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はじめに 

 

 この小冊子は武蔵野学院大学の教員免許状更新講習の「国際理解」をテーマに「文化から見

る国際社会の理解～文化外交／クール・ジャパン／2020東京オリンピック＆パラリンピック 

～」を取り上げます。 

この講習が充実したものになるように編集に努めましたので、実際の教育現場で少しでも役

に立てばと思います。なお、講習の内容についてはあとから利用できるようにＨＰ「佐々木隆

研究室」(http://www.econfn.com/ssk/)にも掲載致します。トップ頁のメニューより「講義に

関すること（武蔵野学院大学）」をクリックして戴くと、「５  講義に関すること（武蔵野

学院大学）」の内「７ 免許状更新講習」がありますので、そこからアクセスして下さい。

PDFデータを9月末まで公開しています。ホームページ「佐々木隆研究室」には講師を務める

佐々木に関する情報を公開しておりますので、適宜ご覧下さい。こども大学さやま、小学校英

語の教材研究や国際交流を推進する外務省政策JENESYS2.0事業にも協力しております。私

へのコンタクトとしてssk2000takashi@yahoo.co.jpが利用できますので、何かございましたら

ご連絡下さい。分かる範囲でお答え致します。今回の講習の補足になるように本資料を作成し

ています。 

以下は簡単な佐々木のプロフィールです。詳細なものについてはＨＰ「佐々木隆研究室」

(http://www.econfn.com/ssk/)をご覧下さい。 

 

佐々木 隆（ささき たかし）(b.1960) 博士（英文学）（駒澤大学） 

・中学校教諭（英語科）、高等学校教諭（英語科）の教員免許取得 

・中学校、高等学校、定時制高等学校の教育歴あり。（中学 1年から高校 3年まで担当あり） 

・2004年 文部科学省大学設置・学校法人審議会教員組織資格審査を経て 武蔵野学院大学

国際コミュニケーション学部国際コミュニケーション学科 教授 現在に至る 

・2007年 文部科学省大学設置・学校法人審議会教員組織資格審査を経て 武蔵野学院大学

大学院国際コミュニケーション研究科国際コミュニケーション専攻（修士課程）教授 現

在に至る 

・2009年 教員免許状更新講習講師 現在に至る 

  ※2015年より「豊かな人間性をはぐくむ指導力の向上」（国際理解）を担当（平２７－

３０１０６－５２９０９号）（平２８－３０１５０－５０２３１３）（平２９－３０１０

７－５０２３４６号）（平３０－３０１７０－５０３７０３号）（認定番号） 

・2011年 文部科学省大学設置・学校法人審議会教員組織資格審査を経て 武蔵野学院大学

大学院国際コミュニケーション研究科日中コミュニケーション専攻（博士後期課程）教授 

現在に至る 

・2012年 4月 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館招聘研究員 現在に至る 

・2014年 3月 武蔵野学院大学大学院国際コミュニケーション研究科長 現在に至る 

・2015年 7月 埼玉県狭山市総合計画審議会委員 現在に至る 

・2016年 4月 武蔵野学院大学副学長 現在に至る 

・2017年 4月 武蔵野学院大学大学院国際コミュニケーション研究科国際コミュニケーショ

ン専攻（博士後期課程）教授 現在に至る 

・2018年 4月 文部科学省、教職課程再課程認定（総合的な学習の時間の指導法）審査中 

http://www.ssk.econfn.com/
mailto:私へのコンタクトとしてssk2000takashi@yahoo.co.jp
mailto:私へのコンタクトとしてssk2000takashi@yahoo.co.jp
http://www.econfn.com/
https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/shisaku/shingikai/singikailist/singi1001.html
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資料１ 国力を構成するパワーの概念図 

 

大薗友和『世界「文化力」戦争大図解』（小学館、2008年 8月）、p.2 

 

資料２ 外務省 HP「よくある質問集 文化外交」 

問 1．最近文化外交に関連して「パブリック・ディプロマシー」や「ソフト・パワー」という

言葉を聞きますが、これは何ですか。 

 

