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国�����は「⾏動⼒あるアジアグロー バル

�材」の�成に⼒を�いでいます。「���⼤

�アメリカプログラム（AUAP）」は先�的な留

�プログラムですが、成�するアジアを中�と

した�界各 地への留�プログラムも�開中で

す。さらに�たな�みとして、留「�」だけで

なく、フィールドワークやインターンシップも

「授業として」 �国で��しています。

 

�⽣は��プログラムを�して⼤�内では�易

に得ることのできないコンピーテンシー（��

的�⼒）とたくまし さ、��⼒などを�につけ

ています。その基�には、���の�中的かつ

��的な����、専⾨�野の基�から�⽤に

�る�義、���ゼミナールなどで構成 される

��した����（カリキュラム）があること

は�うまでもありません。
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Column.1

外国における”日本”との出会い

ベトナム南部の農村でインタビュー調査をしていた際、ある年配の人が「かつて日本兵が来た」と話してくれた。その語り口からは、日本軍の侵
略という否定的な意味以上に一つの歴史的事実、さらには遠路日本から来た人間に対して、この地にも「日本とのつながり」が存在したという
ニュアンスを伝えようという思いが感じとれた。確かに帝国日本の南部仏印進駐という歴史は知っていた。しかし、当時の筆者には、その知識
とベトナムの地に住む人びとのライフヒストリーとを具体的に結びつけ、同時代史的に捉える想像力が欠けていた。ベトナムにおける日本侵略史
のもう一つの記憶を感じた瞬間であった。
 
似たような体験は、別の機会にもあった。ベトナム滞在中に、よく自転車を利用していた。ベトナムで自転車に乗ると、必然的に二輪車のパンク
修理を主な生業とする人と親しくなる（自転車の修理は、露店で行われることが多い）。きっかけは忘れたが、そうした修理屋の人と酒を酌み
交わす機会があった。その際に、第二次世界大戦の話題となり、筆者が日本のベトナム侵略について触れると、相手は何気なくこう答えた。
「確かに日本軍は侵略してきた。しかしそれはおまえではないだろう」。その行間には「だからおまえは気にすることはない」という解釈が成り
立ちうる会話であった。想定外の返答、かつ”日本”と個人（日本人である筆者）の関係についての現状認識であった。
 
また、台北で台湾総督府を訪問した際にお世話になった、かつて植民地時代に日本語教育を受けた世代のボランティアガイドの人の話も印象深
い。日本人以上に流ちょうな日本語を話すその人は、ガイドをする中で、自分のライフヒストリーも語ってくれた。曰く「日本政府は好きではな
い、なぜなら私を捨てたから。でも日本人は好きだ。だからこの仕事（公共施設等での日本語ボランティアガイド）をしている」。ここにも、日
本の植民地支配から戦後の戒厳令下の台湾を生きてきた人びとが捉える”日本”観が存在していた。自らの想像を超越した一言であった。
 
以上はあくまで個人的な体験であり、当然のことながら一般化することは不可能である。しかし、海外でのさまざまな出会いの場を通じて、日本
を相対化しつつ自己形成をしてゆくこと、そうした経験値（知）を自らのコミュニケーション力の糧としてゆくことがグローバル人材への「近道」
ではなかろうか。（大塚直樹）



Column.2

今はもう〝あたりまえ〟になっていることを、
あらためて見つめてみる

日本政府観光局によれば、2014年に日本を訪れた外国人は
1341万4000人（推計値）、前年比29.4％、約300万人増加し、過去最高を記録したという。

2015年2月時点の東京都の人口が1339万人強（東京都総務局統計部による／推計値）とのことだから、これはすごい数だ。
 

実際、現在、日本で生活する人たちの多くは（もちろん私も含めて）、街でさまざまな外国語が飛び交うのを耳にしたり、
日々の買い物で外国人の店員さんに応対してもらったり、ガイドブックや携帯端末を手に行き先を探している外国人観光客に

外国語で道をきかれたり――などという経験を、多かれ少なかれ持つはずだ。
だが、これらを〝あたりまえ〟のこととしてあっさり受け入れるとともに、ちょっと立ち止まって見つめ直してみることも重要と思う。

