
平成 23 年度学術動向等に関する調査研究報告（人文学専門調査班） 
 
人文学に関する学術研究動向調査研究及び科研費

分科細目の改正に係るフォローアップ 

岸本 美緒（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研

究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

（1） 人文学（特に歴史学）分野における若手育成及び国際化

の現状と課題 

2008 年に文部科学省から日本学術振興会に委託された調査

のため、2009 年に「人文学・社会科学の国際化に関する研究

会」が日本学術振興会に設置され、2011年10月に報告書をま

とめて文科省に提出した。筆者はそのなかで、人文学の一例と

しての「東洋史学」を担当し、2009―2010年度に実施したヒアリ

ングやアンケートをふまえ、定量的調査を行うとともに、中国・

韓国の人文学振興政策について、調査を行った。その報告は、

独立行政法人日本学術振興会 人文・社会科学の国際化に

関する研究会「人文学・社会科学の国際化について」（平成 23

年 10 月）に収録されている。 

また、関連の内容につき、日本学術会議史学委員会の歴史認

識・歴史教育に関する分科会で報告を行い、会員・連携会員と

討論を行った。 

（2） 人文学における科学研究費のあり方及び評価方法 

 海外出張及び日本における国際学会等の機会を利用して、

中国（武漢大学、華中師範大学）、台湾（中央研究院近代史研

究所）、英国（London School of Economics）、米国（ハーバード

大学 Harvard Yenching Institute）等の研究者に、競争的資金

の配分状況及びその問題点について、インタビューを行った。

また、後述の「芸術表現と学術研究」ワークショップでは、芸術

学関係の科学研究費のあり方について、日本の芸術表現分野

の研究者の率直な意見を聞くことができた。 

（3） 歴史学における新しい研究潮流の調査 

  歴史学における新しい研究潮流の調査を行った。特に史

資料のデジタル化に重点をおき、ヨーロッパ及び中国・台湾に

おける急速な史資料デジタル化の状況を調査した。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

科研費分科細目の改正に際し、人文学関係では芸術学分野

に関して大きな改正を行い、また関連各学会の関心も非常に

強かったので、土屋俊専門研究員にご尽力いただき、2011 年

8 月 25 日に、神田学士会館で人文学専門調査班主催のワー

クショップ「芸術表現と学術研究」を開催した。絵画・音楽等の

実技を含む芸術表現の分野では、活動の内容がいわゆる「学

術研究」からはみ出す部分があり、科研費の審査に際してどの

ような基準を用いるかといった点につき、必ずしも共通認識が

形成されておらず、分科細目改正に際しても関連各学会の見

解は必ずしも一致していなかった。そのため、当該分野の研究

者に集まっていただき、研究状況の把握や科研費に関する意

見の交換を図ったものである。当日は、「学術研究としての芸

術表現についての考え方」、「大学における芸術表現分野の

現状」、「科学研究費補助金申請・採択の諸事例」、「科学研究

費補助金審査における『芸術表現』課題」の四つの柱を立てて、

計 12 名の研究者から報告していただいた。また、本ワークショ

ップの開催に先立って、諸外国の大学や基金制度における芸

術学分野の位置づけにつき、インターネット等で簡単な調査を

行った。 

 

人文学に関する学術研究動向調査研究及び科研費

分科細目の改正に係るフォローアップ 

福田 眞人（名古屋大学大学院国際言語文化研究科・教授） 

 

