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駒澤大学在職 40 年の思い出 

Memories of my 40 years working-life at Komazawa University 

坪 井   健 

Tsuyoshi TSUBOI 

 

 私が駒澤大学に初めて在職したのは 1978（昭和 53）年である。30 歳の着任

あったから 70 歳の今日まで人生の半分以上駒澤大学に籍を置いていたことに

なる。長い年月ようであるがアッという間だったような気もする。 

 当初、助手としての着任だったので、諸先生の下働きのような身分で不安定

であったが、末端の教員という身分で研究室の先生方の人間関係を眺めている

と、すり鉢の底から眺めているようで先生方の心理が手に取るようにわかる。

大学教員という人種を観察するには助手という身分はうってつけである。先生

方の中には下積み生活を長く積んでこられた方々もいて下々の者へ気配りの利

く先生もおられたが、中には自分が一番偉いのだという態度を露骨に見せる先

生もおられる。学問的業績だけではわからない人間としての品格や度量の大き

さがかい間見られて、それは又面白い人間模様であった。 

 私が着任した前年の 1977（昭和 52）年に大学院社会学専攻の博士後期課程が

設置されたためでもあるが、国立大学を定年になり二度目、三度目のお勤めの

大家の先生方が大勢おられた。大学院時代も含めて思い出すと、家族社会学の

喜多野精一先生、宗教社会学の古野清人先生、理論社会学の黒川純一先生、理

論社会学の清水盛光先生、家族社会学の山根常男先生など日本社会学史を飾る

著名な大家の先生方である。 

 喜多野先生は都立大学駅付近にお住まいで、当時私のアパートの近所だった
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ので時々自宅にも挨拶にお伺いしていたし、古野先生も九品仏にお住まいでお

宅に伺って長時間お話をお聞きしたこともある。因みに、私が社会学の教員に

なるきっかけを作ってくれた恩師は黒川先生である。黒川先生は私の学部時代

からの恩師であり東洋大学大学院博士課程への進学を勧めてくれたのも黒川先

生だった。黒川先生は東京大学を終えられて明治学院大学を経て東洋大学に在

籍されており、駒澤大学には東大時代から非常勤として 20 年以上勤められ、現

在の駒澤大学社会学の基礎をつくられた方と言って過言ではない。駒澤大学に

大学院博士課程を作る際に非常勤ながら尽力され、早稲田大学から喜多野先生

をお呼びし、その喜多野先生が清水先生や古野先生らをお呼びして博士課程の

設立した経緯がある。その他に後に学長を務められた桜井徳太郎先生がおられ

た。社会学の人脈からからは外れていたので研究室内では孤軍奮闘と言った存

在であったが、柳田国男の最晩年の弟子であり日本民俗学界の第一人者であっ

たために学外から多くの院生を集めていた。現学長の長谷部八朗先生も当時の

院生の一人である。 

 そうした大家の先生方と若手の先生方の間で助手を務めていたのが私である。

当時、若手教員の中心で主任として尽力されていたのが安藤喜久雄先生であり、

安藤先生は私の指導教授でもあったが、それを一緒に手助けされていたのが小

林弘人先生であった。その他に若手教員に岡田真先生、金丸由雄先生がおられ

た。私は、若手の先生方に親近感を持っていたので、そうした先生方の憂さ晴

らしの飲み会にはよく付き合わされた。 

 私が、清水先生の後任として専任講師になったのは 1982（昭和 57）年であ

り、この年に初めて演習を受け持ち坪井ゼミ生との付き合いが始まった。それ

から 35 年間にゼミ生は本年度 32 期生になり総数 359 人（大学院生 13 人）に

なった。当初は、学生と年齢的に近く先輩でもあったので、年配の先生方とは

異なり学生指導にはとりわけ熱が入っていた。 

 特に卒論指導では、学生と一緒になって構成を考えたり、どんなデータを使

いどんな論理展開で卒業論文に仕上げるか、学生と一緒になって遅くまで研究

室で考えた。準備が遅れ気味の学生を自宅に呼んで指導したこともあった。お

かげでゼミ生の卒論の評価は良く、全体で 3 割程度しかいない「優」評価（現
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在の A 評価・S 評価）が、坪井ゼミでは常に 8 割を超えていた。全員が「優」