というのも、この状況にはうっかりはまり込むと恐ろしいことになるさまざまな〝落とし穴〟について意識するための〝タネ〟がひそんでいるからだ。
 

代表的な〝落とし穴〟としては、多くの社会では主流とされる文化や価値観とそうでないものとが併存するが、そうすると、主流側によるマイナーな
側に対する同化の強制という事態がともすれば生じる、というものだ。一方、やっかいなことには、異なる文化や価値観を尊重するという一見何の
問題もなさそうな考え方に立ったとしても、注意していないとその名目のもと、〝こっちには立ち入るな、立ち入ってきたら力ずくで排除する〟〝文化

のちがいは本質的なものだから、生活空間は厳格に隔てておくべきだ〟といった偏狭な姿勢や言動にいたる危険も実はある。
また、外国からの来訪者をもてなそうという〝善意〟に発した行動も、個々の事情に目を凝らし、各々の意向に耳を傾け、

それぞれちがう望むこと望まぬことを正しくくみ取らなければ、すぐにただの独善や自己満足に陥る。
 

ちがいを認め、理解し、受け入れていくのはむずかしい。
それは変わることを促すものだし、変わることよりも変わらないことを選ぶ方が、多くの場合楽だからだ。けれども、ちがうもの同士の関わり合いを
それとして受けとめ、そこから生じる変容の可能性をひとまず肯定し、実際に少しずつ変わっていくことの中に新しい価値を認めていったそのプロセス
の上に、私たちは今、食堂で和風ハンバーグ定食を味わい、出かける時に着ていく洋服について悩み、外国旅行をきっかけに日常生活では縁遠く
なっていた旧来の慣習や文物の面白さに気づき、あるアジアンポップスのアーティストを動画サイトで発見し大ファンになる、などといった行動を、

ごく自然に行なえているのだろうと思う。そして、そうした〝あたりまえ〟となっているものの姿や来歴や意味を、
講義や討論や留学や学生生活などを通して捉え直し、知り、考えるための場の一つとして大学というものがあるのだと、あらためて思う。

(大野亮司）



Column.3

わたしのGlobal
「日本はアジアですか？」と聞かれれば、多くの日本人は「イエス」と答えるでしょう。ただ、
「あなたはアジア人（Asian）ですか？」と聞かれると、何となく違和感を覚える日本人学生がけっこういるのです。
 
亜細亜大学に着任して以来、「アジアを知る12章」という科目（全学共通科目）を担当しています。多様で可能性に
満ちたアジアについて関心を深めてもらうため、アジアの様々な国や分野に関する学内外の専門家が、それぞれの専門に
ついて１回ごとに完結の授業を行うリレー講義の科目です。
 
私はそのコーディネーターをしていますが、最終回には「アジアと日本～アジア認識の歴史と未来～」と題して自分でも
講義をしています。その冒頭で、「アジアへのまなざし」という二者択一のアンケートを行っているのですが、そこで最初に
聞くのが「日本はアジアですか？」という質問です。それに続いて、
①日本と他のアジアの国とは、区別して考えたほうがいいですか？
②他のアジアの国々は、日本のような国や社会になるのが理想的ですか？
③インドや東南アジアなどの成長・発展は、日本にとってよいことですか？
④中国の成長・発展は、日本にとってよいことですか？
などと質問していきます。そして、最後に「あなたはアジア人（Asian）ですか？」とたずねるのです。最後の質問に、
ほぼ毎回３割程度の学生が「ノー」と答えます。①は３割程度が「イエス」、②は半々、③は８割以上が「イエ
ス」、④は８割以上が「ノー」と答えます。
 
アメリカなどに留学に行き帰ってきた学生たちの多くは、「海外に行って初めて自分がアジア人だと意識した」、
「中国人や韓国人と間違われるのがイヤだった」といった感想をよく聞かせてくれます。
 
