitude）」、「性格」、「学

習動機」、「学習環境」、「学習ストラテジー」、「使用する教材」、「教師」など、様々なものがある。 

 日本語学習者の発音習得（アクセントやイントネーション習得も含む）については多くの研究が行

われており、発音習得度が高い学習者のストラテジーや学習動機に注目したもの（小河原, 1997; 呉

ら, 2016）や、学習者の母語別に日本語の発音習得の研究を行ったもの（戸田, 1999; スィリポンパ

イブーン,2008; 谷部ら, 2010; 劉, 2010）などがある。しかし、上述した通り発音習得の個人差に影

響を与える要因は実に多岐に渡るものであり、それぞれの個人要因や、その関係についてさらに詳し

く分析する必要があると考える。また、個人要因と発音習得度の関係を明らかにすることで、より多

角的に学習者の分析を行うことができる。  

 本研究では、中国語を母語とする日本語学習者を対象とし、発音習得と個人要因の関係について調

査を行う。本研究で対象とする個人要因は、１）日本滞在期間、２）学習年数、３）学習機関、４）

日本語レベル、５）使用方言（中国語）、６）発音学習に対する考え方、７）発音学習ストラテジー の

７つである。これらの個人要因についてはアンケート調査により調査を行い、発音習得度については

日本語の音声タスクを用いて調査を行う。アンケート調査はウェブアンケートの形式を用い、質問項

目は合わせて 48項目である。発音習得度の調査においては、中国語を母語とする日本語学習者が困難

とする日本語の発音を含んだ音声タスクを学習者が読み上げ、録音したものを日本語母語話者が評価

するものである。日本語母語話者の評価によって発音習得度を点数化し、最終的にアンケート調査の

結果と合わせて分析を行う。 
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中国人日本語学習者と日本語母語話者のオノマトペ産出語彙の相違 

―上級レベル韓国人学習者との比較も兼ねて― 

                                              

 明星大学大学院生 王彦义 

 

日本語にはオノマトペが多く存在し、幅広く使われている。日本語に対し、中国語は擬声語以外、

日本語のオノマトペに当たる意味を動詞で表すことが多い(瀬戸口：1987)。それもあり、中国人学習

者にとって、感覚的な表現の多いオノマトペを身に付けることが難しいと言われる。 

森光（2007）は、体験性、直観性のあるオノマトペの多用現象は、＜主観的把握＞と関係している

と指摘している。日本語母語話者より、中国人学習者にとって、主観的把握に関わるオノマトペの習

得が難点の一つである。学習者がオノマトペを習得する過程において、どのような中間言語を構築し

ているのか、どのような特徴を持っているのかについて解明されていない点が多い。 

従来、学習者用のオノマトペ語彙表の選定や中国人学習者のオノマトペ習得の難しさを指摘した研

究は多く見られる(三上：2007、陳：2007、曹：2013)。本発表では学習者のオノマトペの産出実態に

焦点を当て、『JCK作文コーパス』（JCKと略す）を利用し、日本語母語話者、韓国人学習者と比較し

ながら、中国人学習者のオノマトペの使用実態(過剰使用語や過小使用語の特徴)を検討する。 

JCK を形態素解析した結果、記号などを除いた短単位語数は 233,771 語である。中、韓、日はそれ

ぞれ 78,089 語、77,908 語、77,774 語である。JCK から、オノマトペを合計 348 個抽出した。産出数

を見ると、中国人学習者（136）＞日本語母語話者（121）＞韓国人学習者（91）となる。異なり語数

を見ると、日本語母語話者（49）＞中国人学習者（38）>韓国人学習者（28）である。 

学習者産出データを当該資料とし、日本語母語話者データを参照資料として、産出オノマトペ各語

の特徴度（対数尤度比の補正値）を算出した結果、ｐ値が 0.05水準以下に限定して見ると、中国人学

習者の過剰使用語は「だんだん、ちょっと、がっかり」で、過小使用語は「しっかり、ごく、しばし

ば、じっくり、ゆっくり」であることが分かる。また、韓国人学習者の過剰使用語は「だんだん」で、

過小使用語は「しっかり」であることが分かる。日本語母語話者と学習者に違った産出傾向が見られ

る。中韓両国学習者は「だんだん」を多用し、「しっかり」をあまり使わないことが分かる。 
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中国語を母語とする日本語学習者の多義語習得に関する実証研究 

―認知言語学の観点から― 

九州大学大学院生 王雋 

 

 多義語は使用頻度が高く、意味範囲が広いなどの理由で、上級学習者になっても習得が難しい項目

だと言われている（Kellerman 1979 など）。従来の辞書記述では、多義語のさまざまな語義は無関係

のようにただ羅列されているが、認知言語学の観点から見ると、それらの語義は、メタファーなどと

いった関連付けによって、一つのネットワークを構築している。そのため、一個一個の語義をそれぞ

れに覚えるよりも、語義間の関連性を理解した上での学習は、多義語の習得を促進するということが

提案された。そして、実際にこの「認知学習」の効果を検証した研究には Csábi（2004）、麻生（2013）

などが挙げられる。しかし、母語に対応している訳語を覚える「対訳学習」と比べると、どれがより

有効なのかはまだ明らかではない。そのため、本研究は中国語を母語とする日本語学習者にとって効

果的な多義語学習法を検証するという目的で、研究課題を「①認知学習は対訳学習より学習効果が高

いか」、「②認知学習は記憶保持の面で効果的であるか」の二つに設定した。 

 研究方法として、学習者を認知群と対訳群の二グループに分け、各自の方法で学習させ、事前テス

トと事後テスト、遅延テストによる得点の差で学習効果を検討するという実験を設定した。テストの

内容は Nation（2001）に従い、受容では対象語を L1に訳すと、産出では対象語を L2に訳すという形

を採用し、森山（2012）の例文を参考に作成した。このような設定に基づき、中国にいる日本語専攻

の大学生 76名に協力してもらい、「事前テスト、学習活動、事後テスト、（2週間後）遅延テスト」の

流れで実験を行った。その結果、課題①について、受容と産出の事後テストでは、認知群の得点が有

意に高かったため、対訳学習より学習効果が高かったと言える。また、課題②について、認知群は事

前テストより、事後テストの得点が有意に伸びたが、遅延テストではまた下がったため、記憶保持の

面からあまり効果的とは言えない。その理由として、本実験では一つの派生義による拡張関係を学習

するだけでは限界があり、語義の意味ネットワークが形成されていな可能性が考えられる。今後はど

のような認知学習活動は意味ネットワークの形成につながるかについて研究したい。 

 

参考文献： 

麻生迪子（2013）「多義語派生義の学習法に関する考察：学習活動・習熟度・透明性の観点から韓国人

日本語学習者を対象にして」九州大学大学院 比較社会文化学府 博士論文 

森山新（編）（2012）『日本語多義語学習辞典動詞編』アルク 

Csábi, S (2004). A cognitive view of polysemy in English and its implications for teaching. 

Cognitive Linguistics, Second Language Acquisition, and Foreign Language Teaching 233-256 

Nation（2001）Learning Vocabulary in Another Language . Cambridge University Press 

Kellerman, E. (1979) Transfer and non-transfer: Where we are now. Studies in Second Language 

acquisition, 2(1), 37-57 
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日本語における一字漢語動詞に関する考察 

——音訓流通の漢字を中心として― 

関西大学大学院生 劉赫洋 

 

現代日本語における漢語動詞のうち、「整理」「分析」などのような二字漢語動詞が絶対的な地位を

占め、日常語として存在することは言うまでもないことであろう。その一方、一字漢語からなる動詞

の存在感はきわめて希薄であるように見える。ところが、いわゆる一字漢語動詞は意外なほど多く存

在するだけでなく、日常会話はともかく、新聞、記事、国会などを多岐にわたって活躍している。例

えば、漢字「愛」「喫」、「帰」「煎」などが語尾の「する（ずる）」との結合で成り立った「愛する、喫

する/帰する、煎ずる」はそれに当たる。そのうち、「愛」「喫」などの漢字は音読みしか持たないのに

対し、「帰」「煎」は音読みと訓読みを両方持っており、いわゆる「音訓流通」の漢字が一漢語動詞の

語基となる。こういった特徴から、音訓流通の漢字からなる一字漢語動詞は日本語における動詞の体

系に特別な位置づけになっているといえる。また、同じ音訓流通の漢字で成り立っている異なる形態

（帰納/帰する/帰る、煎餅/煎ずる/煎）において、意味的には一字漢語動詞の語基はどのように位置

づけられているかといった点についても注目する必要があると思われる。 

本発表は、『新常用漢字表』を対象とし、まず日本語における動詞的な漢字の分布を概観することを

試み、そのつぎ、音訓流通の漢字に焦点を当て、日本語における一字漢語動詞の機能を考察した結果

を報告することを主な目的とする。さらに、分析した結果および日本語の「和漢相通」という特徴に

基づいて構築した『一字漢語対応リスト』の報告をもしてみる。微力ながらも日本語の指導者および

日本語学習者に一助となれば幸いである。 

【キーワード】 一字漢語動詞 分布 音訓流通 和漢相通 
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ベトナム語話者を対象にした漢字教育に関する研究の成果と課題 

―日本語教育への示唆― 

 

日本経済大学大学院生 陳秀茵 

xy-chin@hg.jue.ac.jp 

 