１． 調査研究活動の概要等  

 ＜学術研究動向調査研究について＞ 

医学史研究において、特に結核史研究を重点的に行った。

アジア、欧米諸国の結核研究に比べて、我が国の研究はまだ

十分熟しておらず、その基盤構築を目指し、その後に世界の

医学史家と共同で結核シンポジウム開催を検討することとなっ

た。（日本結核史研究の成果公開も視野に入れて行動してい

る。）また、医学史研究成果公表の方法として、動画あるいは

プレゼンテーションソフトと使った新しい提示の仕方が世界で

注目され、検討されている。（一昨年、ロンドン大学で最初の会

合が行われた。） 

 日本の大学では、医学知識と技術の習得が先行しており、医

学史教育はまだ定着しておらず、医学生の教育における意義

付け、位置付けが今後の課題であろう。 

 また同時並行的に、水の医学史的文化史研究を行った。水

と清潔の問題を歴史的に論じながら、水の医学的治療におけ

る位置付けを試みた。 

 日本（文化史）研究は、一時のブームの後、停滞期あるいは

沈滞期にあり、それが日本の経済社会政治状況を反映してい

るものと考えられる。中国研究の台頭は、まさに国力増強と国

威発揚の反映であろう。日本語教育を含め、今後の展開に関

して戦略の再構築が望まれる。 

 具体的には、近代化の過程を明治時代から現代までを通し

て検討することとなった。例えば、封建主義から議会主義に変

換していく中で、従来の上意下達方式ではなく、民意というも

のが政治に反映されていく中で、演説の果たした役割というも

のが注目される。そこに西洋的と考えられてきた修辞法が、実

は演説を通して日本人に理解され咀嚼された過程を分析、考

察しつつ、なお日本においても独自の文章法、作法というもの

があったのではないか、という仮定の下での研究が可能である

ことが認識された。 

 また、例えば英国において、四つの地域の統合がスコットラン

ドの文化的特異性をどのように融合し、近代化の過程で英国

性の確立に至ったか、という問題も検討の範疇に入ってくるで

あろう。 

  

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 



 「文化学」の時限付き分科細目採用に向けて、意見聴取を行

った。特に学際的研究に取り組んでいる研究者からの要望が

強かったので、採用への強い推薦を行った。 

 「科学社会学・科学技術史」では、キーワードの検証を行った。

科学史の中での、医学史、物理学史、化学史、建築史など、よ

り詳細なキーワードを設定するか否かの検討を行った。 

 「芸術学」におけるキーワードとして、「芸術制作」を含むか否

かを検討した。芸術実演系・制作系の場合、その公演料、実作

の制作に必要な道具、器具、絵具などを科研費で申請する場

合、その意義、意味を言語化して記述する必要があるということ

で意見が一致したが、実際の申請への道筋、審査の基準、過

程はまだ明確ではない。今後の更なる検討が望まれる。 

 

２． その他 

 アメリカ合衆国の全米科学財団(National Science Foundation, 

NSF)などを訪問し、科学研究費配分、その審査実態等を調査

し、また意見交換を行った。 

 アメ リ カ科学振興協会 (American Association for the 

Advancement of Science, AAAS)の一員としてミャンマー（ビル

マ）を訪問し、かの国の教育の将来について論じた。 

 

哲学・倫理学（特にケア学に関する人文学）分野につ

いての学術研究動向調査研究 

浜渦 辰二（大阪大学大学院文学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

平成 23年度は、学際的な新分野である「ケア学」における人

文系学問の学術動向の調査と参与観察を行った。具体的には、

「ケアの臨床哲学」研究会を組織・運営し、その主催もしくは他

の団体との共催で、次のような企画を行い、司会・発表者など

を務めて、さまざまな分野の方達との交流を図り、意見交換の

場をもつことができ、ケアの現場の専門職や一般の人々からも

人文系の研究者の参加を歓迎・期待しているという声を聞くこ

とができた。 

・シンポジウム「高齢社会における人工栄養を考える」（2011

年 5 月 29 日、13:00～17:00 大阪大学中之島センター７階セミ

ナー室、参加者 100 名程度）       

・シンポジウム「高齢社会における認知症のターミナルを考

える」（2011年8月21日、13:00～17:00 大阪大学会館講堂 、

参加者 100 名程度） 

・シンポジウム「高齢社会におけるケアを考える」（2012 年 1

月 14 日、13:00～17:00 大阪大学中之島センター７階セミナー

室、参加者 100 名程度） 

・リビングウィル勉強会～市民の、市民による、市民のための、

リビングウィル～シリーズ(２)「人工呼吸器 つけますか、つけま

せんか？」（2012 年 2 月 18 日、13:30～17:00 神戸市立総合

福祉センター第２会議室、参加者 30 名程度） 

・第2回高齢者ケア・フォーラム「老いること、生きること、食べ

ること」（2012年 2月 19日、9:30～12:00 キャンパスプラザ京都

４階第３講義室、参加者 100 名程度） 

また、スウェーデン（リネウス大学）のケア学研究者、および、

英国（グラスゴー大学）のホスピス・緩和ケアの研究者などとそ

れぞれ面談して最新の研究動向を伺うと共に、高齢者ケア、知

的障害者ケア、ホスピス・緩和ケアの現場をいくつか視察し、現

場の専門職の方々から話しを伺うことができた。   

 