海外に出て、初めて「アジア」を意識する。初めて「日本人」を意識する。そしてそこには、イヤな部分も含め、
自分でも抑えられない何かしらの心の葛藤がある。こうした自分の中にある意識や葛藤と
向き合いながら、日本とは何か、アジアとは何か、自分は何者なのかということを、
逃げることなく考えていくことが、「アジア」の中で生きていく日本人にとって、
必要な「グローバル」なのではないでしょうか。
 
あなたはアジア人（Asian）ですか？ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（青山治世）



Column.4 企業の国際化と国際人材

今日、代表的な日本企業の「海外売上高比率」を見てみると、パナソニック49%、ソニー72%、キヤノン81%、東芝58%、資生堂
51%、日産80%となっている。また、上記企業の「海外従業員比率」を見てみると、パナソニック58%、ソニー63%、キヤノン64%、東
芝44%、資生堂48%、日産54%となっている（出所：各社アニュアル・レポート, 2014年）。このことから、もはや日本企業といえども、
売上高は海外の消費者に、生産についても海外の労働者に、極めて大きく依存していることがわかる。他方、私たち日本の消費者もまた、
意外と多くの海外企業の製品を使っている。すなわち、企業の経営活動と競争は、まさに「ボーダーレス」に行われているのである。
 
ところで、大学は企業就職のための人材養成所ではないが、大半の学生は、将来企業に就職し、大学時代に養った能力を企業組織の一員
として発揮し、活躍してゆく。では、このボーダーレスな国際ビジネス環境おいて、学生はどのような能力を大学時代に養ったらいいのであろう
か。
 
つい先日、調査のため中国・上海に子会社を置く、有名な日本企業を訪問した。その社長さん曰く、国際ビジネスには様々な難しさがある
が、最も大事なものを一つ挙げるとすれば、それは「心」とのことであった。中国語が話せることや中国が好きというだけではうまくいかないそ
うだ。実は、これと同様のことを、他の企業でもたびたび聞いたことがある。
 
私たち教員が学生に、国際ビジネスにおいてもっとも重要なのは「心」だと言っても、いまいち説得力がない。しかし、「心」というのは、言
い換えれば、互いの「信頼」だと私は解釈している。ただ、信頼とは難しいもので、他者への思いやりや敬意とともに、頼られるにたり得る
自身の能力（これを能力と呼ぶかわからない。気概とか誠実さとかも含まれてくるであろう。）の双方向がなければならない。まさに、自助な
くして協力なしといったところであろう。
 
では、翻って、学生が国際ビジネスに向けて、大学時代に身につけるべきものは何かと考えてみると、英語は相手に伝える手段であって心では
ないし、豊富な海外知識もまたそれ自体では心になり得ない。どちらも重要な要素であることは疑いようもないが、実は、日本人であっても外
国人であっても変わらずに相対せる豊かな人間性こそが重要なのではないだろうか。そしてそれは、多様な人々と顔を合わせて取るリアルなコミ
ュニケーションの中で「暗黙知」として養われていくように思うのである。（荒井将志）



Column.5ルーズさで負けて
『なんでも見てやろう』の小田実は米国留学試験の面接を、相手を煙に巻くような答えで突破したそうな。
私も学生時代、某財団の奨学生としてメキシコに留学したが、その試験の面接で「メキシコのようなルーズな国に行って大丈夫ですか」
というような質問を受け、「私もルーズですので合っていると思います」と答え、笑いを誘った。それで合格したのかも知れない。
 
行ってみると彼国のルーズさは私などの及びもつかないスケールであった。
2年少々滞在したが、1年経ったところで、ほとほと嫌になった。私の負けであった。それでも居続けたら段々あの国に取り憑かれ、留学を終える頃には帰国し
たくないと思うようになっていた。あれから30年以上になる今でも、メキシコ中毒はそのままである。
一旦は否定的になった挙句のことだから、弁証法的にメキシコを理解した？
 