ベトナム人日本留学生の数は、2014年から中国の次に 2番目に多い（日本学生支援機構の「外国人

留学生在籍状況調査結果」による）。ベトナム語話者にとって、日本語学習の上で最も困難と感じやす

いのは漢字学習であると思われている。それで、ベトナム語話者の特性を把握し、彼らに対する効果

的な指導法の模索に関する研究が進められている。本発表では、日本語教育に資する形で、ベトナム

語話者を対象とした漢字指導に関する研究の成果を整理し、今後の研究課題と可能性を示す。 

現代ベトナム語において表記としての漢字が使用されることはほぼないが、漢語由来の語彙は語彙

全体の 7割程度を占めると思われている。その説を受け、ベトナム語話者への漢字指導研究には、漢

越語と漢越音に注目したものがほとんどである。それらの研究には、ベトナム語話者が漢字を学習す

る際に、漢越語と漢越音知識がどのように影響するかについて検証した研究と、ベトナム語話者が漢

字学習についてどのように考えて、どのように勉強するかを調査した研究がある。研究成果は次のよ

うにまとめられる。 

漢越語知識は日本語の習得に役立つが、特に効果が発揮されるのは中級以降である。その中で、一

対一の語義対応がある場合は漢越語知識からの正の転移が見られるが、対応していない場合は負の転

移か、漢越語知識を利用しない傾向がある。また、日越の音韻類似性が高い単語の場合には、日本語

の音韻表象の活性化に伴ってベトナム語の音韻表象も活性化することによって意味処理が促進される。

そのため、日本語教育現場では積極的に漢越音を記憶するという漢字学習ストラテジーを指導したほ

うがよいといったことが明らかになった。 

以上の結果を踏まえ、本発表では、より早くベトナム語話者にとって効果的な漢字指導方法を得る

ために、数多く蓄積されている①日本語教育における中国語話者、韓国語話者を対象にした漢字指導

研究の成果と、②中国語教育におけるベトナム語話者への漢字指導研究の成果を活用することを提案

する。さらに、それらの成果を活用するためには、日越中韓 4カ国の漢字体系（形、音、義）を構築

する重要性を主張し、研究の可能性と方向性を簡単に示す。 
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複言語話者が持つ日本語を「話す」ことに対するビリーフ 

 

九州大学大学院生 良永朋実 

 

言語学習ビリーフ(以下、ビリーフ)とは、「言語学習の様々な側面・次元について、学習者が

抱く信念の総体(Horwitz1987)」を指す。学習者と教師のビリーフが一致しない場合、学習者の

学習動機の低下や、習得の阻害、使用する学習ストラテジーなどに影響を及ぼすと考えられてお

り(Horwitz1987)、学習者と教師の双方のビリーフを分析することは日本語教育の現場に重要な

情報を与えるとされている（木谷 1998）。また、これまでのビリーフ研究では、国や地域、母語

を限定し、質問紙を用いた量的研究が多く行われてきたが、人々の移動に伴い学習者の背景も多

様化している現在、日本語学習開始までに複数の言語を習得している学習者も少なくない。しか

し、このような学習者のビリーフに注目した先行研究はほとんどない。さらに、日本語教育にお

けるビリーフの先行研究は、ほとんどが日本語学習全体に対する学習者と教師の考えを調査した

ものであり、4 技能の 1 つに着目したものは少なく、中でも「話す」ことに焦点を当てた研究は

極めて少ない。 

そこで本研究では、複言語を背景にもつ学習者の日本語を「話す」ことへの自信、「話す練習」

に対するビリーフ、及びこれらが彼らの複言語背景の中でどのように形成されたのかを明らかに

することを目的とする。「複言語を背景にもつ日本語学習者」は、「母語及び日常使用言語を 2つ

以上持ち、第 3言語以上として日本語を学習している者」と定義し、日本語学習者 4名のインタビ

ュー内容を事例として質的分析を行う。 

対象者はいずれも幼少期から母語以外の言語との接触頻度が高く、地域の特性から学校教育で

も複言語の学習機会に恵まれ、日常生活においても複言語使用の必要性があり、それらの使い分

けに慣れている。そのため、母語以外の言語学習への積極性も高く、習得への自信も高い。さら

に、どの対象者も自身の日本語の 4 技能のうち、「話す」能力について最も強い自信を持ってい

る。その一方で、自身の誤用に対する容認度が高く、正確性よりも実用性を求めている。「話す

練習」に関しては、日本語母語話者教師から学びたいという希望に加えて、教師としての経験や

専門知識の有無も重視している。自身の複言語能力と言語習得の成功体験、それらに対する自信

や誤用への寛容性が積極的に「話す」ことに繋がり、言語的距離がある日本語においても「必ず

話せるようになる」というビリーフを形成することに繋がっているのだと考えられる。 
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重複型デモ構文の意味について 

 

名古屋大学大学院生 崔小萍 

 

本稿は中国人日本語学習者のための日本語教育という観点から、日中対照研究を通じて重複型デモ

構文の意味を中心に記述するものである。また、それと関連する「デモ」や「～モ～モ」の意味にも

触れていく。 

重複型デモ構文とは「読んデモ」のような五段動詞に後接する接続助詞の「デモ」や「それでも」

から省略した接続詞の「デモ」を除き、形式と意味の結びつきが慣習的になっており、構成要素とし

て同じ性質（主にとりたて助詞）を有する「デモ」が反復して使用され、一つの「デモ」からは厳密

に文の全体の意味を予測できない文である。 

（1）だから、むしろ、船内を歩き廻った方が自然で、安全だと思うのです。東北新幹線の中でも、

東北本線の特急列車の中でも、そうして来ました。 

（日中文学作品対訳コーパス:西村京太郎『札幌着 23時 25分』） 

还不如在船舱里各处转转比较自然，也比较安全。在东北新干线的车上和东北本线的特快列车

上，我们都是这样做的。 

 （日中文学作品対訳コーパス:祖秉和译《列车 23点 25分到札幌》） 

例（1）は「東北新幹線」と「東北本線の特急列車」の両方という解釈だと全部列挙となり、「ほか

のところでもそうしてきた」という解釈だと部分列挙とも捉えられる。その中訳は“都”であり、「～

デモ～デモ」は“都”の持つ意味のうち「全部列挙」、「部分列挙」、「無条件」の三つに対応するのに

対して、「～モ～モ」は「全部列挙」の意味しか持っていない。そのため、中国人学習者にとって日本

語の「～モ～モ」と「～デモ～デモ」は混同されやすくなる。 

一方、「～デモ～デモ」と対応となる中国語は“都”のみならず、日中文学作品対訳コーパスにおけ

る 100部の現代日本小説の中訳を整理して、その結果 146種類の訳語が挙げられ、11グループに分類

できる。これに対して、疑問詞の有無と位置によって重複型デモ構文を 5分類し、さらに 10種類に下

位分類ができる。本稿は T スコアと MI スコアの計算により、重複型デモ構文の 10 種類の表現と 11

グループの中訳との日中対応関係を明らかにした。 
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第六分科会 

 座長： 安井裕司、崔粛京 

 

順

番 
時  間 発表者 論文タイトル 所  属 

1 13:00～13:30 安井裕司 

グローバリゼーションにおける「フラット化」と

可視化：日本における外国人労働者の受容と送り

出し国の不均衡発展 

日本経済大学 

2 13:30～14:00 孫 振 
中国自動車市場における合弁パートナーの選択問

題に関する実証分析 

早稲田大学大

学院生 

3 14:30～14:30 朴占玉 「日流・韓流」の影響を受けた中国語 魯迅美術学院 

4 14:30～15:00 李  娜 
メディアによって構築された地域イメージに関す

る考察 

立教大学大学

院生 

※ 休憩（15：00―15：30） 

5 15:30～16:00 崔粛京 
地域社会における多文化共生の現状と課題 

―岩手県を中心に― 
富士大学 

6 16:00～16:30 王勇麗 
高齢社会に見る大学の新しい役割―高齢者教育と

高齢者の再社会化― 

北京外国語大

学北京日本学

研究中心院生 

7 16:30～17:00 王慧捐 
日本における小売研究焦点の変化―小売業態研究

から小売ブランド研究へ― 

法政大学大学

院生 

8 17:00～17:30 李昌玟 植民地朝鮮における日本企業の立地分析 
韓国外国語大

学校 

 

※ 発表は質疑応答を含めてお一人 30分です。時間を厳守してください。 

※ 実際発表者数により発表時間の伸縮があり得ますが、その辺は座長に一任します。 

※ 発表は前半と後半に分けていますが、座長は交替でしていただきます。 

※ 分科会開始前に「座長報告書」を分科会ごとに配布しますので、座長は分科会終了後、実際 

の発表者数や簡単な発表状況を報告書に記入して、事務担当者に渡してください。 
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グローバリゼーションにおける「フラット化」と「可視化」：日本における外国人労働者

の受容と送り出し国の不均衡発展 

 

日本経済大学 安井裕司 

 

日本の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法（出入国管理法）の一部の改正案が 2018 年 12

月に参院本会議で可決し、日本政府はこの法律によって新たに在留資格「特定技能１号」「特定技能 2

号」を作り、2019 年 4 月から単純労働者として９カ国（ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、

インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル）から５年間で計約 34万 5千人の外国人を受

け入れることになった。 

 しかしながら、アジア各国は高度経済成長期に入っており、日本と旧発展途上国は「フラット化」

（T.フリードマン）され、経済格差は年々縮小されている。それでは、なぜ、労働者は日本に来ると

されているのであろうか。従来の外国人労働者の受け入れ方式であった「外国人技能実習生」を例に

すれば、2018年度末において、328,360人の総数の内 164,499（50％）はベトナムであり、77,806人

（24％）が中国であり、両国は高度経済成長を遂げている。 

 経済的に豊かになりつつある国々から労働者が日本に来る理由として、グローバリゼーションが導

く「フラット化」によって国境を越える労働が「可視化」されている事実に着目したい。19世紀のフ

ランスの思想家アレクシ・ド・トクヴィルはフランス革命をフランスの「平等化」の過程の中で、引

き起こされたと見なしたが、今日、国家間の格差が縮小されているからこそ、先進国と旧途上国との

差が「可視化」され、日本への労働が（送り出し国の人々に）魅力的に映るという現象が生じている。 

事実、ベトナム人の元実習生へのインタビューから、外国語（日本語）を習得の費用と時間が必要

であり、渡航費を支払える程度に豊かになっら大都市近郊の（ローアー）中間層の人々が外国で働く

ことを選択する傾向がある。 

しかし、グローバリゼーションのよって各国内が不均衡発展（格差化）している事実も看過できな

いであろう。ベトナムの富裕層の子弟は先進国に留学に行くことはあっても、単純労働者にはならな

い可能性が大きい。また、最下層も、初期投資が支払えないために海外では働けないと言えよう。一

方で、グローばリゼーションの中で先進国の価値を部分的に共有し、自国の格差化の中で富裕層なれ

ない人々によって、日本や先進国で働くことが「逆転の成功」としての見なされ、一つの選択肢とな

っている。 
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中国自動車市場における合弁パートナーの選択問題に関する実証分析 