 外務省が文化外交に力を入れる背景には、近年「パブリック・ディプロマシー」や「ソフト・

パワー」の重要性が指摘されていることがあります。 

 「パブリック・ディプロマシー」とは、伝統的な政府対政府の外交とは異なり、広報や文化

交流を通じて、民間とも連携しながら、外国の国民や世論に直接働きかける外交活動のことで、

日本語では「対市民外交」や「広報外交」と訳されることが多い言葉です。 

 グローバル化の進展により、政府以外の多くの組織や個人が様々な形で外交に関与するよう

になり、政府として日本の外交政策やその背景にある考え方を自国民のみならず、各国の国民

に説明し、理解を得る必要性が増してきています。こうしたことから、「パブリック・ディプ

ロマシー」の考え方が注目されています。 

 また「ソフト・パワー」という概念は、ハーバード大学のジョセフ・ナイ教授によって最初

に定義づけられました。同教授は、軍事力や経済力によって他国をその意に反して動かす力が

「ハードパワー」であるのに対し、その国が持つ価値観や文化の魅力で相手を敬服させ、魅了

することによって自分の望む方向に動かす力が「ソフト・パワー」であると説明しています。

近年、日本には平和主義や伝統文化・現代文化など、ソフト・パワーの潜在力があり、これを

引き出すことで世界における日本の地位を高めようとの議論が行われています。 
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 外務省でもこれらの考え方に基づき、2004年 8月に海外広報と文化交流を統合した広報文化交

流部を新たに発足させ、より体系的にパブリック・ディプロマシーを実施する体制をとっています。 

 

 

問 2．外務省が海外へポップカルチャーを発信する意義は何ですか。また、どのような事業を

行っているのですか。 

 

 外務省は、日本に対するより一層の理解や信頼を得るため文化外交を実施しており、従来か

ら伝統から現代までの文化・芸術を取り上げてきました。加えて、近年世界的に若者の間で人

気の高いアニメ・マンガ等のポップカルチャーも、日本に対するイメージや親近感を高めるの

に大きく寄与すると考えられるため、文化外交の一環として積極的に活用しています。 

 具体的には以下のような事業を実施しています。 

（1）国際漫画賞 

 海外での漫画普及に貢献する新進の外国人作家を顕彰するために、平成 19年に創設されま

した。第 3回の平成 21年度実施分では世界 55の国と地域から 303作品の応募がありました。

例年、秋に外務大臣主催の表彰式が行われ、最優秀賞 1名、優秀賞 3名が選ばれます。 

（2）アニメ文化大使事業 

 日本のアニメ作品を日本そのものへの関心につなげることをねらいとし、2008年 3月、「ド

ラえもん」に高村外務大臣（当時）から「アニメ文化大使」の就任要請書を手渡しました。こ

れに併せ、劇場版映画「ドラえもん のび太の恐竜 2006」の字幕を英仏西中露の 5か国語で

制作し、2009年 2月末までに、世界 65都市で合計 116回上映しました。 

（3）ポップカルチャー発信使（カワイイ大使）委嘱 

 平成 21年 2月には、ポップカルチャーの中で、特にファッション分野で顕著な活動を行っ

ている若手リーダー3名にポップカルチャー発信使（通称「カワイイ大使」）の名称を付与し、

広報関連業務を委嘱しました。カワイイ大使には、国内や海外の在外公館及び国際交流基金が

実施する文化事業への協力をお願いしています。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/comment/faq/culture/gaiko.html (2014年 9月 30日アクセス) 

 

 

 

                                             

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/comment/faq/culture/gaiko.html　(2014
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資料３ クール政策 

スライド 3つは佐々木作成 

 

 

 

 

 

 

                                         

     

2014年9月 経済産業省商務情報政策局 生活文化創造産業課 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/creative/CJseisakunituiteSeptembe

r.pdf（2014年 10月 3日） 

 