現地でビザの更新をしたが、1年分のビザをもらうのに1年以上かかった。「ビザ更新中」ということで、居住には差し支えなかったが、留学生仲間が会うと
「ビザ来たか？」が挨拶代りだった。過ぎた期間のビザが届いた時には、「ここはメキシコだ」と笑えるようになっていた。（因みに、世界の生活ペースにつ
いてのある研究結果によると、調査対象31ヶ国中、生活ペースの最下位、即ち最もゆっくりなのはメキシコであった。1位はスイス、日本は4位。）
「グローバルって何だ？」とは思うが、少なくともメキシコ留学によって私がより非グローバル的になったということはなかったのではないか。
 
ついでながら、メキシコは私にとって最初の外国であったが、その滞在中、陸路米国に渡った。当時（1978年）メキシコは日本の援助対象国であった。
そのぐらいの発展段階の国での生活に慣れた目で世界一の先進国を初めて見た時の、その落差の大きさへの驚きたるや…。
「日本はよくこんな国と戦争したものだ」がその時の率直な思いである。少なくともあの忌まわしい戦争を始めた為政者は、
それなりにインテリだったと思うが、彼らの“グローバル度”は如何ばかりであったろうか。
 
（冒頭で紹介した小田実（おだまこと）『何でも見てやろう』は一時代以上前の話ではあるが、
これから留学しようという人、グローバルについて考えようという人には一読をお勧めしたい。）
 

（中野達司）



Column.9

考えながら学ぶインドネシア語教育の取り組み

グローバル社会で活躍できる人材をめざすには外国語の習得は前提となる。しかし、日本の外国語教育では「文法を覚える」「単語を暗記する」ことが中心である。確かに外国語の習得に文法や単語の学習は必須であるが、「覚える」「暗記する」といった勉強法に辟易して外国語学習に挫折してしまうという人も多いはずだ。私は多文化コミュニケーション学科で第二外国語としてのインドネシア語を教えているが、授業では学生が主体的に考えながらインドネシア語を学べるようにと、初級と中級の授業では以下のような取り組みを実践している。  
取り組み① 初級の授業は教科書を使っての基本文法の習得が主であるが、4回に1回くらいの頻度で作文・会話・書き取りを一つにまとめた練習を行っている。まず15分程度時間を与えて、習った範囲の文法を必ず盛り込んで簡単なインドネシア語の疑問文を5つほど学生につくらせる。そのあと、ランダムに学生（Aとする）を指名して疑問文の1つを言わせ、別の学生（B）を指名してその疑問文にインドネシア語で答えさせる。その間、A・B以外の学生はAの疑問文とBの回答文の書き取りを行う。次に学生Bに自らつくった疑問文を言わせ、また別の学生Cを指名して疑問文に答えさせる。こうして順繰りに学生をあてながら自分たちで作文した文章で会話練習を行わせ、書き取りを通じてスペルも覚えさせる。常に集中して聞き取りや書き取りを行い、その場で考えてインドネシア語で答えることが求められるため、初級の授業としては少々ハードであるが、対話を通じたゲーム感覚で文法や語彙を習得し、さらには会話に慣れることもできる。 
取り組み② 中級の授業ではインドネシア人留学生2人にティーチング・アシスタントとして参加してもらっている。日本人学生は全員、各自の好むテーマでインドネシア語のエッセイ（A4用紙1枚程度）を書き、全員に配布する。1人1人のエッセイを1文ずつ丁寧に読み合って、文章をどのように直せば書いた本人の意図を適切なインドネシア語で表現できるのかを議論する。その議論にインドネシア人学生も参加して、インドネシア人学生と日本人学生とが一緒になって適切なインドネシア語表現を提案し、議論するのである。インドネシア人学生にとっては日本語の勉強になり、日本人学生は自分たちが日本語で考えた表現がいかに稚拙であるかを知り、日本語での簡単な言い回しが逆にインドネシア語では非常に複雑になることもあること、またネイティブが提案するインドネシア語表現は決して一つではなく様々に言い換えられることなどを、和気あいあいとしたディスカッションを通じて理解することができる。 
自分の頭で考えた言葉は記憶に残り、定着する。言葉に悩み、言葉と戯れ、言葉と格闘する中で、外国語の学びは初めて本当のものになっていく。できる限り、それを授業の中で実践したいと日々、考えている。（増原綾子）