 

早稲田大学大学院生 孫振 

 

中国の WTO加盟に加え、1990年代末の中国自動車産業の規制緩和に従って、多国籍自動車メーカー

が中国市場に次々と進出している。一方、外資系自動車メーカーは中国市場に進出する場合、中国政

府の規制により単独進出が認められず、地場メーカーとの合弁事業を行うことが求められている。ま

た、外資系メーカーが地場メーカーと提携できる企業数は 2社までに制限され、合弁企業への出資比

率は 50%を超えることは許されない。それに対し、中国側は、合弁相手数に制限なく、何社とでも合

弁できる。それゆえ、外資系自動車メーカーにとっては中国市場で合弁パートナーを選択するチャン

スは 2回までしかない。よって、多国籍自動車メーカーは中国市場に進出する際に、地場メーカーの

中から合弁パートナーをいかに選択するかという問題に関心を持つに至った。 

また、これまでのパートナー選択に関する研究は合弁パートナーの選択基準と選定理由を分析した

際、いずれも主体的な意思決定に絞って研究しているが、外部有力者（政府など）の影響力がパート

ナーの選択行動にどのように影響を与えるかに関する現実的な分析が少ない（向,2011）。そして、先

行研究では、特定の業界でパートナー選択問題について言及した事例研究も見られるが、それに対し

ての実証研究はまだ見つけられていない。こうした中国自動車産業のような特定の業界における多国

籍自動車メーカーの合弁パートナー選定要因を考察したいというのは、本研究の問題意識であった。 

本稿では国際戦略的提携のパートナー選択に関する多国籍企業の視点を中心に、企業間の資源補完

を重視する資源ベース理論、過去の協力経験を重視するネットワーク理論及び取引コスト理論を理論

ベースにして、多国籍自動車メーカーが中国市場で提携パートナーの選択問題に関する実証分析を試

みた。そして、本稿で取り扱うデータについては、『中国汽車工業年鑑』（1993～2015年版）に基づき、

収集した。分析対象企業としては、データの入手可能性に鑑み、中国自動車完成車メーカーの中から

50社を選択した。分析手法としては二項ロジスティック回帰分析を採用した。 
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「日流・韓流」の影響を受けた中国語 

 

                         魯迅美術学院 朴占玉 

 

「日流」という言葉は中日外交正常化以来日本の大衆文化の伝来からできた言葉で中国への影響は

主に日本のアニメや漫画などがあり、それで日本語の学習ブームと日本への留学をもたらした。90年

代の後期から始まった「韓流」というのも韓国の大衆文化を表す言葉で、現在でも「韓流」が中国で

盛んになっている。 

「日流」と「韓流」についての研究は文化の面においては多いが、言語学の面においてはまだ未熟

な状態である。 

古代から中国と隣国である朝鮮半島と日本は自らの文字を持つ前まで中国語の漢字を借用した歴

史があり、中国語は日本語と韓国語の文字創製だけでなく語彙、文法などにも大きな影響を及ぼした。

中日韓三カ国が漢字圏の歴史を共有しているからこそ現在中国語が「日流」と「韓流」のブームで日

本語と韓国語から多種多様な借用語を引き受け、また「日流」と「韓流」の影響で外来語の表現形式

にも言語の変化をもたらした。 

本研究はアプリケーションを利用して借用語と外来語の使用語彙のデータを収集した。「日流」に

ついては漫画、アニメ、バラエティ番組にかかわる記事と字幕の訳などを使用した。そのデータで日

本語の影響を受けて中国語に定着された日本語の借用語と外来語を分析した。「韓流」については

k-pop、バラエティ番組にかかわる記事をめぐって語彙の収集を行い、韓国語の影響を受けた中国語の

借用語及び外来語について分析した。両言語の影響を受けて新出した借用語と外来語の語彙の使用率

と定着度について年齢別にアンケート調査を行った。 

その結果、借用語の使用率の面においては若い年齢層の使用度が高くて、年輩の方でもネットをよ

く使う人なら一定の言葉は定着されている結論を得た。外来語においては中国語の固有の語彙の代わ

りに音訳された外来語の使用率が高くなったことが明らかになった。また、特定の語彙に限っては英

語をそのまま使う現象があることも明らかになった。 

ＩＴ産業が非常に速いスピードで発展しつつある現在、言語接触の方法もネットのおかげで多様化

され、中国語のような長い歴史を持っている強言語が弱言語に一方的に影響を与える時代ではなく、

相互的に影響を及ぼすグローバル化時代であることが明らかになる。 

【キーワード】日流 韓流 言語接触 借用語 外来語  
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メディアによって構築された地域イメージに関する考察 

―中国延辺朝鮮族の食を中心に― 

 

立教大学観光学研究科院生 李娜 

 

地域イメージとは、外部からのメディアの力はもちろんのこと、さらにマクロな社会経済的変化や

消費文化の変容、地域の事情やアイデンティティ形成などのせめぎ合いの「表出」である。旅行に行

く前、その旅行地のイメージを私たちはガイドブックやインターネット、テレビなどのメディアから

得る。また、ある地域の情報を発信するのはテレビなどのマスメディアのほか、地元の人々も、自分

たちの情報や地域のイメージを発信する。さらに、地元を訪ねた外部の人々もその地域のイメージを

構築することもできる。その結果、地域という場所を介して、さまざまな人やメディアがイメージや

情報の生産・発信と消費を繰り広げているのである。本研究では、そうした、メディアと文化のあり

方を、「地域」という対象から考えてみたい、特に食を挙げて論じたい。 

本研究の調査対象は中国・延辺の朝鮮族であり、彼らにとっての「現代食」は、伝統的な朝鮮半島

料理、百年余もの間漢族・満族など他の東北諸民族とともに開拓をしながら融合させた料理、また、

近年の韓流ブームを背景とした韓国料理がバランスを変えながら共存している。そこで、本研究では

メディアとしてガイドブック、地域の宣伝ビデオ、インターネット上の口コミ情報を挙げることによ

って、それぞれかみられる延辺の朝鮮族の食のイメージを比較した。結論として、ガイドブック、地

域の宣伝ビデオの地元（ホスト）から発信するメディアによる食のイメージは朝鮮民族の「伝統食」

を強調するものがメインであった。その反面、観光客（ゲスト）からみられるものは「現代食」に近

い。さらに、このホスト側とゲスト側それぞれ表す違いとさらい相互作用について論じた。最後に、

これらのメディアによって構築された延辺の地域イメージについて考察した。 

現在に至るまで、中国朝鮮族に関する研究の中、食を中心とした研究はまだ数少ない。また、地域

研究としての延辺を中心とした研究は、今まで日本では注目されていない。したがって、本研究は、

日本における中国朝鮮族に関する研究分野に新たな議論の場を提供するし、延辺の朝鮮族文化的アイ

デンティティの再構築に示唆を与えることも考えられる。 

キーワード：メディア、地域イメージ、朝鮮族、食 
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地域社会における多文化共生の現状と課題―岩手県を中心として 

富士大学 崔粛京 

 

 最近日本では外国人が集住する都市や地域を中心として多文化共生という言葉が多く聞かれるよう

になった。その背景には 1970年代から南米をはじめ多くの外国人労働者が日本社会に定住しはじめた

のが発端となるが、その後特に近年少子高齢化が進み、経済のグローバル化と人の国際移動が活発化

している中で、外国人の受け入れを拡大･促進する仕組みが日本政府から打ち出されたことにある。こ

うした経緯を踏まえ、2006年 3月総務省は多文化共生について「国籍や民族等の異なる人々が互いに

文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていく」

と定義した。 

多文化共生という言葉の起源は、神奈川県川崎市である。川崎市は在日韓国・朝鮮人が多く暮らす

地域で、外国人との「共生」を施策の中に位置付け、市民による外国人住民支援の活動を活発に展開

してきた。そうした中 1980年代から新たな文化的背景を持つ外国人が増加することで、「多文化」「多

民族」の共生を意識するようになり、1993年の「開発教育国際フォーラム」をきっかけとして初めて

日本の新聞に「多文化共生」という言葉が登場した注１。その後、1995年 1月の阪神・淡路大震災で被

災した外国人への支援活動をきっかけに発足した「多文化共生センター」が活動の理念として「多文

化共生」を掲げたのでこの言葉が全国に広まるようになったとしている。 

 これまでのこうした経緯から日本における「多文化共生」という言葉は、市民による外国人住民支

援の活動という草の根レベルを中心に使われていたが、現在は政府レベルで政策スローガンとして掲

げられるようになっている。その結果、地方自治体における多文化共生の取り組みが全国的に展開さ

れ、多文化共生社会の推進のための基礎づくりが重要な課題として位置づけられた。 

 本論では地域における多文化共生の現状を把握・整理し、現実を直視しながら課題解決に向けての

有効な視点をみつけたいという考えから主に岩手県の多文化共生の現状と課題について考察する。岩

手県のグローバル化は、特に東日本大震災津波発災以降、「岩手の開国」とも言われるほど規模とスピ

ードで進行している。東日本大震災後、復興や地域づくりの担い手となる外国人労働者が増加し、外

国人観光客も急増している。また 2019年のラグビーワールドカップが岩手で開催し、近い将来実現を

目指している国際リニアコライダー（ＩＬＣ）誘致等に対応するため、さまざまな分野での多様な外

国人受入体制の整備が必要とされている。例えば、外国人県民等が日本で暮らしていく上で、文化や

習慣などについての相互理解、日本語習得等の言語の課題、生活情報の多言語対応等の課題である。

こうした問題を視野に入れ、ここでは主に岩手県の多文化共生における課題を「コミュニケー ション

支援」、「生活支援」等の分野から考察する。 

注１：山田貴夫『川崎における外国人との共生のまちづくりの胎動』（都市問題、1998年 6月） 
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高齢社会に見る大学の新しい役割   

