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I．はじめに

平成3年６月に公にされた「大学設圃基準の一部を改正する省令」を機に、それ

ぞれの大学が自己点検・自己評価、カリキュラム改革等の様々な内部的検討や改

革に取組んでいることは、大学教育に関わる者のみならずひろく知られているこ

とである。昭和３１年の省令以来のこの改正は、いわゆる「設置基準の大綱化」と

して、大学自体に変化や変革を余儀なくさせる大きなきっかけとして受け止めら

れている。

大学教育とは、基本的にどのようなことが常に求められてきたのであろうか。

大学以前の学校教育においては、年齢的な点も絡んで与えられたものを受動的に

受取り、学ぶことが求められてきたのであるが、大学にあってはそうしたことか

ら脱皮して能動的、自律的で積極的に学び取るという、いわば模倣的な態度から

創造的な態度と精神が各人に求められる。その上大学はそれまでの学習の世界か

ら、初めて学問の世界が開かれる場でもある。また高度な知識修得という面から

見ればアカデミック性が求められるのは自明のことである。加えて教える者と教

わる者との相互のやりとりを通して形成される人間関係、人格形成、広く深い教

養の潤養、そしてその上に柔軟且つ創造的な思考と的確な判断力の養成等が大学

においてなされる教育の基本として、社会から求められているのではないかと考

えられる。

平成９年（１９９７年）の我が国の大学数は５８６校、学生数２，４００，２７８人、卒業

者数５２４，５１２人、就職率６６．６％、進学率９．１％である。また同年の高等学校卒業

者の大学進学率は４０．６％（１）を示し、大学進学率は増加傾向を示すであろうと予

測されている。一方で少子化傾向による１８歳大学進学該当年齢人口の減少が指摘
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されており、国際化の流れと社会の変化があいまって留学生、帰国子女の受け入

れ、社会人学生の受け入れ体制の整備拡充、高齢化の進展と生涯学習への高まり

に伴う大学の開放等への対応が求められている。また急速に進められる技術革新

は、情報機器の導入と情報網の整備拡充を教育現場にもたらしており、既に浸透

しつつあるそれらを教育に組み込むことに対する検討と試みが進められている。

上に述べたような大学教育に対する基本的視点と大学をとりまく今日の環境の

理解をふまえ、本稿では教育は社会制度の一部として存在し、且つ社会の変化と

密接な関わりを有するだけではなく、その反映として捉える。さらに教育は研究

の変化や発展がかなり色渡く投影されるものであり、ある分野の教育の在り方や

視点・展開を理解するためには、殊に大学教育に携わる教員が同時にその分野の

研究者でもあることが多いことから、その分野の研究の方向と傾向の把握がその

基盤となると考える。このような理解と土台の上にラテンアメリカ教育を位極づ

け、その教育的視点と考え方、そして実際に行われているカリキュラムの分析を

通して、学部におけるラテンアメリカ教育の現状と傾向を考察する。これらを通

して、現在のラテンアメリカ教育に関する課題や問題点を捉え、この地域の総合

的理解のための教育の方向とカリキュラムのモデルを示し、その教えることの在

り方についても私見を賊みたい。

Ⅱ、前提としての日本の教育制度と高等教育の歩み

日本が近代国家として歩み始めてから第二次世界大戦終結までの近代教育制度

を鳥敵する時、基本的に四期に大別される（２）。それぞれ近代教育制度の創始期

〔明治５年（１８７２年）の学制公布～明治１８年（１８８５年）〕、近代教育制度の確

立・整備期〔明治１９年（１８８６年）の帝国大学令公布～大正５年（１９１６年）〕、

教育制度の拡充期〔大正６年（１９１７年）～昭和１１年（１９３６年）〕、戦時統制下

の軍国主義、極端な国家主義による画一主義教育の時期〔昭和１２年（１９３７年）

～昭和２０年（１９４５年）〕である。

我が国における大学は、明治４年に文部省が創設されてより明治１９年の帝国大

学令によって官立の帝国大学の設圃に始まり、次いで大正７年の大学令公布によ

って、各分科大学を学部に改め、公私立大学、単科大学設圃が認められ、大正９

年に最初の私立大学が設立認可されている。高等教育機関としての大学は東京帝
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国大学をその頂点として国家や時代の要請に応えるエリートの輩出を担い、近代