先日、フランス中部の都市リヨンへ行った。約2000年前にローマ人によって作られた植民都市のリヨンに
は、劇場などのローマ時代の遺跡が残る。中世以降は絹織物と印刷業が盛んな産業都市となった。中世の
街並みを残す旧市街地は、1998年、「リヨン歴史地区」として世界遺産に登録された。リヨンは絹織物の
街としてだけではなく、映画の「聖地」としても有名である。リヨン出身のリュミエール兄弟が最初に映画を
上映したからである。
 
オーギュストとルイのリュミエール兄弟が作った映画はシネマトグラフと呼ばれた。映画が存在しなかった
当時、映画（cinema、movie）という言葉もなかったため、ギリシア語のシネマト（動き）とグラフ
（映像）を合わせたシネマトグラフという言葉も作られたのである。リュミエール兄弟の父親アントワーヌは
写真家であり、写真乾板の工場を設立した。兄弟は若い頃から父親の仕事を手伝い、工場は300人の
労働者を抱えるほどに成長した。アントワーヌは、1894年にエジソンが発明したキネトスコープ（のぞき式の
動画）に感銘を受け、シネマトグラフの発明を息子たちに託した。兄弟は工場の門から出てくる様々な人びと
を撮影した映像を、1895年、『工場の出口』としてパリで上映した。
 
リヨンは産業都市として栄えたが、フランス革命後は一時的に産業が衰退した。19世紀、ジャカード織機の
発明によってそれまでの手織り生産から機械生産へ移り、リヨンは再び絹織物の街として活気づいた。
しかし、19世紀半ば、蚕の病気がヨーロッパ中に広まり、リヨンでは深刻な生糸不足に悩まされた。
ちょうどその頃、1858年、日米修好通商条約（安政五ヶ国条約）によって開国したばかりの日本におい
て、生糸は主要な輸出品であったため、リヨンにも日本製の生糸が輸入されたのだった。
 
日本製生糸はいくらでも売れたため、大量に生産され、結果として品質の低下を招いた。生糸の価格は下
落し、明治初期、生糸輸出は深刻な不況に陥った。明治政府は日本製生糸の評判がさらに低下することを
恐れ、官営工場で生糸を生産し、品質を一定に保つことを決めた。そこで、1870（明治3）年、横浜のフ
ランス商会のポール・ブリュナ（1840～1908）に工場建設と経営を委ね、1872（明治5）年に日本初
の官営工場、富岡製糸場を開業させた。ブリュナは絹織物の街リヨンの出身であった。
 
富岡製糸場の首長としてブリュナは妻と娘二人で富岡製糸場に3年間暮らした。ブリュナ一家が暮らしたブリュ
ナ館は現在も残り、世界遺産の富岡製糸場の一構成資産である。アジアの植民地によく見られるバルコニー
は、アジアの暑さと湿気を避けるためであったという。
 
リヨンに旅行できるというのもグローバル化の恩恵であるが、さらに、意外なところでつながっているという発見
もグローバル化の恩恵の一つだといえる。（高山陽子）

Column.7

わたしのグローバル

△リヨン古代ローマ劇場

△リヨン・リュミエール記念碑

△富岡製糸場ブリュナ館



私の専門は開発人類学である。途上国の開発援助において、現地の社会や文化を理解し、現地に適合したプロジェクトを実施するにはどうしたらよいか？とい
うことを考えている。
 
フィールドであるフィリピンのボホール島の農村調査で見えてくるのはフィリピン社会の素晴らしさと厳しい貧困の状況である。ボホールの人々は本当に優しい。村
を訪問すると外国人の私に対して人々はいつも笑顔で迎えてくれた。ホスピタリティという言葉で表されるように、お客さんを思い遣る心の暖かさが感じられる。村
の中においてもボホールの人々は本当に良く助け合っている。そこには日本ではすでに失われつつある社会の温かさとゆとりが今も保たれているように思う。独り
暮らしの高齢者の孤独死など無縁の世界である。
 