哲学・芸術学分野に関する学術研究動向調査研究 

神庭 信幸（独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館・

保存修復課長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

本年度は、地球温暖化に対応するために博物館や美術館

における保存・展示環境の在り方に関する見直しが世界的に

広まりつつある中で、我国の対応に関する状況と世界の動向

に関して注目して論文などを通じた調査を行った。 

博物館相互の協力で成立する特別展において、作品の展

示及び保管環境の条件設定は、文化財保存の意味で極めて

重要な条件である。従来の設定温湿度はその維持管理に要

するエネルギー使用量が大きくなりやすく、よってエネルギー

消費が小さく、かつ作品の安全性を担保できる温湿度の設定

値に関する議論が、行われている。 

今回の調査によって、文化財の劣化について科学的な観点

から研究を進める科学者、博物館・美術館において文化財の

保存修理に当たる保存専門家、そして文化財の歴史的観点か

らの研究を進める学芸員の間で、対応に開きがあることが分か

った。科学者は、文化財への影響が及ばない範囲で従来の環

境条件は緩めることができるという趣旨の見解を示す一方、保

存専門家は影響の有無を具体的な資料に対して確認した上

でなければ受け入れられないという慎重な態度である。学芸員

の立場には二通りあって、条件を緩和すれば文化財の移動が

容易になり、したがって特別展などの開催が促進されることか

ら、条件の緩和を受け入れようとする立場と、保存専門家のよう

に否定はしないがより慎重な態度で臨もうとする立場である。 

今後、それぞれの立場からの研究事例、意見や主張が展開

されることが予想されるが、我が国における当該分野において

も同様の論議が科学的かつ学問的に進められることを期待し

たい。 

 

言語学・言語教育学分野に関する学術研究動向調

査研究 

野田 尚史（大阪府立大学人間社会学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 本年度は，言語学に関しては国内の日本語学の研究動向を

中心に調査研究を行った。言語教育学に関しては，南北アメリ

カの外国語教育学を中心に調査研究を行った。 

【言語学の調査研究活動】 

 日本語学を中心に，最近発行された著書や学会誌，紀要な



どを対象に研究動向を調査した。また，本年度は日本語学会

大会企画運営委員長であったことから，研究発表の応募状況

を含めた研究動向を知ることができた。 

 その結果，最近の日本語学の研究動向として，次のようなこと

が明らかになった。 

  (1) 日本語学は成熟期を迎え，事典類をはじめ，これまで

の研究成果をまとめた著書の出版が盛んに行われている。 

  (2)「現代日本語書き言葉均衡コーパス」が完成したこともあ

り，電子化された大量のデータを使った研究が急速に進展して

いる。 

  (3) 純粋に言語の構造や体系を対象にした研究から，人間

が社会の中でどう言語を使っているかという観点を取り入れた

研究に少しずつシフトする傾向が見られる。 

【言語教育学の調査研究活動】 

 カナダ日本語教育振興会年次大会に参加した。この大会は

ゆったりしたスケジュールが組まれていたため，カナダやアメリ

カ合衆国を中心とした多くの参加者と，両国における日本語教

育や外国語教育について時間をかけて意見交換を行うことが

できた。これとは別に，ブラジリア大学の向井裕樹氏を日本に

招き，南アメリカの日本語教育や外国語教育の研究動向につ

いて話を聞いた。 

 その結果，最近の南北アメリカの外国語教育学の研究動向と

して，次のようなことが明らかになった。 

  (4) 特にアメリカ合衆国では外国語教育が予算的に優遇さ

れておらず，厳しい状況である。日本語教育は中国語教育の

台頭もあって，予算や人員が減っている。 

  (5)「言語を使って何ができるか」を重視した教育への移行

が叫ばれているが，実際には「言語の構造を教える」と言っても

よい昔ながらの教育が根強く行われている。 

 