という年も 4～5 回あり、指導が厳しいという評価ではあったが、いい卒論を書

きたいから坪井ゼミに入ったという学生も数多くいた。 

 しかし、ゼミ学生との交流で一番の思い出は海外ゼミ研修である。在任中に

5 回、学生を連れて海外研修に行き、現地学生と国際交流を行った。最初は 1989

年台湾の私立名門校の輔仁大学社会学専攻学生とのインターナショナルなゼミ

交流である。 

 台湾学生とのゼミ交流は、1991 年まで東京と台北で交互に計 4 回実施した。

その 10 年後、2001 年に再び海外セミナーを実施した。今度は中国大陸である。

上海の華東師範大学の学生との学生交流と上海の浦東地区の都市開発や宝山製

鉄所や日本輸出専門の縫製工場の視察、それに北京の故宮や万里の長城などの

史跡見学を含む 6 日間の日程であった。さらに、2012 年と翌年の 2013 年には、

カンボジアの王立プノンペン大学との学生交流と孤児施設「希望の家」訪問等

のスタディツアーを 2 回開催した。 

 その他、学生と共に多くの講演会などのイベントを実施したが、中でも 2002

年に実施した「日中戦争の真実と撫順の奇跡を語る」講演会が思い出に残って

いる。この講演会は、記念講堂に 250 名を超える学生聴衆を集め、当時 80 歳を

越えた元日本兵 3 名が日中戦争と撫順戦犯管理所の体験を語る証言集会である。 

 しかし、坪井ゼミ生 3 年次の共同研究でエポックになったのは、2003 年に実

施した共同研究「裏門はなぜ閉じられたか」である。これは大学と地域社会の

関係の在り方を問うたインパクトのあるゼミ共同研究であった。これを含めて

以降坪井ゼミの共同研究は、すべて冊子体の報告書にまとめて駒澤大学図書館

と国立国会図書館に納本している。 

 地域貢献の延長線上ではあるが、2010 年から継続して実施してきたヒューマ

ンライブラリーの開催は、私の学生教育と異文化交流研究の大きな転機になっ

た。2008 年に東大先端科学技術研究センターの中邑研究室が日本で初めて開催

したリビングライブラリーは、その後、名称をヒューマンライブラリーに変え

て日本全国に広がったが、その普及推進に貢献したイベントの一つが 2010 年

10 月に開催した「生きている図書館@駒澤大学」であった。 
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 その後、ヒューマンライブラリーの開催が坪井ゼミの恒例になったが、坪井