国家の形成と確立に資するものとして、時には時代の偏向の波を被った象徴とし

て存在した。

第二次世界大戦終結後の昭和２２年、新たな国家体制の下で教育基本法が公布さ

れ、現行の教育の基本的在り方とその制度が示された。いわゆる六・三・三制で

ある。そして昭和２３年１２校であった大学は、翌２４年には１７８校（３）を数えた。

その後文部大臣や文部省主導の下で各種の審蟻会や委員会が設けられ、学校教育

をはじめ教育そのものに関していろいろな視点や角度から審議、検討が重ねられ、

その成果や結果が広く示されてきた。中でも昭和４１年中央教育審議会答申の別記

に示された「期待される人間像」は、第一部『当面する日本人の課題』、第二部

『日本人にとくに期待されるもの』で樹成され、日本人および日本の社会全体に、

日本の教育と社会の将来の在り方を問いかけたものと理解され、社会的にも真筆

に受け止められ、各界各層で論議されたことはまだ記憶に新しい。また昭和４６年

の答申では「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策につ

いて」と題し、第三章で高等教育の改革に関する基本栂想が述べられている。さ

らに、昭和５９年総理大臣の諮問機関として設極された臨時教育審議会の第四次に

わたる答申は、全国民参加の教育改革を目指し、社会の変化や文化の発展に対応

する教育の実現を期し、教育の社会的賞任と使命の重さを改めて見据えた上で教

育の在り方を根本的に見直し、新たな観点から諸改革の方策を提言している。こ

こでなされた分析や多岐にわたる提言の幾つかは、ここ数年来の文部省による改

革や施策の基本的方向として実現あるいは実施されている。前述の高等教育関係

者に根本的改革を余儀なくさせている平成３年の大学の設騒基準の「大綱化」等

は、最も顕著なことの一つである。このように、昭和２８年から行われている中央

教育審議会答申を始めとする大学審議会等の各種審議会や委員会の答申は、教育

に携わる人々から様々な評価や批判（４）が向けられているが、基本的には日本社

会自体および社会を取り巻く環境の変化のうねりに導かれるごとくの対応を示し

ている。この点からすれば、大学もまた社会的な存在の意味合いが強まっている

ことを示している。

このような過程を経てきた我が国の高等教育の特質は、第一に私立大学の占め

る割合が他の先進諸国に比して極めて高いこと。またその私学の財源は昭和５０年

の私立学校振興助成法公布以来公費による助成がなされているもののその在り方
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や助成額の削減と見直しが開始されており、基本的に授業料に依存していること

である。大学全体における私立大学の割合は、昭和４０年には既に６５．９％、平成９

年には７３．５％（５）を示している。次いで我が国の社会と大学の関わり方が指摘さ

れる。つまり先述の大学の歩みが示す通り、国公立を中心とした宮に対するエリ

ート教育を基本におきながら、私立の大学教育は社会の変化とその要請に呼応す

るようにエリート層に対する補完層の輩出によってその役割を果たしてきたこと。

近年では教育における偏差値主義の台頭によって、露わな大学相互の格差をより

鮮明にし、進学希望者に対してより一層の狭い門を維持してきたこと。またこの

ような大学進学が卒業後の就職と密接に関連し、それぞれの分野における特異な

学歴重視の傾向が現れていることである。このことは、大学入試の社会問題化の

みならず、教育制度そのものの在り方にも関わる問題を提起しており、今日の社

会そのものの変化とその動きに伴って高等教育の変革や改革が求められ(6)、その

方向が打ち出されている。そして具体的な方策が個々の大学で検討され、実験的

な試みが始ったところではないかと理解される。

Ⅲ．ラテンアメリカとの関わりと研究の動向について

どのような研究分野においても研究の在り方とその動向は、程度の差はあるに

せよ、基本的にはその時代や社会の要請に影響を受けてその軌跡を残しているこ

とは異論のないところであろう。加えて、これまでも研究者の多くは、教育機関

に関わってきている。特に彼らが大学教育に携わる場合、大学でなされる教育の

内容上の枠組みと方法に、彼ら研究者達の研究の在り方や動向が強く反映される

ことは言を俟たない。この傾向は、比較的歴史の浅い分野であるならばより直接

的に、また顕著に現れるものと判断される。従って、今日の大学の学部において、

ラテンアメリカに関してどのような目標をもってどのような教育が行われている

かを理解するためには、この地域の研究者達の研究の蓄積と動向への理解が不可

欠である。

これまで概観してきたような高等教育を取り巻く環境と歩みの中で、我が国に

おけるラテンアメリカ研究の分野は、西欧諸国やアジア諸国に関する研究と比較

した場合、歴史の浅い分野である。これは、日本の地理的位歴、またラテンアメ

リカ地域との関わりが結ばれてからまだ１世紀程しか経っていないという歴史的
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経過、および政治経済上の関わりの希薄さの結果もたらされたものであると理解