このようにフィリピン、とりわけボホールの社会は私を魅了してやまないが、同時に見えてきたのは人々の極度の貧困だった。フィリピンの人は貧しくても底抜けに
明るい、とよく言われるが、その明るさは私には諦めから来るものもあるように思えた。私が行っていたボホールの村のAさんという女性は自分の家を観葉植物や
ランの花で飾り、身ぎれいに暮らしている。しかし、Aさんの生活はひどく貧しいのである。ご主人は永い間病気に煩わされて働くことができず、Aさんの収入のみ
に頼っている。しかしAさん一家はほとんど水田を持っていないため、彼女は毎日村の数軒の地主の水田で田植え、草取り、稲刈りなどをして日当を得る暮らし
をしている。一日水田で働いて得られる日当は当時でわずか100ペソ、日本円で300円ほどだった。それだけでは夫と子供たちを養うことはできないので、彼女
はさらに空き缶やペットボトルを村の中で拾い集め、町までバスに乗って運び、町の市場でそれらを売って生計の足しにしていた。ペットボトルを一本売って彼女が
得る収益は当時で1ペソ、約3円に過ぎなかった。そのほか、家の庭のバナナを揚げてフライにし、小学校でおやつとして売ることもしている。そのように働いても
毎日の食費にやっと間に合う程度である。しかもAさんは病気が悪化したご主人の薬を買うために村の高利貸しから借金をし、返済のために水田で取れた米を収
穫直後に全部渡すことを数年間続けていた。高利貸に渡した米の価格を考えるとすでに元金の3倍以上の利子を払っていることになっているが、Aさんによると毎
年払う米は利子の分にしか相当せず、元金を返さないとこの借金契約は終わらないので、これからも毎年米を払い続けなければいけない、と言うのだった。聴
き取り調査の間、私は思わずため息をついてしまった。Aさんは外見は穏やかで優しそうな顔をしている。近所の人の評判では仕事でもまじめに働く良い人だとい
うことだった。しかしその生活は働いても働いても借金から逃れられない苦しい毎日だった。
 
日本であったら不条理と感じるような状況に対して「仕方ない」という言葉で諦めている人々の姿を見ると、技術的な解決方法を持たず、調査しかできない自分
は何とももどかしく感じた。ボホールをはじめとするフィリピンの農業の不振と人々の貧困はこの国の大土地所有制度と貧富の格差に大きな原因があると考えら
れる。その上に、フィリピン政府の社会保障制度の不備や農業支援制度の予算不足、農業技術者の不足、インフラの不備、それぞれの農家の資金不足、技
術的知識の不足などがあいまって、天災や犯罪による被害をもろに被ってしまう脆弱な状況が生み出されてしまう。人々の笑顔と優しさの影には努力しても良くな
っていかない生活への深い諦めがあるように思えた。
 
開発援助において、文化人類学者は農村調査を通じて相手の社会文化の特徴を明らかにすることはできるが、その社会が抱える農業などの技術的な問題点を
解決することは難しい。当然ながら相手の抱える問題を解決できる技術者との協力連携が不可欠である。農村の人々の実状をできるだけ正確に把握し、それを
技術の専門家に伝える。その上で、人々の問題を解決するために現地に最も適した方法を共に考える。質の高い援助を行うため、技術者と人々との橋渡しの
役割が人類学者には求められていると思う。（角田宇子）

Column.8 私のグローバル －途上国開発の仕事を通じて



Column.9

「ことば」という補助線

人文・社会学系学問は「世界をある視点から把握し、私たちの生き方をより豊かにすること」を大
きな目的とし、大学では「独自の視点」「物事を見る力」「協働する力」の育成を課題としてい
る。漠然としたイメ－ジや断片的な理解から出発する学生は、複雑化する世界について理解を深め
ていく。若者の「草食化」や「内向き志向」ともいわれているが、「世界を知りたい」と願う学
生も多い。実体験を通じた学びの影響は大きく、言語や文化への興味から、「本場」へと足を運
ぶ学生も多い。
 