 

資料４ Nation Brand 
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資料５ Good Country Index 

今回始まった「Good Country Index」（良い国指数）は、「地球ならびに人類に対する世

界各国の貢献度」を測るのが目的だ。国連やその他の団体から収集された 35のデータセット

をもとにして分析が行われ、「文化」や「地球と天候」に対する影響、国民の「健康と福祉」

など 7部門別でランク付けが行なわれた。 

「良い国指数」の総合 1位に輝いたのはアイルランドだ。「繁栄と平等」部門で断トツ 1

位を獲得したのが大きい。アメリカは 21位にとどまった（「世界平和と安全」部門で、125

カ国中 114位という結果だったためだ）。もちろん、このランキングがすべてを決めるわけ

ではないが、旅行先を決めるときの独創的な新しい視点かもしれない。次の旅行では「良心に

あふれた国」を旅してみようとお考えなら、以下に挙げる上位 10カ国の中から選んでみては

いかがだろう。 

 

「良い国指数」総合ランキングの上位 10カ国（2014） 

１  アイルランド      ２ フィンランド       ３ スイス 

４ オランダ        ５ ニュージーランド     ６ スウェーデン 

７ イギリス        ８ ノルウェー        ９ デンマーク 

10 ベルギー 

 

なお、日本は 25位で、順位が高かったのは「地球と天候」部門の 11位、低かったのは「繁

栄と平等」の 71位と、「世界平和と安全」の 77位だった。アジア勢では日本がトップで、

シンガポール 27位、韓国 47位、中国は 107位。 

http://www.huffingtonpost.jp/2014/07/11/good-country-index_n_5576578.html（2014年 9

月 30日アクセス） 

詳細なランキングは http://www.goodcountry.org/category/world-orderを参照下さい。 

 

2017年 11月では日本は 163ヶ国中 19位にランキングされた。各指標における順位は次の通

り。「科学技術」50位、「文化」40位、「世界平和と安全」22位、「社会秩序」38位、「地

球と気候」18位、「繁栄と平等」、60位、「健康と福祉」16位。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「子育てに良い国」ランキング 世界屈指のイクメン国家はどこだ？ 

ブランド戦略の調査・研究をおこなう米 BAVコンサルティングとペンシルベニア大学ウォー

トン・スクール（Wharton School）は、世界 4つの地域、合計 60カ国に関係する 1万 6000

人を対象にアンケートを実施、「子供を育てるのに良い国ランキング TOP5」を 2017年 3月

7日に発表した。https://zuuonline.com/archives/143365 

 

 第１位 スウェーデン   第２位 デンーク   第３位 ノルウェー   第４位 フィンランド 

 第５位 カナダ      第 20位 日本 

(https://zuuonline.com/archives/143365)(2017年 3月 23日アクセス) 

※スウェーデンでは、新生児の母親と父親は、二人合わせて 480日の育休を取る権利がある。うち

90日は父親が子供と絆を深めるために保証されている。 

 

http://www.goodcountry.org/faq
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/ireland-is-the-best-country-in-the-world-according-to-good-country-index-9557358.html
http://www.goodcountry.org/overall
http://www.goodcountry.org/category/world-order
https://zuuonline.com/archives/143365)(2017年3
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資料６ 鈴木絢子「クールジャパン戦略の概要と論点」（『調査と情報―ISSUE BRIEF―』

NO.804、国立国会図書館調査及び立法考査局経済産業課、2013年10月） 

        

 

 

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8321807_po_0804.pdf?contentNo=1（2014年9

月30日） 

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8321807_po_0804.pdf?contentNo=1（2014年9月30
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8321807_po_0804.pdf?contentNo=1（2014年9月30


9 

 

資料７ 中村伊知哉「ポップカルチャー政策概論」（独立行政法人経済産業研究所、2004年7月、

online） 

  

 

   (p.3) 

   