される。

日本とラテンアメリカ地域の関わり方と研究経過を見るならば、ペルー、次い

でメキシコとの国交樹立に始まり、１９世紀末に日本からの移民送出という様々な

問題と課題を後々まで引きずる重いパイプが敷かれたことが基点となる。この初

期にあっては、主に外務省関係者による移民受入国の社会や歴史等に重点をおい

た言葉も含めた現地事情と現地紹介の書物が出版されている。一般の人々の多く

はこのような書物と移民ということを通して、初めてこの地域の地理的位圃、日

本とは全く異なる自然環境、広大な国土、用いられている言語、多様な人種構成、

豊富な天然資源等について知ることとなる。研究機関としては１９４１年旧神戸高等

商業学校（現神戸大学）に中南米経済調査室が開設され、この地域の研究が緒に

ついた。

一時的に中断していた日本からの移民は、第二次世界大戦終結後、国内の逼迫

した食糧事情や経済的困窮の中で、現地日系人による呼び寄せ移民という形で再

開された。戦後の移民はそれまでのいわゆる出稼ぎ的な色彩の強かった移民とは

異なり、基本的には農業生産や技術に比重を置いた移住民を意味し、労働力の定

住を伴った移動と理解される。

戦後の混乱を経て輸入代替から工業製品輸出国へと復興から発展を示した日本

経済は高度経済成長を維持し、この地域への移民送出のみならず政治経済の上で

も長く密接な関わりを保ってきた他の西欧先進諸国の後塵を拝する形で、ラテン

アメリカの豊富な潜在的資源と市場の可能性に引き寄せられた結果の一つとして、

投資を含む企業進出を盛んに進めた。国内の好景気と反比例するように、ラテン

アメリカへの移民は１９６０年代後半には極端に衰退（７）し、集団移住は基本的にほ

ぼ終了したものとみなされている。

このような我が国とラテンアメリカとの関わりの変化は、戦前からの国策とし

ての移民や事業活動を支え国家に貢献する一手段として、あるいは移民の教育に

資するための言語習得というこれまでの優先要請に加え、経済活動を遂行し得る

知識と能力を備えた人材の育成を必要としたのは当然のことであり、この地域に

関する研究や教育機関の設置と整備が強く求められた。

これらの要請に応える形で１９５８年にラテンアメリカ協会およびアジア経済研究

所等の研究機関が設圏され、ラテンアメリカ研究は１９６０年代に入って本格的に関
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始されていく。また大学における教育は、この時期に語学教育を中心に整備され

ていく段階を迎える。学術の分野では、１９６４年にラテン・アメリカ政経学会、

１９６５年にポルトガル語教育者協会（現在の日本ポルトガル・ブラジル学会）、

１９８０年には日本ラテンアメリカ学会が設立されている。各学会は年次大会や研究

会を開催し、それぞれ「ラテン・アメリカ論集」「アナイス」「ラテンアメリカ

研究年報」と題する学会誌を発行してその活動を継続、推進している。

また日本の経済大国化、人・物・情報をはじめとする社会の様々な側面の世界

規模で加速度的に進展する国際化やボーダレス化等の現象は、我々に総合的な学

際研究の方向を求めた。このような状況の中で１９９４年、国立民族博物館に地域研

究企画交流センターが設適され、ラテンアメリカ地域を含む各地域研究が進めら

れている。同センターは、「地域研ニュース」（１９９５年３月の１号から１９９８年２

月までに６号を数える）の発行を通じ、その活動と研究成果を関係研究機関や研
究者に提供している。

ラテン・アメリカ政経学会の学会誌「ラテン・アメリカ論集」に基づくならば、

１９６０年代から１９９３年までの研究の動向は、日本国内の経済状態とラテンアメリ

カの政治経済上の環境と重なり合う形で研究の傾向は大きく３期に分けられる(8)。

掲載点数は計84点を数え、その研究の関心は、比較的多様な分野にまたがる時期、

政治・経済・社会・文化・その他に若干関心が集約され掲載点数が減少する時期、

次いで第１期と同様に関心が多様化し掲載点数も増加傾向を示す時期が示される。

そこで用いられた分類基準に基づいて１９９４年以降を見るならば、掲載点数２０

は経済１２点、社会5点、その他２点、地域研究1点に分類される。また対象国と地

域は、ブラジル１１点、メキシコ３点、ペルー１点、ラテンアメリカ全体３点、比

較：ラテンアメリカ・アジアニーズ1点である。

上記の分類に基づく研究の動向からは、社会科学の分野の中でも経済に関する

研究が突出していること、次いで政治が続き、併せて全体の約65％を占め、文化

の側面は研究対象として極めて僅かしか取り上げられていないことが理解される。

さらに創刊号から１９９７年３１号の間の研究対象地域は、ブラジルメキシコ、ラ

テンアメリカ全体が上位を占め、それらは全体の約８４％に達している。ラテンア

メリカ地域を一つの全体として捉え、その理解を偏りなく総合的に得るという視

点からするならば、取り上げられている側面および国や地域の量的バランスは偏
りを示しているといわざるを得ない。
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また、ある国や地域の経済についてより深くまたはより実態にそくして全体的