―高齢者教育と高齢者の再社会化― 

 

北京外国語大学 北京日本学研究中心 院生 王勇丽  

 

社会化の概念がよく青少年が大人になっていく過程で、社会行動様式や規範、社会的役割などという社会

性を習得することをいう。そして、会社人間として勤めてきた定年高齢者にとっては、再び社会に再参入する

接点や方法もなく、自分が社会のために何ができるかについてもよくわからない状態にあるのは、少なくはな

いだろう。つまり、定年高齢者も同じく、改めて社会性を再構築する必要性がある。が、青少年が成長していく

過程に生産性が見えてくると違って、高齢者は老いていく過程では、生産性や身体的機能を失っていく過程

となる。なので、高齢者が老いていく過程と、青少年が成長してくこととは方向は逆だが、過程がよく似ている

にもかかわらず、あまり注目を集めっていなかった。 

人間の寿命が飛躍的に伸びており、65 歳に職場から引退しても、残り 15 年以上、女性の場合は、定年年

齢が夫よりも低い傾向があること、そして、男性よりも寿命が長いこと等の理由により、20 年以上もの間が従来

のライフサイクルからすると「引退」の時期と位置付けられる。数多くの高齢者にとって、二倍になった人生に

向けて、どう生活すればいいかは問題の中心となる。 

多くの高齢者に不安を与えた根本的な原因は「人生が長くなったと同時に、社会化の場が解体・社会的期

待が曖昧」になったことでしょう。伝統的な社会化の「場」というと、家庭、学校、職場、同輩集団やコミュニティ

などがある。社会構造全体の変化により、伝統的な老年期ライフスタイルが通用できなくなった。核家族化や

コミュニティ関係の疎遠化の進展、職場と離れたら、社会との連携も大幅に切られて、地位と権威の喪失に陥

る。家庭やコミュニティの解体、個人化の発展により人間関係の疎遠化などによって、高齢者再社会化の「場」

も崩れていく。 

学校が重要な社会化の「場」として、人を社会化させるのに大きな役割を果たしている。なので、

本文では、定年高齢者の再社会化に、高齢者大学がどんな役割を果たしている、また、高齢者教育が

高等教育との協力の可能性を検討していきたい。 
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日本における小売研究焦点の変化 

—小売業態研究から小売ブランド研究へ— 

 

法政大学大学院生 王慧娟 

 

これまで、日本では百貨店をはじめ、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、専門店など、

様々な業態が生まれてきた。ここ数年では、ドラッグストアで食品や日用品が買える、家電量販店でも食品や

日用品が買えるというように、業態の垣根がなくなりつつある。そして、インターネットとスマートフォンの普及に

伴い、消費者はいつでもどこでも買物することが可能になり、小売競争が激しくなっている。 

本稿では、これまで小売業態対に関する研究を概説的に整理し、小売ブランドを中心に考察する。特に小

売ブランドによる実務的、理論的側面でのインパクトについて考察を進めることが目的である。それは、消費

者に商品を提供する際の形態の１つだけに限定されず、過去の研究の枠組みを超え、小売研究の新しい視

点提供を試みるものである。 

まず、小売業態に関する先行研究をベースに、これまで研究されてきた曖昧な業態の概念、流通研究にお

ける業態概念研究の 2 つアプローチ、さらに消費者行動研究における消費者の業態認識と業態選択研究に

ついての理論的検討を行い、小売業態の捉え方の問題点を指摘する。 

そして、小売研究の新たな捉え方として、小売ブランドに焦点を当て、日本における小売ブランドの先行研

究を企業視点と消費者視点で整理する。それと同時に、デジタル化による流通アンバンドリング（元来店舗が

取りまとめていた「流通機能の束」の分解）に焦点を当て、企業はいかに消費者ニーズに合わせて分解された

流通機能を再構築し、小売ブランドを構築するのかについて研究する必要があると思われる。業態の境界が

曖昧になりつつある状況で、消費者の小売業態認識の手がかりとして小売ブランドは 1 つの有利な指標にな

ると考えられる。 

結論として、現在までの研究の関心領域は企業視点からの小売業態研究であったが、消費者視点からの

小売ブランド研究の有効性が示唆された。これを踏まえ、今後取り組むべき課題として事例研究と定量的研

究を行う必要がある。 
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植民地朝鮮における日本企業の立地分析 

 

韓国外国語大学校 李昌玟 

  

 本稿の目的は、1940年の朝鮮における日本企業の空間的分布を把握し、そこから産業の地形を形成

した要因を明らかにすることである。 

本稿は、朝鮮総督府が発行した『朝鮮工場名簿』１ら 1940年に存在した 7,148個の 

工場について、その位置、主要品目、工場主の国籍などのデータを利用した。工場の位置は、1932年

度行政区分に基づいて 234個の府・郡に分類し、産業の分類は、『朝鮮工場名簿』の 10個の大分類に

加えて、Arimoto & Lee (2014)2から産業の下位分類の 73個を参照した。また、工場主の国籍は、『朝

鮮工場名簿』に記入された工場所有者の氏名から判別した。 

 このようなデータに基づき、1940年の朝鮮における工場の空間的分布を概観すると、まず京城、釜

山、大邱、平壌、北青、仁川などの大都市では様々な産業が集積していた。さらに、産業別に工場が

多く集まった地域がそれぞれ異なることや地域ごとに特定産業が特化していたことも確認できた。こ

れらは特殊な立地条件を持つ産業の特性、そして特定地域が持つ地理的条件などが反映された結果だ

と推定できる。 

 例えば、主に北部と東部の海岸地域では化学工業、南部と西部に属する地域では食料品工業が特化

されたところが多かった。また、地理的に偏在された資源の分布のため、窯業、製材及び木製品工業、

金属工業などに特化された地域もあった。国籍別にも異なる工場の地理的分布が確認できた。日本人

の場合は機械器具工業、印刷及び製本業、製材及び木製品工業、瓦斯及び電気業において、韓国人の

場合は化学工業、紡織工業、食料品工業、窯業において、高い市場シェアを持っていた。 

 本稿では、1940年の朝鮮における日本企業の空間的分布について、様々な経済指標を用いた統計的

な分析を試みる。このような分析は、1940年の朝鮮における工業化が具体的にどのような過程を経っ

て展開されたのかを客観的に捉えら端緒を提供する。以後の研究では、1932年、1936年の『朝鮮工場

名簿』のデータを加え、植民地朝鮮の工場の空間的分布が時系列的にいかに変化していったのかを確

認し、その変化をもたらした要因を明らかにしたい。 

 

朝鮮総督府殖産局 編『朝鮮工場名簿』昭和 15年度版。  
Governor-General of Korea (1942), Chosen Kojo Meibo [Register of Korean Factories] (editions for Showa 15 (1940)). 
1 Arimoto Yutaka & Lee Changmin (2014), Did Japanese direct investment in Korea suppress indigenous industrialization in the 
1930s? : evidence from country-level factory entry patterns, IDE Discussion Paper, No. 450. 
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第七分科会 

座長： 堀江薫、宮崎聖子 

 

順

番 
時  間 発表者 論文タイトル 所  属 

1 13:00～13:30 堀江薫 2019年アイヌ施策推進法の意義と課題 新潟県立大学 

2 13:30～14:00 海村惟一 漢字文化圏における栄西の「心」学について 
福岡国際大学

名誉教授 

3 14:30～14:30 金龍哲 
母が歌い娘が舞う―半島の少女たちが受け継ぐ伝

統文化の保護と継承に関する調査― 

神奈川県立保

健福祉大学   

4 14:30～15:00 郭  珺 
「仁愛共同体」は可能か―梁漱溟『東西文化とそ

の哲学』にふれて― 

法政大学大学

院生 

※ 休憩（15：00―15：30） 

5 15:30～16:00 宮崎聖子 
植民地台湾における処女会創設と中間指導者とし

ての日本人官吏 
福岡女子大学 

6 16:00～16:30 権寧俊 
日本植民地時代の関島地域における「独立基地建

設運動」 
新潟県立大学 

7 16:30～17:00 若月章 戦後日本の対アジア外交の再構築に向けて 
新潟県立大学

名誉教授 

8 17:00～17:30 尹相国 開発戦略と制度の関係 
浙江越秀外国

語学院 

 

※ 発表は質疑応答を含めてお一人 30分です。時間を厳守してください。 

※ 実際発表者数により発表時間の伸縮があり得ますが、その辺は座長に一任します。 

※ 発表は前半と後半に分けていますが、座長は交替でしていただきます。 

※ 分科会開始前に「座長報告書」を分科会ごとに配布しますので、座長は分科会終了後、実際 

の発表者数や簡単な発表状況を報告書に記入して、事務担当者に渡してください。 
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2019年アイヌ施策推進法の意義と課題 

 

新潟県立大学国際地域学部 堀江 薫 

 

アイヌ民族は、江戸時代までにも種々の差別にさらされ生活困窮に苦しむ人々が多数いた。明治時

代以降は、同化政策が進められ、北海道旧土人保護法（1899年制定・1997年廃止）等もあいまって、

さらなる苦難を被った。第 2次世界大戦後も、北海道によるアイヌ生活実態調査等により、生活水準

の低さや高校・大学への進学率の低さが明らかになった。 

法的視点からは、1997年に、二風谷ダム事件判決（札幌地方裁判所 1997年 3月 27日判決）におい

て少数民族性および先住民族性を認める判決が出され、同年、「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統

等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」が施行された。2008年 6月には、アイヌ民族を先住民