ゼミの開催は、学内のみならず付属高校、コミュニティカフェ、区民会館、民

家、ボランティアセンターなど区内各所に開催場所を移して実施され、直接開

催はこの７年間で計 9 回に及んでいる。その後、世田谷区内でも社会福祉協議

会が独自開催するなど新たな動きが生まれているし、ゼミ活動で実施して来た

世田谷ヒューマンライブラリーは、今は市民団体である東京ヒューマンライブ

ラリー協会に引き継がれている。 

 ヒューマンライブラリーは、今日では世界 90 か国以上に広がっているイベ

ントである。東大は 2012 年に早々と活動を中止したが、日本では全国各地で開

催され、新たな開催者が続々と生まれ、その広がりは一層大きくなっている。

昨年 10 月には、日本ヒューマンライブラリー学会も創設されて、日本は実践だ

けでなく研究面でも世界をリードする立場になっている。2012 年に刊行された

坪井ゼミ編著『ココロのバリアを溶かす―ヒューマンライブラリー事始め』（人

間の科学社）は、世界唯一のヒューマンライブラリー開催案内書であり、今も

日本ヒューマンライブラリーの普及活動に大きく貢献している。 

 こうしたゼミ学生との思い出を別にすると、研究面では 1988 年頃から留学

交流問題とアジア学生文化の比較研究がライフワークになっていた。その間

1995 年から 97 年まで 2 年間、駒澤大学の在外研修によってオーストラリアの

メルボルンにあるモナッシュ大学で研究する機会を与えてもらい、在豪留学生

とホスト国学生の学生文化の比較研究を行った。 

 アジア学生文化の比較研究は、2 度の科研費研究助成と 2 度の駒澤大学特別

研究助成を頂いて 1988 年から 2010 年まで計 4 回、台湾、韓国、中国、タイ、

日本などで多くの協力者を得て実施し、その結果、アジア各国の学生文化が日

本学生文化と類似しつつあり、かつ相互に収斂するというアジア学生文化収斂

仮説を提示することができた。 

 留学交流に関する研究では、留学生交流に関心を持つ多彩な領域の研究者で

ある横田雅弘（明治大学）、白土悟（九州大学）、太田浩（一橋大学）、白石勝己

（アジア学生文化協会）、新田功（明治大学）、杉本美紀（上智大学）、工藤和宏

（獨協大学）らの諸先生と共に実施した世界の留学政策と留学生受け入れ政策
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に関する一連の共同研究が思い出される。 

 2003 年頃から約 10 年間、継続的に科研費研究助成や文科省委託研究費など

の複数の研究経費を得て国内外の調査研究を共同して実施してきた。その間に

中国・香港・マレーシア・シンガポール・豪州などの諸国を訪れ、各国の主要

大学や関連機関の留学担当者や各国政府の政策担当者に留学政策に関するヒア

リングやアンケート調査を実施すると共に、日本の国公私立の全大学の留学生

受け入れ意向調査など幾多の留学生政策推進に関する調査を実施した。その研

究成果は文科省留学生課を通じて日本政府の新たな留学生受け入れ政策の基礎

資料を提供することになった。特に、留学受け入れ 10 万人計画以降の新たな数

値目標である30万人計画の策定に貢献できたことは思い出深い出来事であった。 

 今、こうして駒澤大学在職 40 年の歳月を振り返ると、10 年目 40 歳の時の糖

尿病罹患が発覚し生活態度を一変させなければならなかったことが大きな転機

になっている。それまで毎日 30 本ほど吸っていたヘビースモーカーだった私

は、教育入院をきっかけにタバコを止め、大食漢の食生活は食事制限をする日々

にかわった。指示された摂取カロリーは当初 1400kcal だったが、それにはとて

も耐えられず消費カロリーを増やす生活に変えた。 

 消費カロリー増のために始めたジョギングに、その後次第にはまっていった。

子ども時代にリレー選手でもなかったので、初めてのジョギング大会でゼッケ

ンをつけて走った時は、選手になったようで私の気分を高揚させた。練習がす

ぐタイムに反映されるジョギングが楽しくなり、各地のランニング大会に積極

的に出場し、フルマラソンも何度か経験したし、仲間と各地の駅伝大会にも出

場し始めた。 

 私のランニング仲間は、職業・国籍・性別・年齢も多種多様で、彼らとの胸

襟を開いた異文化交流はことのほか楽しく、東海道、中山道、日光街道、奥羽

街道、甲州街道の五街道を 10 年以上かけて一緒に制覇したが、一昨年はついに

海外に出かけサンフランシスコのゴールデンブリッジを一緒に走った。その仲

間の平均年齢も 60 代半ばになり、今は走力より交流を楽しむ仲間になりつつ

ある。 

 こうして振り返ると、大食漢のヘビースモーカーで研究面でも迷いの多かっ
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た 30代から、40歳の病気を転機にしてジョギングを中心とした生活にかわり、

