グリム童話「ラプンツェル」
（KHM12）の
日本における受容史と変容
―女性像を中心に―
＜要旨＞
現在、人気の高いグリム童話「ラプンツェル」
（KHM12）は、日本において明治時代以降
のグリム童話の教育的な受容から、輸入当初から認知度は低かった。昭和以降、文豪による
紹介により、徐々に認知されるようになったと言える。
「ラプンツェル」は日本において、その登場人物の姿の変遷から、従順で、若く美しい者
が幸せになれるというメッセージが込められている。
魔法使いの訳と人物像の変化から、日本人の魔なる者に対するイメージにより、魔法使い
と魔女が混同した。その後、ディズニーアニメーション映画の影響により、悪役として醜い
老婆である魔女となった。最近では、魔法使いの姿は善悪両面を有する者として見直されて
いる。
長い金髪を持った主人公のラプンツェルからは、綺麗な髪を持つことが美しさと結びつ
き、従順で消極的であることが女性らしいと読者に印象付ける。しかし、ディズニーの『塔
の上のラプンツェル』では、積極的で自立した姿を描き、今日のジェンダー問題への関心か
ら、
「ラプンツェル」の人気に影響しているだろう。
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情報教育と学校外 ICT 利用との関係性
―情報政策の通時的分析をとおして―
＜要旨＞
デジタル・ネイティブと呼ばれる若者は、テクノロジーを駆使して、これまでにないもの
を作り上げる力を秘めている。他方、教育政策において語られる「情報活用能力」は、これ
からの社会を生きていくために必須の力であると見なされている。情報活用能力は、学校内
だけで涵養されるものではないはずである。実際に、学校外の ICT 利用によって、社会の
新しい動きを生み出す若者は存在する。この学校外にある活力に対して、どのように向き合
うべきかを考えていく必要があるのではないか。
これを踏まえて本稿では、情報教育政策の立案側が、情報化に寄せた期待や不安と、当時
の子どもを取り巻く環境を通時的にみていく。黎明期と現在におけるそれらを比較し、その
整理を行う。そして、これまでの教育政策は「学校外の生活利用」にある活力に対応できて
いないことを指摘する。
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二地域居住者を災害ボランティアへと突き動かす誘因
―千葉県南房総市における令和元年台風 15 号・台風 19 号を事例として―

＜要旨＞
災害からの復興を目指す被災地にとって、状況を俯瞰的に捉えることができる外部支援
者の存在が不可欠であることは、これまで災害研究の分野でたびたび指摘されてきた。地域
に対して強い人脈や土地勘を持つ二地域居住者は、外部支援者として地方災害の復興過程
において重要な役脇を果たすことができるのではないだろうか。
本稿では、2019 年 9 月に発生した「令和元年台風 15 号・19 号」の事例をもとに、二地
域居住者が復興活動に従事する誘因と、災害現場における二地域居住者の卓越性について
論じている。文献調査及び二地域居住者への書面調査を行った結果、二地域居住者が復興活
動に従事する誘因は、二地域居住者自身の性格や特徴によるものであり、災害現場における
二地域居住者の卓越性は、二地域居住者ならではの方法で被災地復興を支援できることに
あると解明できた。
一方で、台風災害における自宅への一時的避難の有効性については仮説を支持する結果
は得られなかった。
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コロナ禍の大学生の孤独感
－対処行動について考える－

＜要旨＞
2022年現在新型コロナウイルス感染症拡大のため一昨年、昨年に引き続き全国的に行動
の自粛が求められている。このような異常事態において、九州大学キャンパスライフ・健
康支援センター(2020)の調査によると、学部生4,328名のうち41.5%が孤独感や孤立感を感
じているという結果が出ている。
本稿では、コロナ禍で大学生が感じる孤独がコロナ禍以前と異なっていると考え、その
原因について考察していく。また、森・田邊(2021)の「卒業を控えた大学生における孤独
の捉え方－１年生と比較して－」の研究で示された大学4年生の孤独への対処行動を基
に、コロナ禍での対処行動についても明らかにしていく。さらに、同居家族との関係が孤
独感へ与える影響についても考察したい。
そこでこれらを検証するために、本稿では大学3、4年生を対象に調査票調査を実施し
た。調査票には、孤独感の原因や対処行動への取り組み、また両親との関係などについて
の質問が含まれている。この調査・分析を通して、コロナ禍の大学生が感じる孤独の原因
究明だけでなく、孤独への対処行動について、また家族との関わり方についても提言した
い。
＜目次＞
1. 問題意識
2. 主要な先行研究