（p.12） 
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資料８     
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資料９ 外務省：ポップカルチャー専門部会「『ポップカルチャーの文化外交における活用』に関する

報告書」（2006年11月9日） 

 

2.「ポップカルチャー」とは 

 本部会において、「ポップカルチャーの文化外交における活用」を議論する上で問題になっ

たのは、「ポップカルチャー」という用語についてであり、アニメ、マンガ、J－POP、ファ

ッション等の様々な文化を「ポップカルチャー」という言葉で一括りにすることについて疑義

があるとの意見が数多くあった。 

 本部会においては、これら意見を良く検討、整理し、「ポップカルチャー」を「一般市民に

よる日常の活動で成立している文化」として捉え、「庶民が購い、生活の中で使いながら磨く

ことで成立した文化であって、これを通して日本人の感性や精神性など、等身大の日本を伝え

ることができる文化」として考えることとした。この考え方によれば、浮世絵、焼物、茶道な

どは、其々の時代における当時の「ポップカルチャー」であったと言うことができる。 

 文化外交への活用にあたっては、こうした「ポップカルチャー」の中で、特に新たな時代の

流れを切り開く最先端の分野で、広く国民に受け入れられ、強い浸透性と等身大の日本を表す

思想性を有するものを対象にすべきであり、具体的には、アニメ、マンガ、ゲーム、J－POP

のほか、ファッションや食文化等の分野が対象になると考えられる。 

 

アニメ・マンガ等の現代日本「ポップカルチャー」は、日本独自の描写技法等が取り入れられ

ているだけでなく、日本人の感性・考え方に裏打ちされており、これが海外の若者に「Cool」

と受け止められ、今や、諸外国の日常に入り込みつつあるところである。しかし、必ずしもそ

の底流にある日本人の感性・考え方が理解されてはおらず、また、各民間団体の活動により、

それぞれ海外に紹介された結果、個別分散的なものとなっており、体系的な整理がなされてい

ない現状にある。同時に、多くの国で共通の関心を獲得するために、日本的なものが表現され

ていないことも多く、アニメ・マンガへの関心が日本そのものへの関心に高まるような工夫が

望まれる。 

 

少年期に日本の「ポップカルチャー」を体験し、それをきっかけとして、日本語を学ぶ外国人

が数多くいるところであり、今後も見込まれる日本語教育の需要増大に対応し、日本文化への

関心に繋げる。 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shingikai/koryu/h18_sokai/05hokoku.html（2014年9月

30日アクセス） 

 

青い部分：佐々木は異議を唱えたい。ポップカルチャーを文化外交として活用するためには等

身大の日本を伝えることができる文化とするのは政策上のポップカルチャー定義であり、ポッ

プカルチャーには国が認めようが、認めまいが、次々と新しい事象が誕生する。そもそもポッ

プカルチャーは「等身大の日本」の一部であるが、国が伝えたいと考える「等身大の日本」が、

海外で受け取りたいと考えている「等身大の日本」が本当に一致しているかは大きな疑問が残

る。 
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赤い部分：佐々木はクール・ジャパンの基盤は各民間の活動の成果であり、これを「個別分散

的」と表現している点ですでにポップカルチャーを国が操作したいという考えが青い色の部分

と同様に明確化していると考えている。 

 

 

資料１０ 「クールジャパンって何だっけ？」 

クールジャパンって何だっけ？ （テクノロジー編集部ＢＬＯＧ） 2013/6/3 7:00 

フォームの終わり 

 

