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『共生の文化研究』第 12 号刊行にあたって
多文化共生研究所 所長 杉山三郎

「共生の文化研究」は、古代からある程度独立して形成されてきた集団／民族／国家が互
いの交流や衝突の機会が増えるなか共存する道を探るという目的で、文化の地域研究や比較
研究、また交流活動などを紹介しています。まず様々な他文化を描き出し、人類史のなかで
生物多様性と同時に文化多様性の重要性を訴えることが使命と考えます。一方で、特にヨー
ロッパ列強国による大航海時代以降、加速度的にヒトとモノが交流し“混血”が進んでいます。
情報技術やコミュニケーション・システムが急激に発展した現代まで、多文化要素を備えたモノ
と知識が融合を繰り返し、ユニバーサルな環境に囲まれた新しいタイプの集団が生まれ続け
ています。そもそも「伝統文化」・「民族アイデンティティー」とは何か、国民を連結させる「国家
理念」とは何か、また「共生」とは何かが問われるべき時代と言えます。今後も各集団に特有な
文化要素は生き続けるものの、一方で社会集団や文化の境界がますます不鮮明になってきて
います。今後は文化の融合から生まれる新しい文化・社会、さらに一個人に内在する複数の
顔・アイデンティティー、多民族性、多重国籍をどう扱うか、踏襲された「文化」の枠を踏み出し
て考えるべき時代ともいえます。
実はこの傾向は、すでに古代から、特に人が急激に集合する都市の形成期より始まってい
たと言えるでしょう。私達は現在、新大陸に最初に現れた巨大都市テオティワカンを掘ってい
ますが、以前は謎の単一民族により創造されたと考えられていたテオティワカンも、近年の調
査では以前考えられていた以上に多民族によるハイブリッド国家だったことがはっきりしてきま
した。ヒトが密集して住み始めると混血だけでなく、文化の融合が急速に進み、より複雑な社
会・政治・経済システムが発展します。また技術や様々な知識も集積し新しいアイデアが生ま
れ、同時に疫病の問題も発生したと考えられます。地球上の人口の半数以上が都市に住む現
代において、その発祥まで遡り都市問題を扱う「共生の文化研究」は益々重要な使命を負って
いると感じざるを得ません。
最後になりましたが、私は本年度愛知県立大学退職に伴い、多文化共生研究所長をステッ
プダウンし、今後は後方からサポートできたらと考えています。特にジャーナルやウェブページ
により、日本語でも私達の研究成果を発信できたらと思います。（http://db.csri.for.aichipu.ac.jp/plaza_of_columns_complex_jp/）他文化や多文化共生を扱う多くの研究者が、研
究成果や活動の紹介に本研究所のジャーナルや研究ウェブサイトを活用して頂けたら幸いで
す。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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多文化共生研究所の主な活動（2017 年度）
NO.

イ

ベ

ン

ト

名

開催日時

開催場所

参加者数

備考

1

マリネラ披露会
ゲスト：オルベゴソ今村ローザ、オルベゴソ今村マリオ、
須原ホセ(CLUB LIBERTAD 名古屋支部)

4 月 28 日
8:50～10:20

L 棟 講堂

50 名

主催：CLUB LIBERTAD
名古屋支部、
ペルー文化普及振興協会
後援：在名古屋ペルー総領事館、
多文化共生研究所

2

多文化共生研究所ランチセミナー（第 4 回)
祈りか供犠か？カナダ・クリー族のサンダンス儀礼
講師：谷口智子（スペイン語圏専攻准教授）

6 月 29 日
12:05～12:50

H 棟 003 教室

15 名

主催：多文化共生研究所

3

多文化共生研究所ランチセミナー（第 5 回）
日本・インドネシア関係の将来を担う人づくりの試み
講師：小座野八光（中国学科准教授）

7 月 20 日
12:05～12:50

H 棟 003 教室

17 名

主催：多文化共生研究所

4

愛知県立大学×あいち医療通訳システム推進協議会
共催シンポジウム
医療現場での外国語コミュニケーション支援に向けて

12 月 17 日
13:00～16:15

名古屋国際センター
別棟ホール

176 名

共催：愛知県立大学
共催：あいち医療通訳
システム推進協議会

5

杉山三郎特任教授 最終講義
メキシコ古代史に学ぶ
我々はどこから来たのか?
我々は何者なのか?
我々はどこへ行くのか?