理解を試みようとするならば、主に西欧先進諸国で打ち立てられてきた経済理論、

指標や数値に基づく理解や分析に頼ることのみでは目的に適わないのではないか、

換言すれば、異なった社会や人々の様々な行為を実態に近づけて理解しようとす

ればするほどその社会の歴史や社会の仕組み、価値意識等を組み込まなければな

らないのではないか、という研究への視点が最近研究者の間から指摘されている

ことは周知のことである。このような志向に応えるためにも希薄な部分である社

会や文化の側面の研究がもっと蓄積される必要があるのではないかと考えられる。

さらに、日本ラテンアメリカ学会の学会誌「ラテンアメリカ研究年報」による

ならば、１９８１年のNqlから１９９８年のNnl8までの論文および研究ノートの掲載点

数は７６点を数える。先の分類に基づいてそれらの関心を概観するならば、文化

（文化遺跡の発掘調査・研究を含む）および社会の側面に関するものが最も多く、

併せておよそ48点を数え、約６５％を占めている。対照的に法律や政治、経済の側

面に関しては約２６％程である。また取り上げられている対象国や地域は広範にわ

たり、１５の国と４つの地域等を網羅している。メキシコ、ペルー、アルゼンチン

が上位を占め、この３ヶ国で全体のおよそ半分近くを占めており、ラテンアメリ

カ全域に関するものは約１０％である。

またこの学会の最近の傾向として若い研究者の発表が多く、ラテンアメリカに

対する同一研究者による継続的な研究発表は余り見られない。この傾向はどちら

かと言えば、一過性的な研究発表の場という－面を示しているのではないかと考

えられる。

今後の課題として、我が国においてラテンアメリカに関する研究を主導してい

るこれら二つの学会がラテンアメリカ研究あるいは同地域の地域研究を目指すな

らば、これまでの蓄穂を踏まえた上で、日本国内の政治経済的状況にその研究の

関心や数量的な蓄積が強く左右されることなく、また社会や地域の全体的理解と

研究の深化のためにも部分的な偏りを可能な限り避け、基礎的な研究の充実と研

究者の持続的養成を図ることが必要であろう。また一方では、多様な経験と関心

を有する人々によってなされる調査研究の発表の場として、またこの地域に関す

る研究ひいては教育の充実・推進を誘導する、牽引車としての役割と方向が求め

られているのではないかと考える。

このように捉えられるラテンアメリカに関する研究の動向と傾向は、時代や社
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会からの求めにかなり強く影響を受けていると同時に、研究者自身の専攻する分