日本文学（古代）分野に関する学術研究動向調査研

究 

多田 一臣（東京大学大学院人文社会系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

１、今年度は三年に一度の EAJS（ヨーロッパ日本学研究協

会）の大会が、エストニアのタリン大学で開催されたので、これ

に参加した。ヨーロッパのみならず世界各国からの日本学の研

究者が集結し、それぞれの研究分野ごとの１０を超えるセクショ

ンでの研究発表等が行われ、またいくつかのワークショップが

催された。ここでは、ドイツ、イタリア、フランス、オーストリア等の

日本研究者と多くの情報交換を行い、ヨーロッパにおける日本

学研究の状況を把握することができた。これまで日本学研究の

中心となってきたドイツ、イタリア、フランス、イギリスといった旧

大国において、日本学への関心が低くなっていること、一方で

東欧圏を中心とする新興国においては、むしろ日本学への関

心が強められているという事実が明らかになった。旧大国にお

いて日本学への関心が薄れている事情は、日本学研究に対

する日本側の資金援助が大幅に減少し、他方、中東、中国、

韓国、インド等の重要性が高まったことに応じていると見られる

が、今年度の新たな状況として、東日本大震災の影響、とりわ

け福島原発の事故（放射能汚染の問題）が大きな影を落として

いることが明瞭になった。現在の日本学への興味だが、相変わ

らずアニメ等のポップカルチャーへの関心が高いことが注意さ

れる。 

２、中国上海市の同済大学で学術講演を行い、上海周辺の

大学における日本学研究の現況について聞き取り調査を行っ

た。中国における日本学の研究はきわめて盛んであり、研究内

容も相当な充実を見せていることが確かめられた。 

３、専門調査員の専門分野である日本文学研究の動向だが、

研究そのものは活況を呈しており、論文集等の刊行も盛んであ

る。しかしながら、近年の研究職への就職状況の厳しさもあっ

て、若手研究者の減少が顕著であり、大学院進学者数におい

てそれが著しい。各学会でも、若手研究者の学会誌への投稿、

あるいは研究発表への応募が減っており、研究水準の低下も

懸念される状況にある。まことに憂慮すべき事態といえる。 

 

２．その他 

学術振興会の事業のあらゆる部門において、判断の基準が

理系に偏重していることを重ねて問題視しておきたい。文系で

もとりわけ人文学のありかたは、理系とは大きく異なる。ともに学

問なのだからという安易な発想で同一視すべきではない。むし

ろ土俵がまったく違うという認識をもつべきである。昨年は、特

別研究員制度における研究室移動が、人文学の場合、いかに

愚劣なことであるかについて述べたが、そもそも研究成果の評

価のありかたについても、理系とは大きく異なるところがある。

論文においては、査読論文というのは、若手研究者以外、人

文学の場ではさほど大きな意味をもたない。むしろ学術雑誌等

の依頼による論文こそが価値をもつ。また、人文学においては、

論文よりも著書がはるかに重い意味をもつ。文化があまりにも

違うのであって、このことをきちんと理解してほしいと思う。 

 