1 月 18 日
16:10～17:40

S201 教室

60 名

主催：多文化共生研究所

6

『虹の戦士』語り Live
語り： 坂口火菜子 、音楽： じぶこん

1 月 26 日
12:50～14:20

L 棟 講堂

120 名

主催：多文化共生研究所
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メディア出演・掲載情報
出演者
杉山 三郎
（研究所長）

内容

リンク等
https://hh.pid.nhk.or.jp/pidh07/P
rogramIntro/Show.do?pkey=00120170408-31-13025

4/8 NHKE テレ
「SWITCH インタビュー達人達（たち）
平岳大×杉山三郎」出演
3/27 スペイン新聞「ディアリ・ダ・バレアス」 Diari de Balears
“Com a japonès que estima Catalunya, esper que es faci un
Estat ideal partint des de zero”
10/4 TBS ラジオ「荻上チキ・Session-22」
カタルーニャの独立問題について解説

https://www.tbsradio.jp/187765

10/5 TBS ラジオ「荒川強啓 デイ・キャッチ」
カタルーニャの独立問題について解説
10/7 TBS「上田晋也のサタデージャーナル」
カタルーニャの独立問題について解説
10/9、10/30 TOKYO-FM「TIME LINE」
カタルーニャの独立問題について解説

奥野 良知

10/15、16 講談社デジタル雑誌「クーリエ・ジャポン」
カタルーニャの独立問題について解説

https://courrier.jp/news/archives/
100265/
https://courrier.jp/news/archives/
100496/

10/28 朝日放送「池上彰のニュースそうだったのか！！」
テレビでの監修、原稿作成

http://www.tv-asahi.co.jp/ikega
mi-news/backnumber/0063/

10/29 中日新聞朝刊 28 面
カタルーニャの独立問題について解説
11/4 朝日放送「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」
カタルーニャの独立問題について解説
12/22 時事通信社「時事ドットコムプレス」
カタルーニャ・識者談話 住民の意識二極化
カタルーニャ自治州議会選挙結果について解説

https://www.jiji.com/jc/article?k=
2017122201090&g=pol

12/24 中日新聞朝刊 6 面「問われる EU の対応」
カタルーニャ自治州議会選挙結果について解説
1/1 図書新聞 3333 号
「ネーションとしての否定と独立支持の急増の背景」
カタルーニャ独立運動の経緯について解説

小栗 宏次

亀井 伸孝

1/7 テレビ東京
「日経スペシャル 未来世紀ジパング〜沸騰現場の経済学〜」
カタルーニャの独立問題について解説

http://www.bs-j.co.jp/program/de
tail/201801/21888_20180107173
0.html

12/3 中日新聞朝刊 7 面
信号機のない交差点「インテリジェント（知性ある）交差点」の提唱

http://www.chunichi.co.jp/article/
feature/kurumakakumei/list/CK
2017120302000195.html

11/3 朝日新聞朝刊 37 面 (社会 3)、朝日新聞デジタル
大手メディアと SNS の関係について解説

https://www.asahi.com/articles/D
A3S13211332.html

11/7 朝日新聞社運営ニュースサイト「withnews」
文化人類学の観点から、大手メディアの言説について解説

https://withnews.jp/article/f0171
107000qq000000000000000W04
h10201qq000016188A

11/25 朝日新聞夕刊 3 面、朝日新聞デジタル
ルワンダで民族分断の手段にラジオが用いられたことを例に、ネッ
トにおける排他的な言説について解説

https://www.asahi.com/articles/D
A3S13245206.html
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