安倍晋三首相が成長戦略の一つに掲げる「クールジャパン」関連の報道が増えています。５月

28日、政府のクールジャパン推進会議（議長・稲田朋美行政改革相）が 19項目の行動計画を

決定、公表しました。主なものは、以下の通りです。 

 総理大臣が「クールジャパン立国宣言」を行う、日本発のキャラクターの国際的なインター

ネット投票を行う、料理人など日本食の関係者を「食の伝道師」として海外に派遣する、世界

遺産ではない国宝や重要文化財などを「日本遺産」として海外にアピールする……。 

 ６月には、安倍政権の音頭で官民ファンド「クール・ジャパン推進機構（仮称）」が発足す

る見通しで、500億円が投入されます。アニメやゲームなどのコンテンツ、ファッションに加

え、日本食、伝統工芸、伝統文化、自動車などを投資対象として支援するとのことです。 

 こうした報道があるたびに「クールジャパンって何だっけ？」と突っ込んでしまいます。 

   ◇         ◇    

 元来クールジャパンとは、日本育ちのポップカルチャー（大衆文化）が海外でも人気を得て

いる現象を指す言葉。10～20歳代の女の子のあいだではやるファッション（服装）文化や、

アニメやゲームなど秋葉原に代表されるオタク文化が、その中核です。 

 しかし政府用語となると、クールジャパンは「海外に売り込みたい日本独自の製品や文化全

般」に拡大。ファッションやアニメも含みますが、行動計画を見るかぎり、政府が力を入れて

いるのは伝統的な商材のようです。最近では、地方の旅館を支援するなど、外国人観光客を呼

び込む政府のキャンペーン「ＹＯＫＯＳＯ！ ＪＡＰＡＮ」と近いノリになってきました。 

 もちろん、日本食や日本車、伝統工芸などの海外での人気を高めたり、それらの輸出を伸ば

そうと努力したりすることは、日本の国益にかなうことであり重要なこと。しかし、それをク

ールジャパンとひとくくりにして論じることに違和感を覚えるのです。 

（http://www.nikkei.com/article/DGXBZO55718460R00C13A6000000/）（2016年 1月 10日） 

 

※通常、ブログを参考に記載することは好ましくありませんが、出所が日経新聞の公式ブログ

ということから、今回掲載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nikkei.com/article/DGXBZO55718460R00C13A6000000/）（2016
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資料１１ オタクツーリズム関係の新聞記事 

 

前田大輔・増田愛子「アニメの聖地 巡礼中」（『朝日新聞』2008年 7月 26日夕刊） 

 

            

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1209bfpk6/EXP=1359811383;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMQRvaWQDYnV6ejY2S29xdW1tM2N4RkEEcAM2YmV5NWE2dTU2V2U1NlMuBHBvcwM3BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/file.jabro.jp/071225washinomiya12.JPG
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12jjc5frr/EXP=1359811522;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUk5RaXFldVVuVklYREtGcEFNOHIwcGNQd01mcXdhN2JOQ09uVS01WUowZXBwcmI5SGRJSlN6SHczQgRwAzZiZXk1YTZ1NTZXZTU2Uy4EcG9zAzIyBHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/*-http:/blog-imgs-23.fc2.com/d/o/u/doujinibent/2007.12.09.08.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13i5fop25/EXP=1359812114;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVFF1WmJHU1RTQ2d4empKVk91QjdmLWJ4Q2dkSFNMRGM1WVh1cV84UFpvYk1LZlZMcFBOcXVqV0d1QgRwAzZiZXk1YTZ1NTZXZTU2Uy4EcG9zAzI5OQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/userdisk.webry.biglobe.ne.jp/016/564/24/N000/000/000/128101613610316203763_DSCI0121.JPG
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北大観光高等研究センター「観光立国への挑戦 21 オタクツーリズム 漫画やアニメが原動

力に」（『日本経済新聞』2008年 8月 19日）  
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『朝日新聞』が「アニメの聖地 巡礼中」としているのに対し、『日本経済新聞』でははっき

りと「オタクツーリズム」の用語が用いられたことは大きな意味がある。 

    

 

北海道大学観光高等研究センター・石森秀三「視点 日本の観光 48」  

（『観光経済新聞』2008年 8月 23日） 
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『日本経済新聞』 2008年 11月 1日夕刊 

 