2.1 オンライン授業下での大学生の孤独感と困りごと
2.2 孤独への対処
2.3 家族関係と孤独感
2.4 本稿で使用する語句の説明
3. 仮説
4. 検証方法
4.1 調査方法・対象
4.2 調査内容
4.2.1 日本語版UCLA孤独感尺度
4.2.2 孤独への対処行動
4.2.3 親子親密性尺度

5. 分析結果
5.1 仮説①の検証
5.2 変数の設定
5.3 仮説②の検証
5.3.1 単純集計による分析
5.3.2 t検定による分析
5.4 仮説③の検証
5.4.1 t検定による分析
5.4.2 同居家族との過ごし方
6. 考察とまとめ

NFT は日本の録音原盤市場を立て直せるのか
＜要旨＞
本稿の目的は、NFT は日本の録音原盤市場を立て直せるのかを明らかにすることである。
本稿では、NFT をデジタルデータに対して唯一無二性を担保する技術と定義する。この
NFT が音楽市場にもたらしうる変化には、利点と欠点がそれぞれあると考えられる。具体
的には、前者はデジタルデータに保有的な価値を生み出したこととマネジメントコストを
削減させること、後者は NFT が新しい技術であるがゆえ生じる法律面、会計面、技術面で
の問題が挙げられる。これらの点を検証した結果、NFT は日本の録音原盤市場を立て直す
可能性があると考えられる。その最大の理由は、NFT が日本の録音原盤市場が縮小してい
る原因である、録音原盤における 1 人当たりの平均支出額の減少と日本の録音原盤市場の
ドメスティック性の解消に寄与できるからである。NFT は既存の市場の拡大と n 次創作や
メタバースといった新たな市場の創出で録音原盤における 1 人当たりの平均支出額の増加
に、他方でコンテンツ販売の地理的制約を無くすことで日本の録音原盤市場の海外展開に
貢献することができる。これらの論証から、NFT は日本の録音原盤市場を立て直す可能性
があるという結論に至った。
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授業での相互作用が大学生の学習意欲にもたらす影響
―オンライン授業の場合―
＜要旨＞
大学生の学習意欲に友人関係が影響を与えているという調査が多くある（谷田川 2018、
小島 2018 など）
。2020 年のコロナウイルス感染症拡大以降多くの大学でオンライン授業が
行われており、大学生の学習環境や友人付き合いは大きく変化した。それにもかかわらず、
大学のアンケートでは学生の授業満足度が高いという結果が出ている。その理由は明確で
なく、授業への満足感に必要不可欠な学習意欲がどのように形成されているかは明らかに
なっていない。
そこで本論文では、オンライン授業下の大学生の学習意欲はどのように形成されている
のか、特に授業における相互作用に注目して明らかにする。検証方法として、大学学部生に
アンケート調査を行い、学習意欲や授業における相互作用の機会を始めとする、学習意欲向
上の要因について調査をした。本研究を通して、オンライン授業を受ける大学生の学習意欲
に最も影響を与える要因を検証する。
＜目次＞
1. はじめに
2. 研究の整理
2.1 学生同士の関わりと学習意欲
2.2 学生・教員間の関係と学習意欲
3. 仮説の構築
4. 量的調査
4.1 質問項目
4.2 調査対象者の概要
5. 分析の結果
5.1 変数の設定
5.2 仮説１〜４の検証
5.3 仮説５の検証
6. おわりに

社会的手抜きに関する考察
―自己呈示動機と目標設定の観点から―
＜要旨＞
社会的手抜きとは、集団で作業をする際の成員 1 人当たりのパフォーマンスが、本来個
人で作業するときに発揮されるパフォーマンスと比較して低下してしまう現象である。集
団には役割分担による効率性の向上や個人では達成が難しいことを成し遂げるプラスの機
能がある一方で、大小問わずこのような社会的手抜きがみられるのが実状である。様々な組
織や集団が形成されている現代において、社会的手抜きは集団全体のパフォーマンスに影
響を及ぼすとして問題視され、これまで多くの研究が行われてきた。
本研究では、先行研究のレビューから集団において社会的手抜きが発生する要因を把握す
るとともに、解決に向けた方策を考察することが目的である。また、Forsyth が提唱した 5
つの社会的手抜きを防止する要素の中でも識別可能性と評価懸念、目標設定の 2 つに焦点
を当て、集団に対する自己呈示動機と目標設定の効果の観点から検討を行った。
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通俗道徳が求める努力と自己責任
＜要旨＞
明治時代の恤救規則から第二次世界大戦後に旧生活保護法が制定されるまでの間、なぜ
働くことができる貧困者が対象となる救済制度は存在しなかったのか。本稿ではこの問題
に対して、社会通念であった通俗道徳が原因ではないかと考察する。
通俗道徳とは、江戸時代において労働や倹約等といった努力を行い、自分自身を律する