野や事柄をその限られた範囲において一層深化させる傾向を示すものではないか

と思われる。加えて、この地域に関する情報や報道は量的に少なく、その内容も

限られた範囲のものでしかないという我が国の現状は、情報通信網や情報機器の

発展によって変化の兆しを見せているとはいえ、知的情報獲得という点では欧米

諸地域のそれに比し、極めて貧弱であることは誰もが認めるところであろう。

情報を増やし、より一層この地域の学際的、総合的な地域研究を目指し、世界

の諸地域との関連においてこの地域を理解することを志向するならば、同一地域

内の異なった専門分野を専攻する研究者達による共同研究、あるいは同じ専門分

野の他地域の研究者との共同研究の必要性が指摘される。

さらに、学際的、総合的研究および共同研究の蓄積は、この地域を学ぼうとす

る学生に対し、勉学の関心の探究や視野の拡大に方向を与えるとともに、教員の

示す専門の深化と併行して広い視野と関連への配慮という、両方の視点の必要を

感知させることにつながると考えられる。

|Ｖ・ラテンアメリカに関して行われている学部教育

上記に見られるような研究の傾向に支えられている我が国の大学教育を見ると、

ラテンアメリカに関する体系的な講座やカリキュラムを設置している大学は、今

日でも大学全体からすると極めて少数であり、またそれらの大学の所在地は東京

および京阪神並びにその周辺に集中している。

この事は、明治期に至って西欧諸国に範をとった近代国家形成を目指した日本

は、近代化を推進するために西欧諸国の知識・技術・文物を導入する必要があり、

まずその言語の習得から官の主導の下に着手せざるを得なかったこと。また我が

国では大学が東京や京阪神を中心とする大都市圏すなわち国内の拠点に集中して

設立されてきたという我が国の国内的要因が強く作用したこと。さらに我が国と

ラテンアメリカ地域との関わりが国家の政策の一環として１９世紀末から本格的に

開かれ、移民の送出がこの地域との関わりの基本であったこと。また送出地とし

て横浜港および神戸港が当初からその任を担ってきたという、歴史的な経緯等に

よってもたらされたものと考えられる。

ラテンアメリカに関して体系的な学部教育が行われている大学は、基本的に外

－４９－



国鰭（スペイン語、ポルトガル語）を専攻する学部を設置する大学が大部分を占

めている。

本稿では、関東、関西地域の国公私立9大学をとり上げ、その教育的視点と現

状の考察を試みる。これらの大学の類別は国立外国語大学２，宗教的背景を備え

た私立大学２，開拓や移民、貿易等への研究的関心を背景に持つ国立大学，、戦前

の専門学校から戦後大学に移行して学部増設を行った私立大学，、戦後設立され

た私立大学’および私立外国語大学’、そして大学改組による学部増設の結果こ

の分野に新規参入の形をとる私立大学１の９校（９）である。

ここでは、各大学で学部学生向けに配付されているシラパスあるいは講義概要

を基本資料とし、学部あるいは学科の掲げる教育上の意図および目的、カリキュ

ラム、榊成科目の授業目標、授業形式等について調べ、また教員への聴き取りを

行って参考資料とした。

〈学部・学科の掲げる意図・目的について〉

各学部や学科では、教育上の意図や目的を以下のように掲げている。「地域の

文化・社会に関して、言語・民族・歴史・政治・文学・芸術等様々な観点から総

合的に理解し、地域研究の方法をもって幅広く専門的知識と理解を得させる」、

「言語修得、広範な地域研究を通してイスパニア語圏およびポルトガル語圏の総

合的理解を目標とし、国際社会にあってフロンティア輔神に富む人材の送出をめ

ざす」、「異文化理解の方法を体系的に教育研究することを理念とし、国際理解

の能力と国際参加の態度を身につけた人材の育成を目的とする。イスパニア語文

化圏を総合的に研究・教育する。習得言語を土台とし、その文化や社会の櫛造を

総合的に研究、換言すれば地域研究を進めるとともに、ブラジルとの交流に積極

的に貢献する人材を育てることを目的とする」、「外国婚の習得を目指し、その

言語を基底とする文化一般について理論と実際にわたって教授研究を行い、国際

的活動に必要な高い教養を酒菱する。また言語を通じて外国理解を深める」、

「対象語圏の文化・政治・経済面での関係緊密化に充分対応し得る人材の養成、

および国際的視野をもって活躍できる人材、国際社会で通用する人材の育成を目

指す。また国際的に充分通用する識見を持った日本人を作り上げ、諸文化に対し

て十分な理解と高い専門的知識と技能の育成をはかる。実用贈学力の涜養をはか

り、文学・文化・言語・歴史の諸事情に関する充実した地域研究を目的とする」、
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「語学力の養成、専攻語圏と自国の文化・政治・経済等の幅広い知識の習得を目

指す。また言語習得に多角的にアプローチし、イスパニア語圏文化への理解を深

める。実践的な言語習得とポルトガル語圏の諸事情理解を深める」、「言語習得、
そしてその背景にある文化を学習する」、「２１世紀の国際社会で実際に活躍でき

る広い視野をもった有能な女性の育成を目指し、高い言語運用能力を身につける
と同時に幅広い専門知識を身につける」

上記から理解されることは第一に、専攻学部の性格上自明のことではあるが、

言語習得と語学運用能力の向上が共通して掲げられていること。次いでその言語

を基底としてイスパニア・ポルトガル語圏の文化理解、異文化や外国理解、そし

て地域研究の方法を用いた総合的な社会・文化の理解を教育上の目的としている

ことである。近年まで外国語専攻学部の多くは、言語の習得と言語を中心とした

通訳や翻訳等の技術的能力の獲得に重点を圃いた教育目的を掲げ、学生や社会か

らもその目的は当然視されると同時に期待されてきたと思われる。上記のような

当該地域に関する総合的な理解、あるいは地域研究を教育目的として明示する学

部や学科の増加傾向は、前章で述べたラテンアメリカ地域との関わりの変化や研
究の動向と重なるものと受け止められる。

さらにここに見られる教育目的を過去の大学の理念や学部の教育目的の上に重

ねるならば、理念自体も変化を示していることが理解される。「他大学に比した

場合の歴史的もしくは社会的な優位性とユニークさを誇り、その学風や進路上の

利点、外国留学や海外研修機会の有無、あるいは社会的知名度の高い教授陣容を

誇る」といったこれまでの型を残しながらも、今日では「大学は時代の要謂に応

え、今後社会のあらゆる側面において、ますます緊密になる国際関係や国際化に

対応し得る知識と能力を酒養し、グローバルな視野と判断力を備え、社会に貢献

し得る人材を送り出す」ことが加わっている。この変化は、昭和期の終わり頃か
ら顕著に見られる。

このことは、本来大学の持つ真理や学問の探究という基本的な使命に加え、社

会との関わりの中に大学教育を位置づけ、教育内容のユニークさやきめ細かな対
応によって学生個々人の総合的能力向上の可能性とその機会を提供するという姿

勢を示すものと考えられる。これらは増大し大衆化した大学が自らの個性や独自

性を求め、これまで横断的なつながりの弱かった学部間の教学上のつながりを有

機的に運用しようとする姿勢の現れでもあり、少子化傾向等による受験生減少や
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彼ら受験生とその保護者から大学が選択される側に立ったことへの危機感、社会

的環境の変化等を反映していると捉えられる。

くカリキュラムについて〉

各大学のカリキュラムを見ると、学部全体の履修システムは殆どの大学で従来

の教養・専門課程各２年間の輪切り的枠組みではなく、専攻コースを想定した基

礎科目群が１年次から選択の幅を持って設定されている。いわゆる模型のシステ

ムをとっている。本稿で対象としているのは外国語学部あるいは国際文化学部の

スペイン（イスパニア）語学科、ポルトガル（またはブラジル・ポルトガル）語

学科、ブラジル学科、地域文化学科等であることから、学科では専攻言語科目が

4年間を通して設けらている。また２大学を除いて３年次以降に言語・文学、地

域・国際等を専攻するコースが二つ以上設圃されていることが基本的に共通して

いる。この専攻コース選択のためには、１．２年次で履修しておくべき科目が各

コース毎に義務づけられている大学が多い。

上記の専攻コースの名称を抜粋すれば、「言語・情報、総合文化、地域・国

際」「言語文学、地域情報」「中南米地域文化（他に９地域が学科内に設定され

ている）」「国際関係、言語学、アジア文化」「生活文化、歴史、社会、言語、

文学」「言語・文学、歴史・文化および語学・文学、歴史・地域」である。

大学によって専攻コースの名称は当然異なるが、その内容から〔言語中心…語

学・文学、言語・情報、言語学〕〔文化中心…文化の仕組みと歴史、生活と価値

体系〕〔歴史中心…国または地域の通史と国際関係、国または地域の諸側面の個

別の歴史、現在時的諸現象・諸問題と国際関係〕〔社会中心…政治・経済・社会

の各側面の仕組みと現在時的諸現象・諸問題、政治経済的仕組みと国際関係〕の

四つに整理できる。

各専攻コース選択の履修のための条件として、１．２年次に地域に関する基礎お

よび基本的理解を目的とする近現代史や今日的諸問題、社会や生活文化に関する

研究入門等の科目群が設定され、次段階に２年次以上を対象として文学・文化・

歴史・政治・経済等を含むやや専門性をふまえた科目群が設定されている。加え

て２大学では１年次に複数の教員による通年の文化や社会に関する識義もしくは

鋼座が設けられている。基本的に３年次に専攻コースに別れ、各コースに共通す

る基本的科目群、コース毎の基礎的科目群および専門性を高めるための専門的科
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目群が設置されている。