「オタクツーリズム」はアニメだけが火付役とは限らない。『らき☆すた』と同様にゲームによる

場合もある。例えば、「戦国BASARA」の場合にはイケメンに描かれた武将への萌え現象も影響し

ているかもしれない。また、いわゆる歴女現象もこうしたブームを支えいているのかもしれない。 

 

        

     

http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&hl=ja&rlz=1T4ADFA_jaJP456JP481&biw=1280&bih=604&tbm=isch&tbnid=pqW4-EuQW7sPdM:&imgrefurl=http://pictureroom.blog90.fc2.com/blog-entry-43.html&docid=x8GktheuIFVVjM&imgurl=http://blog-imgs-46.fc2.com/p/i/c/pictureroom/basara1.jpg&w=1600&h=1200&ei=devLUrjmFseskgXc5IGoDA&zoom=1&ved=1t:3588,r:14,s:0,i:129&iact=rc&page=1&tbnh=178&tbnw=214&start=0&ndsp=17&tx=125&ty=64
http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&hl=ja&rlz=1T4ADFA_jaJP456JP481&biw=1280&bih=604&tbm=isch&tbnid=_9utakm5UUBLSM:&imgrefurl=http://blog.livedoor.jp/omurin/archives/cat_10039845.html?p%3D16&docid=vUDbrAJufygaqM&imgurl=http://livedoor.blogimg.jp/omurin/imgs/0/f/0f78b0cb.jpg&w=1000&h=1000&ei=devLUrjmFseskgXc5IGoDA&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=192&tbnw=192&start=56&ndsp=23&ved=1t:429,r:64,s:0&tx=68&ty=79
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3Jvdl9XFitUbTAAJBqU3uV7/SIG=12lb33qb9/EXP=1412196311/**http:/natalie.mu/media/comic/0912/extra/news_thumb_asagiri01.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdkouFytUy2MAEiSU3uV7/SIG=12cbjid9c/EXP=1412196526/**http:/blog-imgs-51-origin.fc2.com/m/y/n/mynonai/kkr.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3Jvdk3mFitU7HYANSGU3uV7/SIG=12ib4559r/EXP=1412196454/**http:/www.4gamer.net/games/154/G015451/20120813008/TN/007.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdktuFytUDD0A5QeU3uV7/SIG=140g3er30/EXP=1412196590/**http:/thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/bigstar/cabinet/mobile02/bushou03.jpg?_ex=300x300&s=0&r=1
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『河北新報』 2013 年 12 月 15 日  

 

   

 

 

 

http://shiromachi.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=6754853&i=200712/17/98/d0069498_1611635.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3Jvdky8FytUbzcARjuU3uV7/SIG=12d9cfve4/EXP=1412196668/**http:/www.shiro-f.jp/shiroishijo/museum/img/photo_01.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3Jvdky8FytUbzcARDuU3uV7/SIG=121kv3aar/EXP=1412196668/**http:/www.shiro-f.jp/shiroishijo/img/map.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3Jvdky8FytUbzcAZDuU3uV7/SIG=12l1f6v7f/EXP=1412196668/**http:/imgcache.its-mo.com/if/imageconvert/KNK_ADEOS/R0003185.jpg
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資料 12 『せかいでいちばんつよい国』(The Conquerors) 

 

内容（「BOOK」データベースより） 

せかいじゅうの人びとをしあわせにするためにせかいじゅ 

うをせいふくした、ある大きな国のだいとうりょうのおは 

なし。  

 

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 

マッキー、デビッド 

1935年、イギリス南西部のデボン州に生まれる。美術学校に通う頃から風刺漫画を描き、卒

業後は「パンチ」や「リーダーズダイジェスト」誌上に作品を連載した。一方で、絵本の創作

にも力をそそぎ、「ぞうのエルマー」シリーズ(BL出版)など、多数の作品を発表している  

 

大型本: 30ページ 

出版社: 光村教育図書 (2005/04)      

言語: 日本語, 日本語 

ISBN-10: 4895726444 

ISBN-13: 978-4895726443 

発売日： 2005/04 

http://www.amazon.co.jp/%E3%81%9B%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%