ことで経済的な成功を収めることができるという考えである。そして明治時代に入ると村
請制が崩壊したことで、通俗道徳は貧困を努力が足りない自己責任であるという考え方に
なったことを、立身出世、貧民窟、恤救規則・救護法などを通して確認した。その結果、
努力により全ての問題が解決できるという共通認識を持つが故に、矛盾が見逃されていた
と考える。
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インターネット世界における消費者の購買行動
＜要旨＞
インターネットの利用増加は人々の購買行動にどのような影響を与えたのだろうか。心
理学的なアプローチで購買行動のモデルを記した研究や、マーケティング視点からのアプ
ローチで製品判断力と購買関与度を研究した例はあるが、これらを統合して研究した例は
少ない。
そこで本研究では、製品判断力・購買関与度とインターネットにおける購買行動の関係性
を明らかにすることを試みた。インターネットの調査において、製品判断力と購買関与度を
測定する質問をするとともに、購買行動における満足度、衝動買いの有無、インターネット
の使用時間を集計した。その結果、インターネットでの購買行動においては衝動買いの頻度
が高くなり、購買関与度が高い人は購買後の満足度が高いことが分かった。また、インター
ネットの使用時間は製品判断力と購買関与度に影響を及ぼさないことも分かった。インタ
ーネットでの購買行動の方が実際の店舗での購買行動よりも衝動買いが多いことは分かっ
たが、各人の性格等の要因は考慮されていないため、その点はより詳細な研究を行う必要が
ある。
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韓国ドラマにおける復讐劇と受容
―『梨泰院クラス』と『ヴィンチェンツォ』を事例に―
＜要旨＞
2020 年以降、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に伴い自粛期間が長期化する中、
日本では第 4 次韓流ブームが巻き起こった。2019 年から配信がスタートした韓国ドラマ『愛
の不時着』は世界的にヒットし日本でも話題となった。そんな中、日本で人気となった
Netflix 配信の韓国ドラマのジャンルに復讐ドラマが挙げられる。2020 年 1 月から配信され
た『梨泰院クラス』は日本 Netflix が発表した「2020 総合 TOP10」で 2 位を獲得した。さ
らに、2021 年 2 月から配信された『ヴィンチェンツォ』は 8 週連続 1 位をキープし、アジ
ア圏においてもヒット作となった。なぜ多くの人が両作品のような復讐劇に惹かれるのだ
ろうか。また、視聴者は両作品をどのように受容しているのだろうか。本稿では、これらの
ドラマの表象と視聴者のレビューアプリ上での発言を分析し、これらの問いの答えを探る。
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日本の女性ファッション誌 6 誌から見た
コロナ前後における女性像の変化
＜要旨＞
本論では、女性ファッション誌が提示する女性像をコロナ前後で比較する。分析対象とし
て、「女性ティーンズ誌」「女性ヤング誌」「女性ヤングアダルト誌」の各カテゴリーから、
主にファッションを扱う雑誌かつ、印刷部数 1・2 位（2020 年 10 月〜12 月）の 6 誌につ
き、コロナ前の 2019 年 4 月号、コロナ禍の 2021 年 4 月号の計 12 冊を選択する。そこか
らメイナード（1997）に基づき、大見出しを除いた中見出しやリード文・説明文を抽出し、
それらを、松原（2017）の着装基準尺度である「社会的規範」「社会的調和」「流行」「個
人的嗜好」「印象管理」「実用性」に「自己充足」を加えた 7 項目に分類後、各項目の割合
を比較する。仮説として、コロナ禍で自宅での時間が増えたことを受け、コロナ禍の女性フ
ァッション誌の着装表現は、コロナ前と比較し「個人的嗜好」「実用性」「自己充足」の割
合が増加したのではないかとした。分析結果を踏まえ、「男性の性的な対象とされる『見ら
れる性／女性』」（深澤 2005）としてメディアが提示してきた従来の規範的な女性像はコ
ロナ禍で変化したのかを明らかにする。
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3.3.1 『nicola』
3.3.2 『Seventeen』

3.3.3 『non-no』
3.3.4 『ViVi』
3.3.5 『VERY』
3.3.6 『MORE』
4. 考察
5. まとめと今後の課題

コロナ禍での化粧と下着の役割から考える
ジェンダー観の変化
―ファッション誌 JJOFFICIALSITE『JJnet』を対象とした言説分析―

＜要旨＞
他者との対峙を目的とした性質を持つ化粧が、他者ありきで行われるものだと捉えられる