族とすることを求める国会決議の後、「とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を

有する先住民族であるとの認識」の下に総合的な施策の確立に取り組むことを表明した内閣官房長官

談話が出された。2009年には、アイヌ政策推進会議および内閣官房アイヌ総合政策室を中心に具体的

施策の実現を図る体制が整備されるようになった。この背景には、アイヌの人々の熱心な取り組みが

みられる。 

こうした流れを受けて、いわゆるアイヌ施策推進法（アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現

するための施策の推進に関する法律）が、2019年 4月 26日に公布され 5月 24日に施行された。同法

は、アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及および啓発、共生社会の実現等を図るも

のであり、アイヌの人々を初めて法律で先住民族と規定したものとして高評価できる。また、第 4条

で、「何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利

益を侵害する行為をしてはならない」と定めていることも、苦難の歴史に鑑みれば評価できるもので

ある。他方、具体的な生活支援策は規定されていないほか、国際人権規約自由権規約第 27条が定める

文化共有権や言語使用権も具体化されているとはいえないなどの課題も指摘されている。先住権をめ

ぐる議論も継続したままである。よって、ここでは、差別の視点を中心に、同法の意義と課題につい

て考察を行うものとする。 
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漢字文化圏における栄西の「心」学について 

 

福岡国際大学名誉教授 海村惟一 

 

明菴栄西（1141‐1215）については、「仁安 3年（1168）、形骸化し貴族政争の具と堕落した日本天

台宗を立て直すべく、平家の庇護と期待を得て南宋に留学。天台山万年寺などを訪れ、『天台章疎』60

巻を将来した。当時、南宋では禅宗が繁栄しており、日本仏教の精神の立て直しに活用すべく、禅を

用いることを決意し学ぶこととなった。 文治 3年（1187）、再び入宋。仏法辿流のためインド渡航を

願い出るが許可されず、天台山万年寺の虚庵懐敞に師事。建久 2年（1191）、虚庵懐敞より臨済宗黄龍

派の嗣法の印可を受ける。同年、帰国。九州の福慧光寺、千光寺などで布教を開始。また、帰国の際

に宋で入手した茶の種を持ち帰って栽培を始め、日本の貴族だけでなく武士や庶民にも茶を飲む習慣

が広まるきっかけを作ったと伝えられる。建久 5年（1194）、禅寺感応寺（出水市）を建立。大日房能

忍の禅宗が盛んになり、天台宗からの排斥を受け、禅宗停止が宣下される。建久 6年（1195）博多に

聖福寺を建立し、日本最初の禅道場とする。同寺は後に後鳥羽天皇より「扶桑最初禅窟」の扁額を賜

る。栄西は自身が真言宗の印信を受けるなど、既存勢力との調和、牽制を図った。建久 9年（1198）、

『興禪護國論』執筆。禅が既存宗派を否定するものではなく、仏法復興に重要であることを説く。京

都での布教に限界を感じて鎌倉に下向し、幕府の庇護を得ようとした。正治 2年（1200）、北条政子建

立の壽福時の住職に招聘。建仁 2年（1202）、鎌倉幕府 2代将軍・源頼家の外護により京都に建仁寺を

建立。建仁寺は禅・天台・真言の三宗兼学の寺であった。以後、幕府や朝廷の庇護を受け、禅宗の振

興に努めた。建永元年（1206）、重源の後を受けて東大寺勧進職に就任。建暦 2年（1212）、法印に叙

任。…建保 2年（1214年）『喫茶養生記』を源実朝に献上した…」という常識的な研究成果がある。 

本研究は、先行研究を踏まえ、『興禪護國論』と『喫茶養生記』に基づき、栄西の「心」学を体得

検証しながら、その同時代の陸九淵（1139-1192）の心学とを比較考証することによって、漢字文化

圏における日本天台密教葉上流の流祖であり日本臨済宗の開祖でもある明菴栄西禅師（諡号千光国師）

の「心」学の本質を明らかにする試みである。 
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母が歌い娘が舞う 

―半島の少女たちが受け継ぐ伝統文化の保護と継承に関する調査― 

 

 神奈川県立保健福祉大学 金龍哲 

 

 本研究は、三浦半島に伝わるチャッキラコに関する実態調査を通して、現地において行事の担い手

によって伝統行事は如何に表象され、また伝統文化の保護と伝承の活動が如何なる意味づけをされて

いるかを、文化多様性の視点から究明することを目的とする。 

チャッキラコとは、神奈川県三浦市三崎の仲崎・花暮地域に伝わる小正月の伝統行事で、浜の乙女

たちが神前に踊りを奉納し、正月の到来を祝う祭礼とされる。1975年に重要無形民俗文化財の指定を

受け、2009年にはユネスコの無形文化遺産に登録されている。踊り手は、園児から小学生段階の女の

子に限定され、特製の衣装を着て扇を手に踊る。20cmくらいの竹の両端に五色の紙を細く短冊に切り、

小さな鈴をつけた「チャッキラコ」と呼ばれる綾竹を持って踊る曲目が 1曲あり、名前の由来となっ

ている。楽器を用いず、音頭取りと呼ばれる女性たちの唄にあわせて踊る。曲目は「初いせ」「ちゃっ

きらこ」「二本踊り」「よささ節」「鎌倉節」「お伊勢参り」の 6曲からなり、全てを総称して「チャッ

キラコ｣と呼ばれる。毎年、1 月 15 日に行われる。朝、海南神社の神主からおはらいを受けた後、家

内安全・商売繁盛・大漁祈願などの願いを込めた踊りを奉納し、午後からは村の家々を踊ってまわる。  

起源については、海南神社の祭神藤原資盈の奥方盈渡姫が村の娘に教えたという伝説、三崎に来遊

していた源頼朝が海辺で磯取りをしていた親子連れの女に踊りを所望したところ「私は年老いたので

代わりに娘に踊らせましょう」と、母が歌い、娘が小竹を持って踊ったとする伝説などがみられるが、

江戸時代中ごろに大漁祈願の祝いの踊りとして定着し、現在に至ったとされる。 

チャッキラコに関する先行研究を渉猟したうえで、行事の参与観察、踊り手、音頭取り、保護会関

係者、行政、学校関係者等を対象とした調査を次の日程で計 5回実施した。第 1回：予備調査（チャ

ッキラコ保存会事務局長インタビュー、三浦市文化スポーツ課、2018年 12月 6日）、第 2回：実地調

査（チャッキラコの参与観察、海南神社、2019年 1月 15日）、第 3回：座談会（音頭取り聞き取り調

査、中崎会館、2019年 2月 8日）、第 4回：踊り手調査（三崎小学校女子生徒 6名、三崎小学校、2019

年 3月 8日）、第 5回調査：学校関係者調査（三崎小学校長インタビュー、三崎小学校、2019年 8月 2

日）。 

本調査は、中国西南地域における少数民族の文化や伝統文化の伝承に関する調査に合わせて日本に

おいて行った地域・伝統文化の保護と伝承に関する調査の一環である。本発表では、上記の調査で得

られたデータに基づいて、小さな漁村の伝統行事存続の事実と伝統文化の保護伝承の意義や課題につ

いて考察する。 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%B4%8E_(%E4%B8%89%E6%B5%A6%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%AD%A3%E6%9C%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E8%8A%B8%E8%83%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%89%E7%B4%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/1975%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E8%A6%81%E7%84%A1%E5%BD%A2%E6%B0%91%E4%BF%97%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/2009%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%96%87%E5%8C%96%E6%A9%9F%E9%96%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%BD%A2%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%BA%E7%94%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8815%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E5%8D%97%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%AD%E7%A5%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%AD%E7%A5%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E9%A0%BC%E6%9C%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
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「仁愛共同体」は可能か—梁漱溟『東西文化とその哲学』にふれて 

                                             

法政大学大学院生 郭 珺 

 

共同体論の有力な議論の中には、個人や一部の集団にとっての善ではなく政治社会全体の共通の善

を核とするものがある。そのような立論は、「共通善（common good）」という、共同体が成立するため

の共通の地盤を提供する点で優れている。しかし反面、そのような共同体論は往々にして理論上の次

元に留まり、現実の社会に結びつきにくいという難点をもっている。本稿で取り上げる梁漱溟は、思

想家として、その出発点から一貫して西洋の自由主義の伝統を批判し、西洋文明の落し子である人間

の内面と外面の乖離を乗り越えようとして、情感性の「仁（仁愛）の関係」を志向しつづけた人物で

ある。このような彼の姿勢は、上で述べた共同体論と基本的な立場を共有している。本稿で検討する

『東西文化とその哲学』はその成果である。したがって、彼の議論は、情感性を基底としつついかな

る政治体が可能か、という問題について大いに示唆を与えてくれるであろう。 

 ところで、一般に、梁漱溟の思想は彼自身の生と不可分だとされている。それゆえ、彼の思想は彼自

身の自伝的著作から読み解かれることが多い。何故なら、梁漱溟にとっての、既存の社会とあるべき

社会との間での居場所は、彼が早年、夢中になった仏教の境界であるとも考えられるからである。そ

れゆえ本稿は、「仁（仁愛）」を介した自己と他者、共同体の問題を、梁漱溟の共同体論から自我論へ

と読み解いてゆく、その前半部をなすものである。     

その際注目すべきは、梁漱溟が『東西文化とその哲学』において人間の原理と見なした「仁（仁愛）」

の情であり、それが共同体の中でいかに機能するのかということを、ベルクソンの『創造的進化』の

中に見てゆく。そして、その共同体と現代コミュニタリアニズムにおける共同体とを比較することに

よって、梁漱溟が理想とする共同体の構造を明らかにしたい。 

最後に、本論では、近代日本の知識人の文明観を検討することによって、久しく先行きが不安視さ

れている文明について再考しようとする。その方法として、戦後にあたり大きな影響力を持った当時

を代表する知識人たちにおいての「近代の超克」を比較対照してみることによって、近代日本の前半

の歴史における文明概念の推移の中に、「仁愛共同体」の新たな一解釈を探ってみたい。 
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植民地台湾における処女会創設と中間指導者としての日本人官吏 

 

福岡女子大学  宮崎聖子 

 