84%E3%81%A1%E3%81%B0%E3%82%93%E3%81%A4%E3%82%88%E3%81%84%E5%9

B%BD-%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%89-%E3%83%9E%E3%83%83%E

3%82%AD%E3%83%BC/dp/4895726444（2015年3月10日アクセス） 

 

佐々木が薦めたい絵本です 

文化外交、パブリック・ディプロマシーをまさに絵本として表現したのがこの作品です。おと

なからこどもまでこの絵本は何かを伝えてくれるはずです。本講習の大きなテーマである「国

際理解・文化外交・文化の力」にまさにぴったりの絵本と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.co.jp/%E3%81%9B%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%B0%E3%82%93%E3%81%A4%E3%82%88%E3%81%84%E5%9B%BD-%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%89-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC/dp/4895726444（2015年3
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%9B%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%B0%E3%82%93%E3%81%A4%E3%82%88%E3%81%84%E5%9B%BD-%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%89-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC/dp/4895726444（2015年3
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%9B%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%B0%E3%82%93%E3%81%A4%E3%82%88%E3%81%84%E5%9B%BD-%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%89-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC/dp/4895726444（2015年3
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%9B%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%B0%E3%82%93%E3%81%A4%E3%82%88%E3%81%84%E5%9B%BD-%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%89-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC/dp/4895726444（2015年3
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資料13 専門用語の解説 

 

国家ブランディング 

Peter van Ham “The Rise of the Brand State” (2001) 

「消費者が商品に対して抱くイメージがブランドであるように、「ブランド国家」とはその他

の世界が相手国に抱くイメージのこと」 

 

クール・ジャパン 

知恵蔵 2015の解説 

日本独自の文化が海外で評価を受けている現象、またはその日本文化を指す言葉。当初は主に

秋葉原に代表されるようなマンガやアニメ、渋谷・原宿のファッションなど、ポップカルチャ

ーを指していたが、食材や伝統工芸、家電など広範囲にわたった文化を指すようになってきた。 

米外交政策誌にアメリカのジャーナリストが「日本は文化のスーパーパワー」と書いたのが「ク

ール・ジャパン」の発端と言われており、クールは冷たいという意味ではなく、洗練された、

感じがいい、かっこいい等の意味で使われている。2010年に東京工芸大学が行った「クール・

ジャパンとして世界に紹介したい日本文化は何か」というアンケートでは、テレビアニメでは

「ドラゴンボールシリーズ」「ドラえもん」、「機動戦士ガンダムシリーズ」など、ゲームで

は「ドラゴンクエストシリーズ」「スーパーマリオブラザーズシリーズ」「ファイナルファン

タジーシリーズ」などが上位にランクインした。 

10年 6月に経済産業省が日本の文化産業の海外進出、人材育成などの促進を行うクール・ジ

ャパン室を創設。11年度の予算に約 19億円を要望する予定。10年 11月 2日にはクール・ジ

ャパンを再発見し共有・発信する「COOL JAPAN TOKYO-CONFERENCE」を開催。メイ

ンナビゲーターに作詞家の秋元康と脳科学者の茂木健一郎などを迎え、クリエーティブディレ

クターの佐藤可士和、建築家の隈研吾、ファッションジャーナリストの生駒芳子、工業デザイ

ナーの奥山清行など多彩なジャンルの識者が登壇した。 

その他、同年 8月には文部科学省、経済産業省、外務省の 3省が来年度のクール・ジャパン

の海外進出を進めるための予算に計 27億円を要望するなど、政府としてもクール・ジャパン

現象を推進することに力を入れている。  

(富岡亜紀子  ライター ／ 2010年) 

https://kotobank.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82

%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3-188954（2015年3月10日アクセス） 

 