留学交流研究やアジア学生文化研究に特化した研究に楽しみを見出してきた。

最近は身近な異文化交流であるヒューマンライブラリーの実践と研究に関心が

集約されつつある。 

 今は改めて駒澤大学に 40 年間在職できたことに感謝すると共に、新たな人

生目標に向けてチャレンジできる喜びを感じる日々である。これからの生活の

夢は、絵に描いた餅になるかもしれないが、公的生活面では今後 5～6 年はヒュ

ーマンライブラリーの普及と研究に尽力する日々を過ごし、私的生活面では今

一度体力づくりをやり直しフルマラソンとは言わないが、ハーフマラソンぐら

いは走り続けられる体にして、ランニング仲間と楽しい交流を続けたいという

のがひそかな願いである。 

 

【経歴】 

1947 年 9 月 岡山県岡山市に生まれる 

1963 年 3 月 岡山県立瀬戸高等学校卒業 

1972 年 3 月 駒澤大学文学部社会学科卒業 

1975 年 3 月 駒澤大学大学院人文学研究科社会学専攻修士課程修了 

1978 年 3 月 東洋大学大学院社会学研究科社会学専攻博士課程満期退学 

1978 年 5 月 駒澤大学文学部助手（社会学科） 

1982 年 4 月 駒澤大学文学部専任講師 

1986 年 4 月 駒澤大学文学部助教授 

1995 年 4 月 駒澤大学文学部教授 

1995 年 8 月 駒澤大学在外研修、豪州・モナッシュ大学（1997 年 8 月まで） 

1999 年 4 月 駒澤大学文学部社会学科主任（2003 年 1 月まで） 

2005 年 4 月 駒澤大学文学部社会学科社会学専攻主任（2008 年 1 月まで） 

2010 年 4 月 駒澤大学大学院社会学専攻主任（2013 年 3 月まで） 

 

【非常勤講師歴】 

1985 年 4 月 東京理科大学理工学部 
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1989 年 4 月 湘南短期大学 

1990 年 4 月 神奈川歯科大学 

1991 年 4 月 明治大学政経学部 

2003 年 4 月 鶴見大学文学部 

2003 年 4 月 鶴見大学短期大学 

2009 年 4 月 お茶の水女子大学 

2010 年 4 月 東京医療保健大学看護学部 

2010 年 4 月 明治大学大学院政治経済学研究科 

 

【著書・単行本】 

1980 年 『わかりやすい社会学』（共著）学文社 

1983 年 『現代社会の社会学的諸相』（共著）文化書房博文社 

1984 年 『新版統計からみる社会学』（共編）学文社 

1985 年 『現代への社会学的視点』（共著）法律文化社 

1986 年 『こころ・行動そして社会』（共著）人間の科学社 

1988 年 『21 世紀の老人問題』（共著）学文社 

1989 年 『人材流動化と勤労意識』雇用開発センター 

1990 年 『転職白書』（共著）二期出版 

1990 年 『新版社会学概論』（共著）学文社 

1991 年 『出会いの研究』（共著）日本青少年研究所 

1993 年 『国際化時代の日本の学生』（単著）学文社 

1995 年 『日本人と社会変動』（共著）人間の科学社 

1996 年 「JAPANESE CULTURE AND SOCIETY―Model of Interpretation―」

（共著）der Philipp―Franz―von―Siebold―Stiftung 

1997 年 「Japanese Undergrauate Students in Australia― A comparison of Asian 

and Australian Students―」Japanese Studies Centre, Monash University 

1999 年 『わかりやすい論文レポートの書き方』（共著）実業之日本社 

1999 年 『日本人と国際化』（共著）人間の科学社 

2001 年 『日本人と高齢化』（共著）人間の科学社 
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2002 年 『21 世紀の労働と福祉』（共著）学文社 