一方で、下着は他者の目にさらされることが限定的で、プライベートな要素が強いものとさ
れている。このように、一見真逆の存在とも捉えられる化粧と下着だが、両者とも女性の生
き方やアイデンティティに影響を与えるという点で共通を持つ。本稿の目的は、そんな化粧
と下着の役割の変遷を通して、女性に対する社会のジェンダー観がどのように変化してき
たかを明らかにすることである。本稿は全 5 章で構成される。第 1 章で述べたコロナ禍で
のファッションの在り方の変化は、化粧と下着の役割をさらに変化させるのかを明らかに
すべく、第 2 章で今までの化粧と下着役割の変遷を追う。第３章では、
『コロナ禍による環
境の変化によって、自意識と他者意識の優先順位に変化がみられるようになった。また、そ
れに伴いコロナ禍での化粧や下着の役割が変化している』という仮説を立証するため、ファ
ッション誌 JJOFFICIALSITE『JJnet』を対象とした KHCoder を用いた計量テキスト分析の
結果を示す。第４章では分析結果を考察し、第５章では本稿のまとめを述べる。
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4.3.2 ジェンダー観の変化―下着におけるジェンダーレス型の消費の浸透―
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メジャーリーグにおける日本人選手報道の変化
―アジア系ステレオタイプを克服した大谷翔平－
＜要旨＞
世界最高峰のプロ野球リーグ、メジャーリーグ（MLB）において日本人選手は外国人選手
として扱われてきた。特に初の日本人野手であるイチロー（鈴木一朗）は、 “アジア系ステ
レオタイプ”に当てはめたイメージを現地メディアにより形成されてきた。しかし、今季の
大谷翔平は外国人選手の偏見を乗り越え、評価されている。本稿では、イチローと大谷に対
する現地マスメディア報道を比較し、大谷がアジア系ステレオタイプの反証となっている
ことを論ずる。まず MLB における人種問題の現状を明らかにした上で、アジア系ステレオ
タイプを形成しているモデル・マイノリティ論と、それに対向する批判的人種理論を紹介す
る。次に、イチローと大谷に対する米メディアの報道表現を、活躍前・活躍後の時期に分け
て分析する。第三に両者の比較、アジア系ステレオタイプとの合致があるかを調べる。結果、
従来の日本人選手に結びつけられた「技術の野球」ではなく、MLB で主流の「力の野球」
に近い大谷のプレースタイルが、ステレオタイプを打ち砕いたと結論づける。またヘイトス
ピーチ規制の根拠となりうる批判的人種理論が注目を集めている、アメリカの社会状況も
作用していると考察する。
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屋上の引力
－屋上が生産するイメージとは何か－
＜要旨＞
本稿は、屋上という空間がどういった場所なのかを考えることで、なぜ漫画や映画において
「屋上」という場所が独特の意味を持った設定として使われ続けるのかを明らかにするこ
とを目的とする。
「屋上」のイメージが持つ要素は「どこでもない場所」
「開かれた密室」
「祝
祭空間」の 3 つに分類される。第一に、屋上は空間としての固定的な機能や役割がなく、た
だ外気や外交にさらされた水平面としてのみ存在するという「どこでもない場所」である。
第二に、屋上は周囲に開かれた開放的な場所でありながらも、柵を越えれば死が待っている
ためどこにも行けないというという意味において「開かれた密室」である。第三に、屋上は
日常から遠ざかった非日常的な空間でありながら、異界でもない曖昧な場所であるため民
俗学的な境界として機能するという意味において「祝祭空間」である。これら 3 つの要素が
互いに関係することによって「屋上」のイメージは生産されている。現実世界の屋上は、閉
鎖や機能化によって上記の要素を失いつつあるが、「屋上」なき世代においても「屋上」の
イメージは映画や漫画などのメディアによって再生産され、より多元的な広がりを見せつ
づけていくだろう。
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「歌われる」短歌と「書かれる」短歌
―短歌メディア論的分析と〈私性〉の変容についての一考察
＜要旨＞
本研究は、短歌における作者と読み手のあいだのコミュニケーションの構造と、
「作中の
『わたし』は作者であること」という近代短歌の暗黙の了解が、現代にかけてどのように変
化しているかを明らかにしようと試みた。研究では、短歌を「歌われるもの」としての側面
と「書かれるもの」としての側面の二つに分け、短歌作品が作者から読み手へ伝達される過
程をメディア論的観点から考察した。また、記号を用いた短歌に言及し、暗黙の了解に及ぼ
す影響についても考察した。その結果、短歌は、
「わたし」の「声」を聴くことができない