時間や資金の制約から、「短期語学留学」は学生にとって魅力的に映るようである。特に「英語
留学」の人気は高い。「グローバルな視野」「世界の共通語」「キャリア形成」などの文句を
用い、レベル別・目的別の「品質保証」された語学学習サービスが私たちの生活の中でも宣伝さ
れている。マンツーマン形式で学ぶ「格安英語留学」も商品化され、フィリピンも注目されてい
る。現地を英語学習目的で訪問する日本人は2015年に3万人を超え、近々5万人を達成する見
込みだ。また、フィリピン人英語講師による「オンライン英会話」も、身近になっている。英語で結
びつく新たな日比関係が築かれつつあるが、「フィリピン留学」に対する懸念も抱いている。その
理由は、「安近短」(安い費用、近い距離、短い日程）、「うまい、安い、早い」ではない
が、英語を割安商品（モノ）として捉える消費者意識がどこかにあり、購買意欲を刺激する要素が
詰込まれた「パッケージ商品」を提供する企業や、市場経済の原理の上に成り立つ広告活動の
活発化があるからである。
 
日比関係の一面に触れるため、フィリピンへ引率した学生たちに英語レッスンを体験してもらった
が、現地の人々との交流から学ぶことのほうが多く、「英語学習ではなく、フィリピンにもっと触れ
たかった」との感想であった。「ことばへの眼差し」から世界を理解しようとする試みには、ことば
への「意識」「思考」「行動」というコミュニケーションに不可欠な知的動作が含まれ、ことば
を使う人々、彼らが暮らす社会や文化に通じている。しかし、商品とされる英語には、この回路が
閉ざされているように思われる。
 
「英語を学ぶ」と「英語で学ぶ」の違いについての議論は多い。「ことばへの意識」を手がかり
に補助線を引き、世界に向き合おうとする学生たちは、美辞麗句が並ぶパッケージ商品に含まれな
い「出会いからの学び」の大切さや面白さに気づき始めているようである。（小張順弘）



日本は「エコ」な国？

Column.10

日本は「エコ」な国だろうか？　
 
多くの人が、漠然と「日本は環境に優しい国」と考えているのではないだろうか？日本は、1970
年代のオイルショック以降世界のトップランナーとして省エネを進めてきた国でもあり、また産業廃棄
物を垂れ流すような企業を許さない風潮を持つ国でもある。よって、その認識は一面においては正し
い。一方で、気候変動分野における日本の国際的な評価はどうだろうか？
 
2016年12月、環境省及び国立環境研究所より、2015年度の日本の温室効果ガス（GHG）
の総排出量（速報値）は13.21億トン（CO2換算）で、2005年度比5.2%削減となったことが
公表された。このことにより、2020年度までに3.8％削減という政府の目標が達成された。しか
し一方で、1990年比に換算すると約4.3％の増加であり、この数値は森林吸収分を加味しても京
都議定書の第一約束期間（2008-12年）の目標値である1990年比6％削減を大幅に上回って
いる。そもそも日本は2013-20年の京都議定書の第二約束期間に参加しておらず、国別では中
米露印に続く世界第5位のGHG排出国でありながら、2016年現在、国際的にGHGの排出削減
義務を負っていない。こうしたことから、日本は毎年開催される締約国会議（COP）などの国際
交渉の場でも「本日の化石賞」（気候変動に後ろ向きの取り組み・発言をした国に対して世界の
環境NGOネットワークが表彰する不名誉な賞）の常連国なのである。
 
もちろんこの情報はあくまで限定的である。しかし、これが「知識」である。世界からの評価を含むこの知識を得てなお、
日本は「エコ」な国であると言えるだろうか。
 
知識にせよ、経験にせよ、何かしらの方法で自身の立ち位置を相対化出来ることが「グローバル」なのではないだろうか。夏休みを利用して途上国で
ボランティア活動を行い、「日本で大学に通えていることがとても恵まれていることなんだと実感しました」と感じたのであれば、それも立派な「グローバル」で
ある。座学・留学のみならず放課後・長期休暇も含めて、自身を相対化できるチャンス・自身の視野をグローバルにまで拡げるチャンスをこの大学生活の中で
も目一杯つかんでほしい。（福嶋崇）