2002 年 『21 世紀の国際知的交流と日本』（共著）中央公論社 

2004 年 『日本人と少子化』（共著）人間の科学社 

2007 年 『現代中国の社会変動』（編著）時潮社 

2008 年 『日本人と持続可能な社会』（共著）人間の科学社 

2010 年 『新しい社会学を学ぶ』（単著）学文社 

2012 年 『ヒューマンライブラリー事始め』（編著）人間の科学社 

2012 年 『多文化社会の偏見・差別』（共著）明石書店 

2012 年 『幸福列車』（共著）人間の科学社 

2013 年 『大学の国際化と日本人学生の国際志向性』（共著）学文社 

2014 年 『社会・人口・介護からみた世界と日本』（共著）時潮社 

2016 年 『異文化間教育のフロンティア』（編著）明石書店 

2018 年 『ヒューマンライブラリー』（編著）明石書店 

 

【主な論文】 

1974 年 「意識の存立構造に関する覚え書」『ソキエタス』no.1 駒澤大学大

学院社会学研究会 

1975 年 「社会意識の基本構造について」『ソキエタス』no.2 駒澤大学大学

院社会学研究会 

1977 年 「社会意識研究と媒介過程の問題」『駒澤社会学研究』no9 駒澤大

学文学部社会学科 

1980 年 「役割分析と役割取得」『駒澤社会学研究』no.12 駒澤大学文学部

社会学科 

1982 年 「社会的役割と役割の規程」『駒澤社会学研究』no.14 駒澤大学文

学部社会学科 

1991 年 「アジアの学生・日本の学生」『駒澤社会学研究』no.22 駒澤大学文

学部社会学科 

1991 年 「学生の国際交流と生活価値観の比較研究から」『留学交流』vol.3 

日本学生支援機構 
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1992 年 「国際比較から見た日本の青少年の友人関係」『現代性教育研究月報』

Vol.10, no.3 日本性教育協会 

1993 年 「在日留学生と日本人学生―何が留学交流を阻害しているか―」『ア

ジア文化』第 18 号、アジア総合文化研究所出版会 

1995 年 「在日留学生の行動様式と生活パターン」（共同研究）、『アジア文化

研究』第 2 号 国際アジア文化学会 

1995 年 「学生の国際交流とアジア青年文化の比較研究」『アジアの友』6 月

号、アジア学生文化協会 

1997 年 「JAPANESE YOUTH CLTURE―Patterns of Thinking and Behavior of 

Japanese High School Students―」『駒澤社会学研究』no.30 駒澤大学

文学部社会学科 

1998 年 「国際比較から見た日本の学生～アジア・オーストラリアの学生と

比較して～」『NEWSLETTER』No.90 JAFSA（外国人留学生問題研究

会） 

1999 年 「オーストラリアの日本人学生―アジア人およびオーストラリア人

学生と比較―」『駒澤社会学研究』no31 駒澤大学文学部社会学科 

1999 年 「留学生と日本人学生の交流教育―オーストラリアとの比較を通し

て―」『異文化間教育』no.13 異文化間教育学会 

2002 年 「アジア学生文化の比較研究―1994 年調査と 2000 年調査を中心と

して―」『駒澤社会学研究』no.34 駒澤大学文学部社会学科 

2005 年 「日中学生文化の比較研究」『アジア文化研究』第 12 号 国際アジア

文化学会 

2006 年 「在日中国人留学生の動向と今後の課題―中国と日本の留学政策を

背景として―」『駒澤社会学研究』no.38 駒澤大学文学部社会学科 

2006 年 「留学生調査から見えるもの―駒大留学生 15 年の動向―」『駒澤大

学文学部紀要』第 38 号 駒澤大学文學部 

2008 年 「アジアと日本の留学交流政策の現状」『アジア教育研究』第１巻第

１号 アジア教育改革研究会 

2009 年 「中国における留学先魅力度五ヵ国の比較研究―IDP 方式による中
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国留学意向調査から―」『比較文化史研究』第 10 号 比較文化史学会 