上記に加え、幾つかの大学では共通科目として地域研究方法論が必修とされ、

勉強の仕方等が教授されている。また、日本文化に関する科目を必修とする大学

も見受けられる。文化や社会を対象として考察する場合、日本に関する総合的な

理解を培っておくことは、比較の視座、さらに理解を深める手段として極めて重

要なことと考えられる。

さらに、学部内あるいは学部間の公開科目が多数設定されており、学生は各自

の関心に応じて自分なりのバリエーションを付加したカリキュラムを組むことが

可能となっている。このことは、１年次の段階から、学生にラテンアメリカ地域

あるいはスペイン・ポルトガル語圏に対する関心を喚起し、かなり具体的な動機

づけの必要を示していると判断される。

各大学では４年間の専攻コースに基づいた履修モデルの提示やかなり具体的な

内容を折り織り込んだシラパスを作成するなど、学生の学習プログラム作成に対

して様々な努力と試みがなされている。あえて地域研究を目標として明示してい

ない学部にあっても、その教育の基本を言語習得と地域の文化や社会の総合的な

理解においているとするならば、教える側は学生が修得する様々な分野にわたる

知識を本人をして統合し得るような実際的な指導や仕組みを学部や学科全体で設

定する必要がある。そうすることによって学生に動機を持たせ、目的を設定した

学習意欲や教育効果を高めることにつながるのではないかと考えられる。

く授業目標について〉

前節で見たように、地域の社会や文化の総合的理解を目指すとき、カリキュラ

ムに組み込まれる学問分野の範囲は広く、科目数もかなり多いことが理解される。

また言語習得を大きな住とすることは、カリキュラム全体に占める言婚科目の割

合が高いことを意味する。このことは、教育現場では次のような検討課題を生じ

させている。語学教育に充てられる時間の多さに比して学生の語学能力は、文献

講読力やコミニニケーションの手段としてみた場合満足し難い状況であること。

また社会は外国語学部や国際文化学部という学部の学生や卒業生に対し、当然高

い外国語能力を身につけているものと期待しているのが現実であることからして、

語学教育の効果をより高める必要があること。同時に深刻なことは、専攻コース

の学習に振り分けることができる時間がかなり不足している現状にあることであ
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る。多くの教育現場で発せられるこうした課題は、語学教育と専攻コース教育の

時間的配分、さらに語学担当教員と各専攻コース教員との教育上の連携を如何に

行うかについて、具体的に検討されることを求めている。

一方この状況は、語学教育と専攻コース教育とが効果的な連携を実施した場合、

相乗的効果の生じる可能性を意味しているとも捉えられる。この節ではこのよう

な視点に立って、言鰭科目を中心に、対象国や地域の総合的理解をかなり強く志

向していると思われる例として、幾つかの授業を取り上げる。

〔授業名…対象年次…授業の目標や内容計画等の順に記載〕〔スペイン鰭基礎

麟読…１年次生…スペイン語の基礎的講読力を養うとともに、スペイン・ラテン

アメリカへの関心を高める。前半は文法の基礎を学びつつ、平易なテキストを講

読。後半はスペイン・ラテンアメリカの歴史・政治・経済・社会等を紹介した中

級教材を用いて鋼読力の向上を図る゜〕

〔スペイン語鱗読Ⅱ…２年次生…語学の上達と効率的な読書力を養う。ラテン

アメリカの歴史、文化、政治、経済、社会等地域研究のための入門的文献を講読

する。題材は各国の正しい理解が得られるものを選び、スペイン語を学びつつ国

際関係論ゼミナールの受舗に不可欠な基本的知識を自らの読書から得るとともに、

抵抗感なく本格的文献を読む習慣を身につけさせる。〕

〔ブラジル・ポルトガル語３（会話）…３年次生…日常生活に必要な基本的表

現力を身につける。会話を通してブラジルやポルトガル語文化圏の歴史文化、社

会の諸問題について新聞、雑誌、ビデオ等を用いて様々な状況をテーマとして扱

う。また講読、読解力、文法の取得も考慮し、様々な事柄について説明、感想、

解説等自らの思考を表現できるよう練習をする。〕

〔スペイン語演習Ⅱ…４年次生…スペインと中南米の古代から現代に至る通史

の中で、顕著な出来事や世界的に話題となったテーマを取り上げる。文化評論、

寸評を取り上げ日本の事象と対比し、文化の相異の原因や枝別れの背景を共同で

探究し、スペイン語文化圏を対象とする文化の多様性の理解につなげる。〕

上記の外国語教育科目からは、言語を文化の一部、また社会や文化、歴史や時

代の反映として捉え、テキストや視聴覚機器、新聞、雑誌を用いて学習対象言語

を使って生きる人々の生活や文化・歴史・社会等の理解を試みようとする傾向が

見られる。学部や学科が教育目的をどこに定め、全体の中に語学教育をどう効果

的に組み込むかが検討されていることの現れであろうと思われる。
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次いで学生の関心の喚起、対象地域や国の概略的理解の把握を目指していると