文学分野に関する学術研究動向調査研究 

管 啓次郎（明治大学理工学部・教授） 

１．調査研究活動の概要等 

 文学研究の中でも「比較文学」分野はそれ自体が茫洋と果て

しなく拡大してゆくものであり、特に文学と関連諸分野（なかで

も人類学、地理学、生態学など）の接合領域に注目したいと考

えてきた筆者にとっては、今年度も長い海岸線のごく限られた

一部を歩いたのみという無力感をまぬかれなかった。 

 ともあれ２０１１年を語るには、今後３月１１日の経験とその後

の状況を考慮しないことはありえず、震災と原発事故の影響は

文学研究においても深刻に感じられた。新たに出版されたり、

過去に出ていて再び注目を集めた書物は（作品においても研

究・批評においても）枚挙にいとまがない。作家レベッカ・ソル

ニットの『災害ユートピア』や哲学者ジャン＝ピエール・デュピュ

イ『ツナミの小形而上学』などの翻訳が話題を呼び、またフラン

ス在住の詩人・関口涼子の Ce n’est pas un hasard やコリーヌ・



カンタンとセシル・サカイ編による日本の文学者たちの震災後

の作品を集めたL’archipel des séismeなどの好著が出たことは、

「他言語」からの「日本」の災害に対する迅速な反応として、記

憶されるべきことだろう。 

 筆者が直接関わったいくつかの活動でも、自然力・人間世

界・テクノロジーをめぐる問題系がつねに前景化された。 

 台湾・渓頭にて大学院生を対象に開催した映像制作の国際

ワークショップ ImaginAsia2011（明治大学と台湾の国立政治大

学、両校のディジタルコンテンツ系の共同プロジェクトだが、本

年度からは香港バプティスト大学、タイのチュラロンコン大学、

南カリフォルニア大学が参加）。 ８月２ ６日〜２８日の

ASLE-Japan 文学環境学会年次大会（筆者が実行委員長とな

って明治大学生田キャンパスにて開催）。いずれもかつてない

切迫感をもって、３月１１日以後の状況がもたらす生態学的危

機の影が濃厚に感じられた。それぞれにワークショップ、学会と

しての方向性を再定義することになる、貴重な議論がなされ

た。 

 これ以外の筆者の活動としては、以下のようなものがある。９

月２４日、早稲田大学文学部において開催された国際理解教

育学会での基調講演。１２月１０日、明治大学猿楽町校舎にて

主催したシンポジウム Trans-Pacific Poetics。ここではアメリカ

の日本文学者 Christopher Scott （マカレスター大学）によるリ

ービ英雄論、Jeffrey Johnson（大東文化大学）による比較文学

的俳句論を中心に、日米の文学研究をめぐる議論を交わした。

さらに２月３日、琉球大学にてトラヴェル・ライティングをめぐる

招待講演（「旅を書くことを語る」）。いずれにおいても、筆者の

専門分野である比較詩学に加えて、文学と映像、文学と環境、

文学と人類学、文学とカウンター・カルチャー、文学と異文化理

解といった多様な領域をめぐる考察を議論することができたが、

そのすべてをつらぬく糸としてエコクリティカルな意識があるこ

とを改めて確認することができた。 

 すでに過去２０年ほどの世界中の多くの文学研究者たちのあ

いだで散見されてきた、ポストコロニアルな問題系とエコクリティ

カルな意識の接合が、今後いよいよそのアクチュアルな重要性

を増すことは疑えない。 

 