という点で、聴き手のいない歌であるということ、短歌は、
「歌」という様式をとりながら、
送信者は受信者に対して歌えないこと、<私性>の変化とは、すなわち近代短歌が歌のみを
作っていたのに対して、現代が虚構の「わたし」と歌を作るようになったということ、短歌
というメディアは、読み手が文字メディアに三十一音・定型という規則を適用した後、事後
的に成立する読み手に依存するメディアであるということ、また現在では、
「書かれるもの」
としての側面が前景化し、短歌作品から声の主体の所在が不明になっていることで、短歌作
品の「無人称」的側面が生まれつつあることも判明した。
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これからの時代におけるワークプレイスのあり方
―物理的環境が組織に及ぼす影響―
＜要旨＞
新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの人々が働き方の変化を余儀なくされた。中
でも象徴的なテレワークは、時間や場所にとらわれずに働くことができると多くの社員の
新たな気づきを得た。オフィス不要論が盛り上がり、オフィス売却などその必要性を見直す
企業も見られた。だが、果たしてオフィスはなくなってよいのだろうか。テレワークが続く
につれ、組織の一員という感覚の希薄化や社員間の業務に直結しないコミュニケーション
の減少など課題も現れた。誰にとっても同じハードという物理的な意味合いを「空間」、人
それぞれの経験や思い等により異なる社会心理学的な意味合いを「場所」と定義するならば、
これまで「空間」であり「場所」であった「オフィス」がコロナ禍においてそれらが切り離
されるのだと多くの人が経験した。テレワークで「空間」から解放されたことを歓迎する声
も多かったが、同時に「場所」としての側面も失い孤独を感じた人も少なくないだろう。筆
者は、
「場所」としての側面を求める人は一定数存在するため、オフィスはこれからもなく
てはならないと主張する。本稿ではこれからのオフィスを含めたワークプレイスのあり方
や可能性を探る。
（500 字以内）
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現代の日本におけるコミュニティの問題性
——新たなコミュニティ像の模索——
＜要旨＞
現代社会は地域コミュニティの縮小化が進み、特に大都市ではいわゆる「近所付き合い」が
減少している。そんな中東京都では「東京ホームタウンプロジェクト」を推進し、地域にお
ける市民活動や地域ボランティアへの参加を促して、地域コミュニティの復活と住みやす
い豊かな地域づくり進めようとしている。確かに有事の際には地域コミュニティの強度が
問われるが、その一方で地域コミュニティが未だ強力な農村部では、強力であるが故の問題
が発生している。また近所付き合いが煩わしく思う人も少なくない。本論文では、まず最初
に農村部と都市部における地域コミュニティを比較し、次に前提として「住みやすい地域の
理想像＝地域コミュニティが強力」という現代社会の動きに疑問を呈す。最後に、地域コミ
ュニティの強化を社会全体で一律に進めるのではなく、様々な強度の地域コミュニティを
共存させ、住む側の我々が好ましい地域コミュニティを選ぶことが好ましいのではないか
と主張する。
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ポスト証言者時代の解釈と継承
―広島における戦争の記憶を題材に―
＜要旨＞
戦後 75 年以上が経過した。戦争を直に体験し「証言者」の立場で伝えることのできる世
代の高齢化は進み、当時を知る人々はいなくなりつつある。親族等が彼らの遺志を継いで活
動を行っている場合もあるが、そうした状況に鑑みて、広島市をはじめとして多くの自治体
で「語り部」の募集、育成が行われている。そのような状況下で、戦争を経験していない「ポ
スト証言者」世代が戦争を語る際に、はたして我々は先人の戦争体験や証言をどのように解
釈し、継承していけるのであろうか。
本稿では、太平洋戦争中の広島を舞台にしながらも人々の日常生活に焦点を置いた映画
「この世界の片隅に」を分析するため、以下の理由で、漫画『はだしのゲン』との比較をし
ていく。第１に、
『はだしのゲン』は作者自身の被爆体験をもとにしたエピソードや境遇を
大きく反映している、第２に、
『はだしのゲン』は戦前から戦後にかけての人々の描写、特
に原爆被害、を扱った反戦メッセージ性の強い漫画として広く認知されている。両作品の比
較をすることで、
「この世界の片隅に」が担う戦後・戦無世代、つまり「ポスト証言者」世
代が戦争を語るうえでの立ち位置、そして継承の仕方を考察してみたい。
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e-WOM の新形式についての日中比較