思われる科目を取り上げる。ポルトガル語圏の世界と題するこの科目は基本的に

１年次生を対象とし、６名の教員が携わる総合鰄座形式での通年授業である。また

公開科目でもある。前期はポルトガルの歴史を概説し、後期はブラジル社会の形

成と現状、さらにポルトガル語圏アフリカ賭国の事情、ポルトガル最後の植民地

東ティモールにも言及し、ポルトガル語圏の特質の理解に努めることを目的とし

ている。以下にこの各授業を開講順に列挙する。

〔ポルトガル語圏とは…ポルトガルの地理的環境…レコンキスタとポルトガル

の建国…大航海時代の幕開け…ヴァスコ・ダ・ガマとアジア進出…キリシタンの

世紀…植民地時代のブラジル…ポンパルと啓蒙主義…自由主義革命と「刷新」…

王政から共和制へ…サラザール体制の成立…１９７４年革命と植民地解放…現代のポ

ルトガル…ブラジル社会の形成（１～３）…現代ブラジルの政治と経済…ブラジル

現代文学に見るブラジル社会…現代ブラジル・メディア論：テレビと映画…日系

ブラジル人が見た日本文化…アンゴラ：独立戦争から内戦へ…モザンビーク：内

戦から民主化への道程…カポ・ペルデ：クレオル社会の形成と歴史…ギニア゛ビ

サウ：アミルカル・カプラルと解放の思想…「東ティモール問題」とは何か〕

総合講座の利点は、掲げられた大きなテーマに関してその全体を網羅的に把握

できることにあることは周知のことであろう。また学生にあっては、対象の全体

的理解および対象を捉える視点と多様なアプローチの大まかな理解によって、自

分の関心の傾向と分野が漠然とであるにせよ自覚できること。さらに言語学習の

位置づけとその目的の認識ができることが利点である。ただし、各授業を知識の

列挙に終わらせないためには、教える側の鱒座全体に対する共通認識の明確な確

認と、コーディネーターの統合の手腕の如何が大きく関わってくることはよく指

摘されていることである。この形式の様々な利点を勘案すると、１．２年次におい

て「地域研究入門」や「ラテンアメリカ研究入門」「ラテンアメリカ各国研究入

門」のような辮座を設けることは、この地域への学生の関心の喚起や定着には極

めて有効であると思われる。さらに携わる教員の苦労と努力がかなり大きくしか

も不断に求められることになるが、教員間の高くなりがちな専門の垣根を常に低

く保つことの日常化のためには、かなり効果的な方法の一つではないかと考えら

れる。
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Ｖ、むすびにかえて

これまで日本の社会と高等教育、ラテンアメリカとの関わりと研究の動向との

関連の中で我が国の大学、学部におけるラテンアメリカ教育について述べてきた。

この地域に関する本格的な地域研究や個別研究は、大学院に進学した上でなされ

ているのが現状であり、学部では時間と学生の基礎知識等の様々な制約から、言

語習得と地域研究の視点や基礎的な方法を学ぶことに具体的な目標がおかれてい

ることが理解される。加えて、地域研究の方法自体の捉え方も未だ確立されたも

のではないことは、周知のことである。従って、この地域の総合的または地域研

究の重点を、文化あるいは社会・政治・経済に認める等、それぞれの大学によっ

て微妙な異なりを示しているのは、それぞれのおかれている環境や榊成教員の専

門分野等の諸条件が組み合わさってもたらされた当然の結果といえる。

広い視点、一方で狭いあるいは限定された深い視点が交互に求められる先進諸

国以外の国や地域の研究に関して、学部においてなされる総合的な研究あるいは

地域研究はどのように進めたら有機的な効果が望めるのであろうか。ポルトガル

語（ブラジル）学科の地域専攻コースを想定したカリキュラム試案を以下に述べ

てみたい。

基本的な教育の住を、語学教育、基礎的教育、専攻教育の３点におき、榊成科

目はそれぞれ語学科目群、基礎科目群、専攻科目群に分類される。基礎および専

攻科目群は、それぞれ学部もしくは学科共通科目を有する。

〔語学科目群：１－４年次生：基本的に文法・作文・識読・会話の授業であり、

１．２年次の授業数は各項目２コマずつの計８コマとなる。教材はブラジルの生活・

社会・歴史・文化・文学の理解が得られるものをレベルに従って選択し、視聴覚

機器を活用する。また英語は１－２年次の必修とする。〕

〔基礎科目群：１－２年次生：「『文化論入門』：１年次生、学部共通必修、総

合繊座形式：文化の概念…全体社会と部分社会…世界文化と地域文化…人間の営

みと文化…民族と文化…糖神文化とその歩み…言語と文化…日本文化について…

他」「１－２年次生：学部共通選択必修、識義：ラテンアメリカ地域の歩み…ラ

テンアメリカ政治入門…ラテンアメリカ経済入門…ラテンアメリカ社会入門…ラ

テンアメリカ文学入門…ラテンアメリカと日本の関わり…他」〕

〔専攻科目群：専攻基礎：１－３年次生：「『地域総合入門』：１年次生、．
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－ス共通必修、総合鱒座形式：地域研究入門…地域研究の歩み…日本における地