台湾は1895年から半世紀、日本の植民地となった。台湾総督府やその下部組織の州・庁（「内地」

の「県」に相当）は台湾の人々に日本的教化を浸透させる目的で、1920年代末から青年会設置を統制・

管理し、公学校(日本文化や日本語の修得を目的とした初等教育機関)を終えた漢族系住民(以下「台湾

人」と表記）の子どもを収容した。一方、男子より遅れて始まった処女会の創設は、台北州が最も早

くから着手し、それを推進したのが「台湾社会教育の父」と呼ばれた台北州視学、横尾広輔らであっ

た。報告者はこれまで台湾の処女会とその後身の女子青年団について、支配された側から検討してき

た。本報告では、日本人が台湾人女性をどのように教化に取り込んでいったかを、官吏のうごきを中

心に検討する。 

横尾は1889年に群馬県に生まれた。公学校教員を養成する台湾総督府国語学校を卒業すると、台湾

の公学校教員や福州の東瀛学堂長も務めた。その後台北州の郡視学を歴任し、1928年に台北州視学へ

着任する。彼の州視学としての仕事は、社会教育係として台北州の各地域に日本にならった処女会を

創設することであった。もちろんこの決定は、総督府や州の高層の意向を受けてなされたと思われる

が、「異民族」を対象に処女会を推進・設置しえたのは、中間指導者としての横尾の資質によるとこ

ろが大きい。彼は男女隔離の厳しい台湾人に、日本的教育・教化を広めるために公学校女性教員を活

用することとし、まず彼女たちに対する講習を行った。また1929～31年に台北州各地で巡回指導を行

い、処女会の発足を促した。さらに各単位の女子会員から幹部を養成するための講習会も実施した。

講習会では横尾自身も一緒になって語り、踊り、彼女たちのモチベーションを高めていった。 

 

宮崎聖子2003「植民地期台湾における女性のエイジェンシーに関する一考察――台北州A街の処女会の

事例」『ジェンダー研究』6号 お茶の水女子大学ジェンダー研究センター  

宮崎聖子2004「植民地期台湾における女子青年団の展開過程(1931-1935年)」『ジェンダー研究』7号 

東海ジェンダー研究所   

宮崎聖子2013「植民地女性と「国民化」の問題――1940年代前半植民地台湾における女性と青年団」

松田利彦他編『地域社会から見る帝国日本と植民地―朝鮮・台湾・満洲』思文閣出版  

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

日本植民地時代の間島地域における「独立基地建設運動」 

                          

日本新潟県立大学  権寧俊 

 

中国東北地方は、かつて「間島」とよばれ朝鮮人の抗日闘争の根拠地であった。「間島」は一般的

に豆満江（図們江）の北岸地域を「北間島」といい、鴨緑江の北岸地域を「西間島」という。「間島」

は、満州族の発祥の地とされ、他民族の移民を禁じた「封禁の地」であったが、1877年以降、清朝は

この封禁を解除し、朝鮮人がこの地域へ移住するのを許可するようになった。その以降、間島地域へ

の朝鮮人移住が本格化し、経済的政治的な要因で豆満江、鴨緑江を渡ってきた越境朝鮮人が徐々に増

えていた。特に「日韓併合」以後はその数が急増していた。この地域へ移住してきた朝鮮人たちは、

土地を開拓して生活基盤を形成し、子弟教育のため、数多くの朝鮮人私立学校を形成させた。特に、

20世紀初期には近代教育運動が盛んになり、朝鮮人近代学校が形成されるようになった。朝鮮人近代

学校は、朝鮮の民族主義者や宗教団体（大倧教・基督教・天主教等）によって設立された学校が多か

った。これら学校の教育目標の中心は民族教育・軍事教育・宗教教育であった。 

そこで、朝鮮独立運動家たちは各地域の民族学校や民族自治団体を中心に「朝鮮独立基地」を創る

ことを計画し始めた。「独立基地建設運動」は、初期段階では祖国主権を取り戻すための独立軍の人材

養成を基本目標とし、「民族自治」と「民族教育」を重視され、その力量で「武装抗争」を行なうこと

を目指すものであった。また、「日韓併合」と中国の辛亥革命やロシア革命などの影響から朝鮮独立運

動家の内部において「独立基地建設運動」の方法論の相違が生まれ、相互対立するようにもなった。

「保守勢力」と「革新勢力」との対立がはげしく展開し、西間島においても大韓独立団と韓族会との

対立が見られた。さらに「朝鮮独立」路線をめぐる韓国臨時政府との葛藤も深刻化されてきた。それ

が 1930年代以降の満州抗日勢力と韓国臨時政府を分立される結果を招くことになったのである。 

今年は3・1朝鮮独立運動と韓国臨時政府の成立から100周年にあたる年である。そこで本発表では、

新興武官学校を中心に 20世紀初期に行われた「朝鮮独立基地建設運動」を取りあげ、それが朝鮮人独

立運動にどのような影響を与えたのかを考察する。まず、北間島における「独立基地建設運動」を墾

民会・農務契を通して検討する。第２に、新興武官学校を中心に西間島の「独立基地建設運動」につ

いて考察する。第３に、20世紀初期に行われた「独立基地建設運動」が、その後の朝鮮独立運動に与

えた影響について考える。 
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戦後日本の対アジア外交の再構築に向けて 

－国際関係論の立場から Part2－ 

 

新潟県立大学名誉教授 若月章 

 

 戦後７４年を迎えた２０１９年。南北・米朝両首脳会談を踏まえ東アジア国際秩序に変化の兆しが

生まれようとしている。一方、最近の日本外交は東南アジア地域も含む東アジア地域全体の外交にお

いて、単に北朝鮮の脅威や中国の影響力の増大に懸念を示すだけで、東アジアの新たな国際秩序の構

築に向けてビジョンを積極的に示そうとしない。いわゆる「対米追随」による「力の外交」と言わざ

るを得ない。 

国際社会のパラダイムシフトそのものの分析とともに日本の国際社会における関わり方、具体的に

は東アジア地域統合への対応、更に北東アジア地域に関して日本と中・韓・朝の三国関係の改善、東

南アジア地域では中国の影響力の増大に対する対処など、戦後日本の対アジア外交の再構築に向けた

捉え直しの時期に今日来ているのではないか。 

 本報告では先ず、戦後東アジアの国際環境を米中ソの対立関係を「アジア冷戦」として捉え、７０

年以上にわたる戦後東アジアの潮流を歴史的に概観し、冷戦初期の＜アジア的停滞＞から＜アジアの

奇跡＞と言われた開発と経済成長の時代に至る過程とともに、安全保障面での国際緊張についても触

れる。次に戦後東アジアへの日本の関与について「東南アジア」「北東アジア」にわけて解説し、特に

中国の飛躍的な経済成長に伴う総合国力の増進や東アジア地域におけるパワー・バランスの変動によ

り、日本の外交スタンスが大きく揺れていることに言及する。更に日本の近隣諸国との政治外交関係

が、戦後７４年を経てもなお大きな改善が見られぬ状態にある。特に対韓関係は戦後最悪と言われる。

歴史認識問題や領土問題などの課題に対し、現政権の外交方針である＜地球を俯瞰する外交＞や＜積

極的平和主義＞の外交姿勢は東アジアの共生にとってどのような影響を与えたのかについて言及した

い。 

 最後に２１世紀の東アジアを展望する上で、先ず国際関係論的視角から国際社会の秩序原理の理論

仮説から、均衡（balance）体系、協調（concert／cooperation）体系、更に共同体（community）体

系の中で、東アジアとともに日本はどの選択肢を求めることが望ましいのかについて触れ、最終的に

は米中間の調整役、東アジアにおける経済連携の深化、長期的なアジア域内の民主主義の形成に向け

た外交努力、更にアジアが直面する越境課題への物心両面での国際貢献を官民挙げて行うことが日本

にとって、東アジア各国にとっても歓迎される外交選択であることを提言。各国の地域理性及び市民

理性にも期待したい。                  
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開発戦略と制度の関係 
 

浙江越秀外国语学院  尹 相国 

 

18世紀の産業革命以来、世界各国は2つのグループに分かれた。1つ目のグループには、豊かな国、

工業国、先進国（DCｓ）が含まれている。2つ目のグループには、貧困国、農業国、開発途上国（LDC）

が含まれている。先進国の富は、彼らの産業優位と技術優位から生まれたものである。19世紀以来、

知識人達と同じく、政治指導者達は、開発途上国における近代化へのあり方について、検討を続けて

来た。しかし、実際に、東アジアにおいてほんの一部の国だけが、1人当たりの所得水準を先進国の水

準まで上げることに成功した。  

ほとんどの開発途上国において先進国との格差収束に失敗した最大の原因は、政府の不適切な開発

戦略によるものである。第二次大戦後、ほとんど開発途上国の政府は、資本集約型産業を優先する開

発戦略を推し進めた。 

しかし、一国における最適な産業構造は、その国の要素賦存構造によって内生的に決定される。多

くの場合、政府が優先産業に属する企業が、開放的で競争のある市場において自生能力がないのは、

特にこれらの産業が彼らの経済の比較優位と一致しないからである。そのため、政府は、自生能力の

ない企業を支援するため、国際貿易、金融部門、労働市場等に一連の歪んだ政策を導入した。このよ

うな政策の歪みにより、発展途上国において資本集約型産業の確立が可能であるとしても、資源の無

駄使い、レント・シーキングの乱れ、マクロ経済の不安定性などが原因で、経済的に非常に非効率的

となる。その結果、収束（発展途上国の経済指標を先進国の指標と同等のレベルに収束させること）

が起こらない。 

開発途上国の政府の開発への努力は、産業構造のアップグレードと技術更新でなく、要素賦存構造

のアップグレードに焦点を置くものでなければならない。要素賦存構造がアップグレードされること

により、利潤動機と競争圧力が会社の技術更新と産業アップグレードにつながる。要素賦存構造のア

ップグレードとは、より早く資本（人的資本と物的資本）を蓄積することを意味する。資本の蓄積は、

一国における経済的余剰（或いは、利益）と貯蓄性向の如何によるものである。開発途上国が比較優

位を持つ産業を発展さることにより、その国では最大の経済的余剰と最も高い貯蓄性向を有すること

になり、可能な限り最高水準の要素賦存構造のアップグレードを達成できる。 

企業による産業・技術の選択は、資本、労働力、天然資源等の相対価格によって異なる。ゆえに、

一国の価格構造が、資本、労働力、天然資源などの相対的豊富さを反映できる場合のみ、企業は比較

優位に基づき、産業と技術を選択することができる。価格が競争市場によって決定される場合にのみ、

価格構造は各要素の相対的な豊富さを反映する。したがって、経済発展のための政府の主な役割は、

良好な市場機能を維持することである。 
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第八分科会 

  