―アプリ「W E A R」と「小紅書（R E D）
」の比較
＜要旨＞
ソン・キウン、ファン・ソンジンらの研究「The effects of social network properties on
the acceleration of fashion information on the web」
（2013）によると、ネット上のファッ
ションについてのクチコミは消費者の態度や消費行動を影響でき、売上拡大にも効果があ
るが、2012 年の時点には、ネット上のクチコミである e-WOM がまだファッション業界
では広く活用されていないという。しかし、インターネットの発達に従って、2021 年の現
在に e-WOM が多様な形式でファッション業界に活用されている。本論文では、2010 年
から約 10 年間に e-WOM の変遷を研究し、ファッションマーケティングのデジタル化に
おいて日本と中国の違う点と違いが生じる理由を研究する。研究対象は e-WOM の新形式
の代表例としての日本のファッションコーディネートアプリ「W E A R」と中国最大の口
コミアプリ「R E D」である。
「W E A R」と「R E D」でフランスのファッションブラン
ド「ルイ・ヴィトン」を検索して、それぞれの投稿内容を調査し、比較することで類似点
と相違点を示していく。これらの研究を通して、今後日本でのライブコマース発展の可能
性において、日本の情報社会の現状に応じてライブコマースをどのように活用すれば日本
独自の販売形態を作れるのかについて検討する。
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How People Acquire Second Language Pragmatics: The
situation of pragmatics for exchange students at Meiji
University
＜要旨＞
This paper is divided into 2 main parts. Firstly, in Chapters 2 and 3 we define pragmatics,
explain how second language (L2) learners acquire it, and why they make pragmatic mistakes.
Furthermore, we also explain the importance and difficulty of testing pragmatics, and the
advantages and disadvantages of testing pragmatic competence. Based on these points, we
designed our study. Secondly, in Chapters 4 to 6, we focus on the research findings. In
Chapter 4, we describe the research methodology. Specifically, we mention the background
of the respondents and explain the reasons for creating general and specific questions. In
Chapter 5, we analyze the results in two sections: general questions which mainly shows
pragmalinguistic errors with honorifics, and specific questions which indicated that some
pragmatic errors were caused by negative first language (L1) transfer. In Chapter 6, based on
the analysis of results, we analyze respondents’ answers from the perspectives of implicit
versus explicit learning and L1 transfer. In the final section, we summarize our main point
that one effective way to acquire pragmatics is to have opportunities to use them when
producing output. Finally, we explain that some pragmatic features related to L1 transfer
could be taught explicitly.