史学分野に関する学術動向の調査研究 

海老澤 衷（早稲田大学文学学術院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

6 月に科学研究費基盤研究（B）「備中国新見荘における総

合的復原研究」(研究代表者海老澤)のワークショップを開催し

た。東京大学、明治大学、茨城大学および岡山県新見市教育

委員会などの研究者が集まり、日本中世史研究の現状に関す

る情報交換を行った。東京大学史料編纂所において行ってい

る荘園絵図のデータベース化などが話題となった。7 月に早稲

田大学において、水稲文化研究所（代表海老澤）が主催して

シンポジウム「重要文化的景観と農村の未来」を開催した。エコ

ロジー（環境）とサイト（史跡）を組み合わせた田園空間博物館

構想が実現した大分県豊後高田市の「田染荘小崎の農村景

観」をモデルとして議論を深めた。エコ・サイトミュージアムとい

う新たな野外博物館を提唱することができた。このシンポジウム

を通じて史学分野と農村工学、農村計画学などとのコラボレー

ションが可能となった。 

9 月、科研基盤研究（A）「協調作業環境下での中世文書の

網羅的収集による古文書学の再構築」（研究代表者：東京大

学史料編纂所教授近藤成一、海老澤は研究分担者）の全体

会に出席。この共同研究は『鎌倉遺文』全 46 巻のフルテキスト

データベースをもとにして、データベースをさらに大規模に改

訂増補するもので、研究者間のネットワークを緊密にしてその

前進を図る。東京大学史料編纂所が進めている史料のデジタ

ル化により、文献資料のデータベース化は長足の進歩を遂げ

ており、この科研が進めているウィキペディア的な史料集作成

事業が軌道に乗ればペーパーでの史料刊行物の必要性はな

くなる点で注目される。 

2012年3月、中国北京市の清華大学において行われた第 3

回「東アジア人文学フォーラム」に出席し、清華大学・南開大

学・台湾大学・漢陽大学・新竹清華大学(台湾)の人文学系研

究者と懇談し、情報交換を行った。「ディアスポラ」をテーマとす

るものであったので、アジアの流動的な状況を人文学的に捉え

ることができた。 

 

史学分野に関する学術研究動向調査研究 

木畑 洋一（成城大学法学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

課題１）史学をめぐる現在の動向とその問題点・課題について 

2011 年はさまざまな意味で現代社会において歴史学研究

が持つ意味が問われる年となった。東日本大震災は歴史学に

さまざまな課題を提示し、北アフリカ・中東地域における激しい

政治的変動は、この地域やイスラームに関する歴史的認識の

あり方を徹底的に問い直す課題を突きつけた。またユーロをめ

ぐる EU の危機は、世界史における新たな方向であるヨーロッ

パ地域統合への歴史的接近の必要性を改めて浮き彫りにし

た。 

そうした状況のもとで、意味と可能性がますます強調されて

いるのが、グローバル・ヒストリーという研究動向である。西欧中

心主義的な近代歴史学の歴史観を批判しつつ、人間と自然の

関係、世界各地域間の相互関連に特に着目するグローバル・

ヒストリーに関する議論は、グローバリゼーションが進展する現

代世界の変化を背景に、ここ十数年の間に活発に行われてき

たが、私も、そのようなグローバル・ヒストリーの可能性と課題に

ついての検討を行った。 

このように、現代社会、現代世界への歴史学的接近の必要

性は強まっているが、大学等において歴史学が直面している

状況は、依然として厳しいものがある。とりわけ、直接的・短期

的な研究成果が求められる研究評価の局面においては、歴史

学（さらには広く人文学）は不利な立場に立たされている。イギ



リスにおける現状について、王立歴史学協会のジョウンズ会長

から話をうかがう機会を得た。新たな研究評価制度のもとで重

視される「インパクト」という要因が何を意味し、それが歴史学な

ど人文学にとってどのような問題をはらむかが、きわめて深刻

な問題となっていることが、強調されていた。 

課題２）現代世界の国際関係の特質への、帝国史研究からの

接近 

私は、帝国主義の時代から現在に至る世界の変化を、帝国

主義世界体制の成立、変容、崩壊という視点から描くという作

業を続けているが、2011 年度にも、それに関わる史料・文献を

収集、検討し、論文 2編（2012年度中に刊行予定）の執筆を終

えるとともに、単著 1 冊（2012 年度もしくは 2013 年度に刊行予

定）の執筆を継続した。また 2012 年 3 月には、アメリカ合衆国

からイギリス帝国史研究の第一人者 Dane Kennedy 教授（ジョ

ージ・ワシントン大学教授）を招聘して、東京で二回、大阪で一

回研究会を開催し、イギリス帝国史研究の先端的研究動向に

ついての意見交換の場を設定した。 

 

２．その他 

 科研費審査などにおけるピア・レビューの仕組みは非常に

すぐれているが、それをさらに充実させるために、審査員など

の選定基礎となる研究者リストをいっそう拡大していく必要があ

ることを感じている。 

 