2011 年 「日中台における大学生の友情観比較」『異文化間教育』no.34 異文

化間教育学会 

2012 年 「日本の留学生リクルーティング―アジアの留学生受け入れ戦略と

日本留学の魅力度―」『留学交流』12 月号 Vol.21 日本学生支援機構 

2014 年 「ヴァイキング号事件と御蔵島の異文化交流～黒船救難とある植物

学者の活躍～」『駒澤社会学研究』no.46 駒澤大学文学部社会学科 

2017 年 「ヒューマンライブラリーから見た異文化間能力―コンピテンシー

を育てる実践の立場から―」『異文化間教育』no.45 異文化間教育

学会 

 

【主な研究報告書】 

1985 年 『職場集団と労働意識』（科研費研究報告書〈総合 A〉代表、渡辺源

樹） 

1992 年 『道徳観に関する高校生調査』（共著）日本青少年研究所 

1993 年 『個人の生活意識の変化と新しい組織編制原理の形成に関する比較

社会学的研究』〈科研費研究〈総合 A〉代表、小林幸一郎） 

1993 年 「高齢者の生活と意識に関する調査研究報告書」（共著）高齢者活性

化研究会 

1993 年 『中学生の生活調査―日米比較―』（共著）日本青少年研究所 

1994 年 『高校生と家族に関する調査―日・米高校生比較―』（共著）日本青

少年研究所 

1994 年 『高校生ライフスタイル調査』（共著）日本青少年研究所 

1995 年 『学生の国際交流とアジア青年文化の比較研究』（科研費研究＜総合

A＞代表、坪井健） 

2003 年 『日本人フルブライターの留学評価に関する研究』（日米フルブライ

ト交流計画 50 周年記念事業実行委員会） 

2005 年 『アジア太平洋諸国の留学生受け入れ政策と中国の動向』（科研費研

究〈総合 A〉代表、横田雅弘） 
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2006 年 『岐路に立つ日本の大学』（科研費研究〈基盤研究 B〉代表横田雅弘） 

2007 年 『留学交流の将来予測に関する調査研究』（文科省委託研究、代表横

田雅弘） 

2008 年 『留学生受け入れ 20 年間の動向と在日留学生の生活実態の変容に

関する実証的研究』（科研費研究〈基盤研究 C〉代表、坪井健） 

2009 年 『中国における日本と諸外国への留学生送り出し要員の比較研究』

（明治大学新領域創成型研究、代表横田雅弘） 

2009 年 『外国人学生の日本留学へのニーズに関する調査研究』（文科省委託

研究、代表横田雅弘） 

2011 年 『国費外国人留学制度の成果・成果に関する調査研究』立命館大学

総合理工学院生命科学部（文科省委託事業、代表谷口吉弘） 

2012 年 『アジア学生文化の変容に関する国際比較研究』 （科研費研究〈基

盤研究 C〉代表、坪井健） 

2014 年 『カンボジア・スタディツアーの教育的効果と可能性に関する実証

的研究』《概要・資料編》（駒澤大学特別研究助成〈個人〉報告書） 

 

【主な口頭発表】 

1990 年 10 月 日本教育社会学会第 42 回大会（香川大学）「日本人大学生と留

学生の交流阻害要因について」 

1993 年 10 月 日本教育社会学会第 45 回大会（日本女子大学）「在日留学生と

日本人学生―何が留学交流を阻害しているか」 

1994 年 11 月 日本社会学会第 67 回大会（同志社大学）「在日留学生の行動様

式と対人ネットワークの形成過程」 

1996 年 7 月 JAPANESE STUDIES ASSOCIATION OF AUSTRALIA,10th,

（Melbourne Univ.） “Attitudes, behavior and values of Japanese 

students― a comparison of Asian and Australian students” 