座長： 加藤三保子、小松麻美 

座長：金光林、李先瑞 

 

順

番 
時  間 発表者 論文タイトル 所  属 

1 13:00～13:30 加藤三保子 
手話とろう者社会：アジア太平洋地域における

手話語彙調査から 

豊橋技術科学

大学 

2 13:30～14:00 菅陽子 
日本語学習者への自己調整学習支援に関する一

考察 

東北大学大学

院 

3 14:30～14:30 小松麻美 
日本語授業における日韓バイリンガル連詩の創

作活動に関する実践報告 
蔚山大学 

4 14:30～15:00 飯嶋美知子 『日本語能力試験 公式問題集』の分析 
北海道情報大

学 

※ 休憩（15：00―15：30）              

5 15:30～16:00 金光林 比較文学の観点から見る良寛と貞心尼の歌物語 新潟産業大学 

6 16:00～16:30 
ニイ ウェ

イ 
ノーベル文学賞と莫言 常葉大学 

7 16:30～17:00 李先瑞 与謝野晶子の女性解放思想の内核 
浙江越秀外国

語学院   

8 17:00～17:30 池孝民 玄相允の日本留学時代 商丘師範学院 

 

※ 発表は質疑応答を含めてお一人 30分です。時間を厳守してください。 

※ 実際発表者数により発表時間の伸縮があり得ますが、その辺は座長に一任します。 

※ 発表は前半と後半に分けていますが、座長は交替でしていただきます。 

※ 分科会開始前に「座長報告書」を分科会ごとに配布しますので、座長は分科会終了後、実際 

の発表者数や簡単な発表状況を報告書に記入して、事務担当者に渡してください。 
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手話とろう者社会：アジア太平洋地域における手話語彙調査から 

 

豊橋技術科学大学 加藤三保子 

 

 手話は、その表現形式がジェスチャーやパントマイムと類似していることから、インターナショナ

ルな身振りと思われがちである。しかし、手話は世界共通ではなく、各国にその国の母語に基づいた

手話が存在する。近年、一般社会においても手話とろう者に対する理解はかなり深まってきたが、手

話の学術的研究は 20世紀後半に始まったばかりであり、手話の言語特性はまだ十分に解明されていな

い。 

 このような状況下においても、グローバル社会の到来で日本を訪れる外国人ろう者や、海外へ渡航

する日本人ろう者は年々増加している。世界各国のろう者の交流がますます深まる昨今、他国の手話

表現を知り、その背景にある独自の文化やものの見方に触れることはとても大切なことである。特に、

日常生活に関わる語彙や地名、人名などにはその国独自の表現があり、これを学んで相手国の文化に

触れることは、異文化理解・多文化共生の観点からたいへん重要であり、かつ、現代情報化社会に必

要な手話語彙数の拡大への期待も大きい。 

 この発表では、アジア太平洋諸国を訪問して現地のろう者による手話表現を収集したデータを基に、

手話を対照言語学的観点から研究した結果の一部を発表する。具体的には、「男」「女」「家族」などの

人間関係をあらわす語彙、「トイレ」「テレビ」「新聞」など日常生活の必需品、「だれ」「何」「いつ」

などの疑問詞、日常会話で頻繁に使われる「ありがとう」「はい」「いいえ」などの表現を調査した。

収集したデータを見ると、日本手話とは大きく異なるが、意外に諸外国では共通しているものや、ほ

とんど共通性の少ない表現もあって興味深い。共通性が高い語彙の例には、「女」「男」「家族」などが

ある。「女」では、女性の髪型やイヤリング、あるいは鼻のピアスなど、女性の顔に注目して表現する

ケースがほとんどである。「男」では，髪型や帽子のツバを表現が多かった。いずれの例でも、日本手

話の小指や親指を立てる「女」「男」とは大きく異なっている。一方で、「家族」という表現には、 家・

集団・集合体といった概念が表現されるケースが多い。 

 このように、各国の手話をみると、国や地域を越えた共通点、また、社会のあり方やろう者の価値

観の相違など、多くの興味深い点が浮き彫りになる。アジアのろう者が互いの手話を学びながら国際

交流を進めると、やがて「アジアの国際手話」という考え方が生まれる可能性もある。 
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日本語学習者への自己調整学習支援に関する一考察 

 

菅 陽子（東北大学大学院経済学研究科） 

 

東北大学国際会計政策大学院（International Graduate School of Accounting Policy、以下 IGSAP

と言う）では、2015 年設立当初は日本語能力試験（以下 JLPT と言う）を受験する学生は若干名であ

ったが、希望者は年々増加し、2019年には日本語授業受講学生（N1保有学生を除く）15名のうち 13

名が受験を希望するようになった。そのため、週 1回開講される日本語授業において、学生の自己調

整学習のスキルを伸ばす支援、環境づくりが進められている。自己調整学習とは、学習過程の全てに

学習者自身が能動的に関わり、自己の認知活動や行動を調整しながら、効果的に学習目標を達成して

いこうとする学習スタイルのことである。Zimmerman, B.J.（1989）によれば、自己調整学習を身につ

けている学習者は、メタ認知、動機づけ、行動の三過程において能動的に関与し、これらの過程が相

互に関係づけられながら機能することによって効果的な学習成果がもたらされるという。また、メタ

認知を育むには、適切に自己を調整し学業活動を維持させる環境や周囲からの指導が必要であるとさ

れている。 

IGSAPの日本語授業では、設立当初から授業出席は学生の自己責任で管理することとし、2017年か

らは課題の量と厳しさを学生が自分の希望や状況に応じて選択し、さらに作文やプレゼンテーション

の課題は、そのテーマを自己内省につながるものとした。2019年からは、JLPT受験者の急増をきっか

けに、自己調整学習のスキル育成に焦点をあて、学生各自で試験対策を考えてもらった上で、教室に

貼付した学習計画表に毎週付箋で学習計画を記入してもらった。教師は、各学生の学習計画にコメン

トや質問を書き込んだり、直接学生に進捗状況についてやりとりしたりすることができた。この学習

計画表は公開され、JLPT受験者のみならず、教師、事務員、学生の誰でもモニタリングすることがで

きたことから、JLPTに学校全体として取り組んでいるという一体感が生まれ、学生どうしで学習モバ

イルアプリケーション等の試験対策方法や学習進度をシェアしたり、N1保有学生がアドバイス等を出

したり、他科目の教師や事務員が受験者を励ましたりする環境ができた。こういった内外の協調的な

コミュニケーションが発生したことによって、メタ認知が促進され、学生は学習計画、達成度を分析、

評価しながら、つまずきの原因や満足度を考えて、短期・長期目標、計画を調整し、能動的に学習を

継続できることが確認できた。 
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日本語授業における日韓バイリンガル連詩の創作活動に関する実践報告 

 

韓国・蔚山大学 小松麻美 

 

 本発表は、韓国の大学日本語教育の場で行った日韓両言語による連詩の創作活動に関する実践報告

である。本実践のねらいは日本語学習の場で「つくることによる学び」（クリエイティブ・ラーニング）

を実現することにある。 

井庭崇（2019）は、社会とそこでの学習のあり方を消費社会における「教わることによる学び（知

識伝達）」から情報社会における「話すことによる学び（コミュニケーション）」、そして創造社会にお

ける「つくることによる学び（創造的学び）」へ、という変化で捉えている。クリエイティブ・ラーニ

ングにおける教師の役割は、学生がつくることを支援すると同時に、学生とともに問題に挑戦し取り

組む「ジェネレーター（生成する人）」であり、「つくる」ことによって高みまで登る「経験」と、そ

の創造的な活動から学ぶ「機会」を提供することにある。では、韓国の大学日本語教育においてどの

ような「つくる場（創作の場）」をデザインすることができるだろうか。 

本発表で取り上げる連詩は、「座の文学」とも言われる連歌や連句からヒントを得たもので、「何人

かの人が一緒になってひとつの詩（現代詩）を作る詩作」（小山田 2105:134）である。互いに詩の行

の「付け合い」を繰り返すことによって「いま・ここ」での想いや感情を共有し、仲間とともに楽し

みながら「つくる場」を共有できる。こうした即興的で共同的な詩作には、偶然性も加わり、できあ

がった作品をみて学習者たちが感嘆の声を上げることもしばしばである。 

発表者は、この連詩の創作活動を韓国の大学で日本語を専攻する学生（２～４年生の混成）ととも

に、また韓国の放送通信大学の日本語キャンプにて中・上級レベルの成人学習者とともに行った。他

の人のことばに耳を傾け、それに応えてことばに表す創作過程は、詩の作者同士の間に生き生きとし

た対話を生じさせる（大岡 1991）。これは、いわば共同での詩作を通じた書き言葉によるコミュニケ

ーション活動といえる。 

本発表では実践を通して見えてきた日本語クラスでの連詩創作の可能性と今後の課題について述べ

たい。 

 

井庭崇編著（2018）『クリエイティブ・ラーニング：創造社会の学びと教育』慶應義塾大学出版会 

大岡信（1991）『連詩の愉しみ』岩波新書 

小山田隆明（2015）『詩歌に救われた人びと：詩歌療法入門』風詠社 
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『日本語能力試験 公式問題集』の分析 

―初級レベルの文字・語彙を中心に― 

 

北海道情報大学 飯嶋美知子 

 