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Conclusion

多文化共生に向けた新しい SC の在り方
〜外国人と共生する地域づくりに SC はどのように寄与できるか〜
＜要旨＞
現在の E コマースの台頭や社会構造・消費行動の変化という社会背景を踏まえてショッピン
グセンター（以後 SC）の在り方は、従来の「買い物の場所」から変化しつつあり、今後時代に
合わせた変革の必要性がある。
今後の変化にあたってどんな役割を果たしその存在意義を高めるかについて、SC はその特徴
である公共性と多様性を活かし、地域社会の課題解決：多文化共生の促進に貢献できると考える。
現在日本では、少子高齢化社会で労働人口の減少等を背景として外国人定住者が増え、今後も
増加が見込まれる。そのため日本全体・各地域での多文化共生の推進が重要課題である。そこで、
地域に住む外国人が抱える課題や、年代や性別、様々な立場の違いで生じる不平等や SDGｓの
課題に対して、SC は地域社会におけるサードプレイス、学びや交流、地域活動の場となる「地
域のコミュニティ拠点」として、地域社会の課題解決：多文化共生の促進に寄与できる。
本論文では、SC が地域の多文化共生社会の形成や外国人と共生するまちづくりに貢献し、そ
の存在意義を高めることができるという問題提起に対し、多角的に調べた結果をまとめる。
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長寿化社会における格差
―無形資産の価値向上による格差の構造転換―

＜要旨＞
本稿の目的は長寿化という社会的要因によって既存の格差の構造が変容する可能性につ
いて、フランスの社会学者であるピエール・ブルデューとジャン＝クロード・パスロンの
文化的再生産論を用いながら指摘することである。なお本稿では格差を経済的な側面に限
定せず、教育や人間関係、健康など、人生の豊かさを形成する様々な資本の総和の差と定
義する。
『人生 100 年時代』とも呼ばれる長寿化社会の到来によって、教育・仕事・引退という
3 つのステージで構成される既存の生き方モデルが機能不全に陥ることが予測されてい
る。そのような社会では、学び直しや転職などを交えたマルチステージ型の人生を歩み、
人脈や教育、健康などの無形資産を蓄積することが重要である。金銭等の有形資産と無形
資産の好循環を生むことによって、より豊かな生活を送ることができるのである。ただ、
親子間で継承される文化資本が学歴や所得の高さに寄与するとする「文化的再生産論」を
元に考察すると、無形資産の獲得についても文化資本の影響があると考えることができ
る。本稿では無形資産の獲得に寄与する文化資本の有無を巡って格差の構造が変容する可
能性について論ずる。
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五代友厚の一生
－富国強兵の思想とその原点－

＜要旨＞
五代友厚は幕末から明治中期にかけて活躍した薩摩藩士、実業家である。五代は実業家と
しての認知度が高いが、彼のその活躍の原点は幕末期における海外接触にある。藩主島津斉
彬の開明思想の元、五代は長崎海軍伝習所への遊学、上海視察、薩英戦争への参陣等、列強
の脅威を体感する。これらの経験から五代は、藩の富国強兵による国力強化が不可欠と考え、
「五代才助上申書」を藩に提出、上海貿易やヨーロッパへの留学生派遣を提案する。これを
機に五代自身もまたヨーロッパへ渡航、多くの先進技術に触れると同時に、日本全体が富国
強兵事業をとる必要があると悟る。その策として、五代は現地で出会ったベルギー貴族モン
ブランと共に商社設立を企画、これを基にした富国強兵事業を立案するも、頓挫、時代は明
治へと移る。五代は新政府に仕官するも程なくして辞官、無官として富国強兵事業に舵を切
る。商社設立計画で成しえなかった鉱山経営等、多くの事業に取り組み、日本の富国強兵事
業に寄与したのである。
このように、五代は若い頃より海外に触れ、富国強兵を自らの使命とし、多くの事業を展
開したのである。本稿では五代にまつわる史料の引用を交えて、彼の一生を論ずる。
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日本教育における MI (多重知能)理論導入の可能性
＜要旨＞
本稿では、
「教育とはどうあるべきか」という共通理解が希薄化してきた中で、教育が及
ぼす個性への影響力に重点を置きながら、求められるべき教育の在り方について模索して
いく。またその問いかけに対する仮説の一つとして、Howard Gardner が提唱した MI(多
重知能：multiple intelligence)理論を取り上げ、今後日本社会で求められるスキルと人間性
を育むための指導方法としての可能性を検証するものである。１章では、研究概要と研究
に至った動機を記載する。２章では、今回目指す教育の在り方を設定した上で、MI 理論
の概要を説明する。3 章では、日本教育の課題を踏まえた上で、文部科学省の方針と MI
理論の概念が通ずることを確認する。４章では、考えられる MI 理論の壁となる２つの要
素について、詳しくみていく。５章では、これまでに検証してきたことを振り返り、日本
の教育現場に MI 理論を導入することの可能性を再度主張する。
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