1997 年 10 月 日本教育社会学会第 49 回大会（千葉大学）「オーストラリア・

アジアとの比較から見た日本の大学生文化」 

1998 年 5 月 1998 年アジア大亜太地区華人社会青少問題研討会（台北・輔仁
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大学）「日本及び豪州における華人留学生の特徴と問題点」（共

同発表） 

1998 年 6 月 異文化間教育学会第 19 回大会（神田外語大学）「留学生と日本

人学生の交流教育」 

2002 年 6 月 国際アジア文化学会第 11 回大会（国士館大学）「東アジア学生

文化の継時的変化について」 

2006 年 3 月 Comparative and International Education Society Annual Conference 

（ハワイ）Japan’s Responses and Challenges to Rapid Development 

of Cross―Border Higher Education in the Asia―Pacific （共同発表） 

2008 年 6 月 異文化間教育学会第 28 回大会（京都外国語大学）公開シンポジ

ウム報告「日本の大学の留学生受け入れ政策の現状と課題」 

2008 年 6 月 国際アジア文化学会第 17 回大会（駒澤大学）シンポジウム「ア

ジア留学交流の実情と日本の大学」 

2008 年 8 月 アジア教育研究フォーラム研究大会（東京大学）「アジアと日本

の留学交流政策の現状」 

2008 年 10 月 日本教育社会学会第 60 回大会（上越教育大学）「四年制大学に

おける留学生受け入れと短期外国人受け入れ状況に関する考察」 

2008 年 12 月 国際アジア文化学会定例研究会（池袋、地球飯店）「中国の日本

留学の実態について」 

2009 年 3 月 中国社会科学研究会 2008 年度シンポジム（早稲田大学）「中国

の日本留学事情―’08 年中国調査から―」 

2010 年 6 月 異文化間教育学会第 31 回大会（奈良教育大学）「日中台におけ

る大学生の友情観―「間身体性」概念の検討を通して―」（共同

発表） 

2011 年 6 月 異文化間教育学会第 32 回大会（お茶の水女子大学）「アジア学

生文化の変容に関するに関する国際比較研究」 

2012 年 6 月 異文化間教育学会第 33 回大会（立命館アジア太平洋大学）「ヒ

ューマンライブラリーの可能性を探る―坪井ゼミの実践からの

探求―」 
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2013 年 10 月 第一回日本学ハイエンドフォーラム国際シンポジウム（中国・

山東師範大学）「東アジア学生文化の比較研究から」（基調講演） 

2016 年 6 月 異文化間教育学会第 37 回大会（桜美林大学）「ヒューマンライ

ブラリーから見た異文化間能力―コンピテンシーを育てる実践

の立場から―」 

2016 年 9 月 ICJLE 日本語教育学会国際大会（インドネシア・バリ大会）「日

本の企業に勤務する外国人社員による言語使用実態―外国人社

員および企業へのアンケート調査から―」（共同発表） 

2017 年 6 月 異文化間教育学会第 38 回大会（東北大学）「ヒューマンライブ

ラリーを読み解く―対話世界の構築と視界の相互性―」 

2017 年 10 月 日本ヒューマンライブラリー学会第 1 回大会（駒澤大学）「ヒュ

ーマンライブラリーの実践と研究―その現在とこれから―」（基

調報告） 

 

【その他】 

1990 年 「調査に見るアジア留学生と日本人学生の生活と意識」NHK ラジオ

ジャパン（コメンタリー）1 月 10 日 

1990 年 「急増するアジア留学生とアジアの中の日本」NHK ラジオジャパン

（コメンタリー）3 月 19 日 

1995 年 「アジア人留学生はいま」『AERA』No.37 ’95.8.14-21 号 朝日新聞社 

 

【現在の学会活動等】 

日本社会学会会員 

日本教育社会学会会員 

日本社会心理学会会員 

異文化間教育学会理事 

国際アジア文化学会理事長 

日本ヒューマンライブラリー学会理事長 

東京ヒューマンライブラリー協会代表理事 
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