 日本語能力試験は、高等教育機関への入学のための条件や、企業での優遇などといった面から、特

に上級レベルの資格認定の必要性が注目されてきたが、近年では初級レベルの資格認定も、日本での

就労条件として広く認知されてきており、その受験者数も国内外で増加している。2019年度より新た

な外国人材受入れ制度において、特定技能 1号という在留資格が設けられ、必要とされる日本語力が

日本語能力試験 N4以上ということから、その注目度はますます高まっている。 

 日本語能力試験は 2010年度よりその内容が改定されたが、従来の試験と異なり、過去に実施された

試験や出題基準などは公開されておらず、その出題範囲についてはまだ不明確な部分も少なくない。

そこで、現在 2集まで発行されている、試験と同形式の問題で構成されている N4と N5の『公式問題

集』を分析し、その中で使用されている文字と語彙について、その傾向を探ることにした。 

 従来の日本語能力試験は 1 級～4 級までであったが、新試験では N1～N5 となり、N4 は旧 3 級、N5

は旧 4級に相当するとされている。従来の試験では、文字・語彙は出題基準の範囲内からほぼ出題さ

れていた。だが、新試験では、言語知識（文字・語彙）、言語知識（文法）、読解、聴解の全分野にわ

たり、従来よりも上の級、あるいは級外の文字・語彙が例文中に複数使用され、出題もされていた。 

語彙に関しては、カタカナ語、スポーツ、食べ物に関して上の級や級外のものが多く使用され、文

字では、語彙のレベルが旧 3級あるいは旧 4級であるものは、その漢字のレベルがそれより上の級で

あっても漢字表記されており、特に二字の漢字熟語でスル動詞となるものが、漢字表記にされる傾向

が見られた。 

N4 の『公式問題集』では、言語知識（文字・語彙）の漢字読みの問題で、1 集では 9 問中 4 問、2

集では 10問中 2問が、旧 3級の語彙で漢字レベルが旧 2級のものの読みを問うものがあり、語彙の用

法の問題では、1集、2集ともに 5問中 2問が旧 2級の語彙についての出題となっていた。読解でも、

漢字レベルが旧 2級でも語彙レベルが旧 3級のものは漢字表記されており、それが読めることが前提

とされている問題もあった。 

 日本語能力試験の対策としては、これらの傾向を意識して、日常から学習していく必要がある。 
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比較文学の視点から見る良寛と貞心尼の歌物語 

 

新潟産業大学 金光林 

 

良寛（１７５８－１８３１）は日本の江戸時代後期の禅僧、歌人、漢詩人、書家である。新潟県の

出雲崎に生まれ、出家し、諸国行脚の後、郷里に帰り、自由清貧の生活を送った。自然や思いを素朴

に詠んだ和歌・漢詩を多く残し、書にも秀でた。 

貞心尼（１７９８－１８７２）は日本の江戸時代後期の歌人であり、幕末を代表する女流歌人に数

えられる。新潟県の長岡に生まれ、出家し、柏崎で没した。良寛に師事し、４年間にわたり、二人の

間で清らかで温かい心の交わりの相聞歌を５４首も交わし、良寛の没後に貞心尼が歌集『蓮の露』
」

に

まとめて、後世に伝えた。 

良寛と貞心尼の歌物語の優れた文化的価値に着目し、筆者は新潟産業大学で学生たちを指導し、２

０１５年に『良寛と貞心尼の歌物語』という商品名のクッキーセットを企画し、新潟県の製菓会社と

社会福祉団体と連携し、商品化を実現した。それから新潟県地域振興局の委嘱を受け、地域の優れた

文化資産である良寛と貞心尼の歌物語をテーマとするモニターツアーを実施し、『良寛と貞心尼の歌

物語ガイドマップ』を制作して、良寛と貞心尼の歌物語の PR活動を続けた。 

良寛と貞心尼は日本文学史上でも特異な相聞歌（恋歌）を創り出し、その数は豊富である。本発表に

おいては、東アジアにおける歌垣の伝統と『万葉集』の相聞歌を視野に入れ、中国の唐代の女流詩人

魚玄機、薜濤らの恋歌、朝鮮王朝の徐敬徳と黄真伊の間で交わされた相聞歌の時調らと対比しながら、

比較文学の視点から良寛と貞心尼の歌物語の文学及び文化的意義について論じたい。 
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ノーベル文学賞と莫言 

 

常葉大学  ニイ ウエイ 

 

スウエーデンアカデミーのノーベル文学賞選考委員会主席ペール・ワストブルグが読み上げた 2012

年ノーベル文学賞表彰の全文の記述を見ると、莫言の『転生夢現』『豊乳肥臀』『酒国』『蛙鳴』に言及

している。具体的にいうと、第一、二段落で特に言及しているのは『転生夢現』で、この作品に潜在

している批判性について「“ロバと豚の喧噪は人民委員の声をのみこんだ。”無名の大衆の中から突然

現れた者が人類生存状況中で、最も暗黒な生活を過ごした。」と強調した。第三と第八段落は『豊乳肥

臀』で、20世紀中国で発生した飢餓や残虐な行為、荒唐無稽な現実を「あれは一つとして真理、常識

あるいは同情のない混乱の世界を語っている。」と、評した。第四、第五段落は『酒国』と『蛙鳴』で、

それぞれ、人が人（男児）を食べる現象と一人子計画政策のことを指摘する。第六段落は莫言の小説

の人物像の論評である。「“毛沢東時代の模範式で完壁な役柄”が無く、意気揚々でいるがなんと最も

不道徳な手段で事に当たるスタイルを用いた。」と、莫言文学の独自性を支持する。第七段落になって

初めて、莫言文学の芸術的な描写手法について「“神話と民話の夸張、芝居のまねと演技”を通じて不

幸な歴史を描いた。」と、分析した。第九から最終章まで、莫言小説の題材をラブレー、スウイフト、

マルケスの小説と対比させ、莫言の幻想的ユーモアの描写手法が人々に驚愕させた。そして、莫言小

説は叙事詩性の格調を備えており、その上、世界文学の声を発しているなどと高い評価を与えている。

総合的な莫言文学の評価は中国社会の不均等・不公平に直面する底辺の人々の声なき声を代弁し、民

衆が苦しい生活の中でも大地に根をはって暮らしてゆく途切れることのないエネルギーに対して、賛

歌を送り、作家のまなざしに敬意が払われて当然のことだと考えている。しかしながら、莫言の受賞

については、様々な見方からの世論が湧きあがった。 

本稿はノーベル文学賞授与式でのスピーチ「語り部として（講故事的人）」を踏まえ、莫言が西洋の

モダニズムから受けた影響と中国文学への伝統回帰過程を分析し、莫言文学の本質を探る。 
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与謝野晶子の女性解放思想の内核 

 

浙江越秀外国語学院  李先瑞 

                      

女性解放に関する見方は人によって違う。違う時代や違う国家の女性論者が当時当地の実際の状況

に鑑みて、女性解放に対する要求も違う。従って、女性解放とは何かという問題に対して、人々はそ

れぞれ自分なりの解釈をしてきた。しかし、それでも、一般の考えによれば、女性解放は、政治、経

済、社会、文化、家族のあらゆる領域での性差による既成の役割分担と、社会的差別と、男性への従

属と、それを支えている社会通念や人々の意識から、女性を解放することを指す。女性解放の思想は

女性の自由と自立を目指して、以上の様々な束縛から女性を解放しようとする思想である。 

周知のように、与謝野晶子の女性解放に関する評論は多岐に渉っている。その思想を把握しようと

するには、最も困難なこともその思想の多様性だと思う。従って、晶子の女性解放思想の精神的実質

を明らかにすることは氏の思想をよりよく理解することに役立つと考える。 

本稿の考察によれば、晶子の女性解放思想を次の三つの精神的実質が貫通している。これが「人間

性の重視」、「意志の自由の追求」、「内省の重視」といったものである。晶子の批判し、反対するもの

の中にも、宣揚し、追求するものの中にも、皆晶子が人間としての尊厳を尊重する思想や人間の意志

の自由を追求し、内省を重んじる精神が見られると思う。そして、これらの思想や精神が、晶子の女

性解放思想に内含されていて、互に絡み合い、融合し合っている。これによって晶子の思想の独特性

と体系性が形成されていると思う。 
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玄相允の日本留学時代 

 

商丘師範学院外語学院 池孝民 

 

玄相允 (1893－1950)は、1919年の３・１独立運動民族代表の一人で、歴史家として知られ、後に

初代高麗大学総長も務めた人物で、大韓民国樹立後の博士第一号でもある。玄相允は 1893年 6月 14

日に平安北道定州郡南面南陽洞 908番地で生まれた。幼少時代、彼は「麗澤斎」という郷塾で在来式

の漢学を習い、12歳の頃からは親戚の玄鎮菴から経書を習い始めた。そして 1909年、16歳の時、定

州鳧湖育英小学校を修了し、平壤の大成中学校に入学したものの、1911年の｢百五人事件｣で学校が廃

校になるや、ソウルの普成中学校に転入し、1913年に同校を卒業した。1914年 4月に早稲田高等予

科文科入学し、翌年 7月修了し、9月から文学部文学科の史学及社会学科に入学し、3年後にこ

こを卒業している。2・8独立宣言に参加した多くの大学生は大学を辞して帰国あるいは中国へ亡

命したが、玄相允は当時としては珍しく最短距離で卒業している。 

玄相允の生涯を通じての文学創作活動は、主にこの日本留学の時期に『学之光』誌と『青春』

誌を舞台として行われていた。早稲田卒業後帰国してから、彼は一切の文学創作活動も行ってな

かったし、当時の朝鮮文壇とかかわった形跡も見られない。彼は朝鮮に帰国してから最期まで文

学とは距離をおいてもっぱら朝鮮の教育に力を注いでいた。日本留学中の文学文筆活動は当時在

日朝鮮人留学生界の雰囲気が彼をそのようにさせたか、それとも青年特有の情熱が彼をそのよう

にさせたか、それとも『学之光』の編集員だった使命感がそうさせたかも定かではないが、学業

を終えて朝鮮に帰国してからは文学活動の痕跡はなかった。 

 玄相允の思想形成期である日本留学生活の考察は玄相允研究において見過ごすことはできな

い。日本留学期間中、彼が学んだ知識、交友関係は彼がのちに朝鮮に帰国して大いに彼に影響を

与えていたことも事実で、また彼が留学期間中在日朝鮮人留学生の機関誌である『学之光』と『青

春』雑誌での文筆活動などの考察も思想形成期の彼の一面を覗くことができる。 

そこで、本稿では玄相允の日本留学生活の学習と交友、そして文筆活動での作品考察を試みる。 
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