人文地理学分野に関する学術動向の調査研究 

岡本 耕平（名古屋大学大学院環境学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

１） ラオス、イギリス、アメリカ、中国における大学地理学専門

課程における教育プログラムについて調査した。 

・ラオスで国内唯一の地理学高等教育機関であるラオス国立

大学において地理学科の名称が、近年「地理・GIS 学科」に改

称された。ラオスでは地理情報システム（GIS）教育へのニーズ

が高い。 

・欧米では、地理情報システム（GIS: Geographical Information 

Systems）から、さらに進んで GIS を支えるための地理情報科学

（GISc: Geographical Information Science）という新たな学問体

系の構築とその教育システムの確立が計られている。 

・英米の大学地理学専門教育においては、地理学部門のラン

キングが上位の大学では、人文地理学と自然地理学がバラン

ス良くカリキュラムに配置されている。中国の大学も同様であ

る。 

・アメリカ合衆国では、地理学初学者用の教科書が多数出版さ

れている。アメリカでは高校で地理を教えなくなってきているた

め、大学の教科書が厚くなり、値段が高い。それにもかかわら

ず、学生は試験対策などのため教科書を持ちたがる傾向にあ

る。 

 

２）中国の高校地理教育カリキュラムについての調査し、高校

の教育現場を視察した。 

・2003 年に中国教育部から新しいカリキュラム基準（課程標準）

が公布され、2011 年現在すべての省で実施されている。 

・高校 1 年から 2 年前期にかけて、地理は必修である。高校 2

年生の後期から、地理は選修となる。 

・選修用の地理は、①宇宙と地球、②海洋地理、③観光地理、

④都市計画、⑤自然災害と防災、⑥環境保全、⑦地理情報技

術応用、の７つの分野が用意されており、どの 2 つ選ぶかは、

中国内の地域において異なる。全国的には、③観光地理、⑤

自然災害と防災、⑥環境保全が選択される場合が多い。 

・上海市は、1988年以来、現在に至るまで独自のカリキュラムと

教科書を使用してきた。 

・中国では、日本の地学の学習内容も、地理のなかで教えられ

ている。とはいえ地理は、歴史・政治とともに文系科目であり、

教員の多くは文系出身である。 

・近年、高校教育の現場では、授業でパワーポイントが利用さ

れている。 

 

文化人類学分野に関する学術動向の調査研究 

山田 孝子（京都大学大学院人間・環境学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

国内における研究動向として、日本文化人類学会主催の第

45 回研究大会(法政大学市ヶ谷キャンパス、2011 年 6 月)の研

究発表抄録、日本文化人類学会各地区研究懇談会における

研究発表、「宗教と社会」学会第 19 回学術大会(北海道大学、

2011 年 6 月)のプログラムなどをもとに検討した。一方、国外に

おける研究動向として、2011 年 10 月ポーランドのワルシャワで

開催された第 10 回国際シャマニズム研究学会大会、2011 年

11 月にカナダのモントリオールで開催された第 110 回アメリカ

人類学協会(AAA)年次大会における全体テーマ、セッションの

構成などをもとに分析した。また、土地固有の（ネイティヴ）人類

学の研究動向調査として 2011 年 10 月にはベルゲン大学の

Håkan Rydving 教授を招聘し、北欧におけるサーミ研究に関

する意見交換を行い、先住民研究についての最新の研究動

向を検討した。 

その結果、文化人類学分野において、現代の社会動態や

文化現象を照射するテーマが取り上げられる傾向にあり、他の

人文学や社会科学分野とますます関心が共通する研究動向と

なっている。文化人類学の研究は、ますます学術上の独自性、

理論上の差異化を図る必要に迫られる現状にあるということが

できる。 

一方、第 110 回アメリカ人類学協会 2011 年次大会における

分科会のキーワードをみると、アイデンティティ、ジェンダー、グ

ローバリゼーション、移動とディアスポラ、土地固有の人類学と

いう問題への関心の高さが伺われるが、従来からの教育、宗教

とコスモジー、健康、環境、子どもと青年、開発、人種と人種主

義というテーマへの関心の高さが伺われた。また、暴力、記憶、

主観性、都市空間、感情・情動といった新たなテーマに関心が



集まるという研究動向がみられた。さらに、北欧においてサーミ

によるサーミ研究が進み、方法論の再検討が進められる現状

があるが、北米においても先住民研究が土地固有の人類学と

してこれまでの先住民研究成果の再検討が進められていること

が明らかになった。 