域研究の歩み…地域研究の方法…学問の成り立ち…自然科学の分野について…人

文科学の分野について…社会科学の分野について…科学について…他」「『ブラ

ジル研究入門』：２年次生、コース必修、総合鯛座形式：ブラジルの自然・地理

的環境…ブラジル社会の形成…ブラジルの言語と文化…ブラジルの民族…歴史的

に見たブラジルの基本的特質…文化的に見たブラジルの基本的特質…ブラジルの

政治の歩み…ブラジルの経済の歩み…ブラジルの社会・文化的システム…ブラジ

ルの文学・芸術・音楽…現代のブラジルの諸問題…他」「２－３年次生、学部共通

選択必修、講義：国際政治史…国際関係論…国際法…国際経済史…国際金磁論…

経済原論…日本近現代史…日本政治史…日本外交史…現代社会と社会学…現代社

会と人類学…他」〕

〔専攻科目群：専攻専門：３－４年次生：「３－４年次生、コース共通選択必修、

講義：比較政治学…比較文化論…比較文学…政治思想史…国際機構論…比較経済

学…開発経済論…経営史…他」「３年次生、選択必修、演習：ブラジルの社会･･・

ブラジルの歴史…ブラジルの政治…ブラジルの経済…ブラジルの文化…ブラジル

とラテンアメリカ…ブラジルの環境開発…他」〕

この他に、３－４年次の２年間にわたってゼミナールが設霞される。また卒業論

文は必修とする。

ラテンアメリカ地域を学ぶ学生の多くは、社会に出てから仕事上直接的にこの

地域と関わることは、現在では残念ながら余り多くないことは明らかであろう.

このことは、年々変化する学生に対し、ラテンアメリカ地域に関する研究を通し

てアカデミックな理論・知識に基づく論理的思考、実務的・技術的な処理能力、

対人対応能力、さらに広い視野の養成等のバランスのとれた、いわば‘生きた大

学教育，の必要を－面で意味している。

この地域の研究・教育の両面がこれまで車の両輪の如くの関わりを持って行わ

れてきたことは明らかなことであり、今後も続けられると考えられる.また次の

世代を育み、研究者を育成するためには、学部教育において可能な限り偏りのな

い知識と柔軟な視点を備える一方で、専門をふまえながらも専門の枠を超えた教

育という視点が常に要調される。そこでは、教員は自己の専門にこだわる以前に、

お互いに授業内容を知らせあいながら一定の進捗を図っていく、いわば共同教育
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ともいうべき意識を持ち、その実践者であることがその大前提として望まれる。

且つその資任者のコーディネーションの能力および各教員の共通の理解と協力の

如何が教育全体の質を左右すると思われる。さらに研究をより深化させる方法は、

単に専門列挙的なものではなく、かなり専門相互に食い込んだ内容のある共同研

究の確立に求められることは異論のないところであろう。またラテンアメリカに

関する研究が教育に投影されるものであることが理解された以上、教育の側から

は、その結果が強く求められていると考えられる。

【注記】

（１）ここで用いている大学に関する数値は．『文部統計要覧』平成１０年版、平

成１０年３月に基づく。それぞれｐｐ２２－２３、８０－８１，３２－３３，４０－

４１，９４－９５，６４－６５．

（２）臨時教育審議会『教育改革に関する第四次答申』第一章の二（教育の歴史

と現状）、昭和６２年８月７日。

（３）前掲、ｐｐ､２２－２３．

（４）例えば、堀尾輝久『現代社会と教育』、岩波鱒店、１９９７.宇沢弘文『日本

の教育を考える』、岩波書店、１９９８・木田宏『大学への期待』、サイマ

ル出版、１９９１・等があげられる。

（５）前掲、ｐｐ,７６－７７．

（６）実業界からの近年の提言として以下の２点があげられる。日経連教育特別

委員会、『新時代に挑戦する大学教育と企業の対応小平成７年４月２４

日。

（社）経済同友会、『大衆化時代の新しい大学像を求めて－学ぶ意欲と

能力に応える改革を－』、平成６年４月。

（７）外務省国際協力事業団、『海外移住の意義を求めてくブラジル移住７０周年

記念〉－日本人の海外移住に関するシンボジウムー』、ｐｐ,３２６－

３３２．

（８）松本幹雄「我が国のラテンアメリカ研究の動向と今後の課題一ラテン・

アメリカ政経学会論集を中心として－」（『ラテン・アメリカ論集』Ｎ、
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２８、ラテン・アメリカ政経学会、１９９４年）。

（９）以下の大学に快くご協力をいただきました。

上野学園大学、大阪外国語大学、神奈川大学、京都外国語大学、京都産業

大学、神戸大学、上智大学、天理大学、東京外国語大学（五十音順）。
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