＊「クール・ジャパン」の定義が本当にふさわしい定義かは難しいところです。なぜなら、当

初は外国人から見た「かっこいいニッポン」「素敵なニッポン」を感じるものに対して命名さ

れていたものが、最近では日本人が海外に売り込みたいものにクール・ジャパンとして冠をつ

けていることが多い状態だからです。 

 

 

 

 

 

https://kotobank.jp/word/%E7%A7%8B%E8%91%89%E5%8E%9F-194921
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1-197712
https://kotobank.jp/word/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-370544
https://kotobank.jp/word/%E4%BC%9D%E7%B5%B1%E5%B7%A5%E8%8A%B8-1188298
https://kotobank.jp/word/%E5%BA%83%E7%AF%84%E5%9B%B2-262813
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%96%E4%BA%A4%E6%94%BF%E7%AD%96-42350
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB-693060
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88-286356
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC-540499
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3-188954
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3-188954
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB-249239
https://kotobank.jp/word/2010%E5%B9%B4-727835
https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B7%A5%E8%8A%B8%E5%A4%A7%E5%AD%A6-165750
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88-200368
https://kotobank.jp/word/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93-335795
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-296833
https://kotobank.jp/word/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%81%88%E3%82%82%E3%82%93-754900
https://kotobank.jp/word/%E6%A9%9F%E5%8B%95%E6%88%A6%E5%A3%AB%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0-888149
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0-255728
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%BA-740081
https://kotobank.jp/word/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%AB-615040
https://kotobank.jp/word/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%83%BC-615287
https://kotobank.jp/word/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%83%BC-615287
https://kotobank.jp/word/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF-148009
https://kotobank.jp/word/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%9C%81-176326
https://kotobank.jp/word/%E6%96%87%E5%8C%96%E7%94%A3%E6%A5%AD-169865
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E6%9D%90%E8%82%B2%E6%88%90-81792
https://kotobank.jp/word/COOL-707054
https://kotobank.jp/word/JAPAN-715617
https://kotobank.jp/word/NFE-762318
https://kotobank.jp/word/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3-643310
https://kotobank.jp/word/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3-643310
https://kotobank.jp/word/%E3%83%8A%E3%83%93%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-589408
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96-486061
https://kotobank.jp/word/%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC-494752
https://kotobank.jp/word/%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC-494752
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%AB-1173291
https://kotobank.jp/word/%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9C%81-1601587
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%96%E5%8B%99%E7%9C%81-1153219
https://kotobank.jp/word/%E6%9D%A5%E5%B9%B4%E5%BA%A6-407315
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資料14 葛飾北斎『女濤図』(1845)  上町祭屋台天井絵 

 

あまり紹介されていませんが、ペリー来航の前、まだ開国される前のこと、葛飾北斎が天使ら

しき絵を書いていた。宗教的な影響というよりはあくまでもデザインのにとして、日本にはな

いインコやリスと同様に天使が描かれています。幻獣といったような考え方になるかもしれま

せん。天使といっても翼をおそらく雀を模したものではないかと思われます。葛飾北斎は天使

を日本風にアレンジしたことになるのでしょうか。それとも娘の応為（お栄）の描写？ 

 

 

 

 

 

 

                                

                                 ●鸚哥 

（インコ） 

                                                              

 

 

 

                                 ★栗鼠 

（リス） 

 

                               

 

 

 

 

 

天使（エンジェル）（図版は『別冊太陽』北斎決定版、平凡社、2013年7月、p.161） 拡大図↓ 
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『北斎漫画』に描かれた羽根を持つ人 

 北斎の描いたキューピッドが如何に特別なもので 

あるかは、北斎がこれまでに描いてきたものと比べ 

ることで明確化するのではないだろうか。『北斎漫画』 

に描かれた羽根を持つ人、また、キューピッドを意識 

して弓を持つ人の 2つの観点からいくつか取り上げて 

みたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽根のある人としてすぐに連想されるのは天狗であろう。天狗は裸ではないため、「女波図」

のキューピッドの絵とは大きく異なる。羽根があり、裸ということになると、羽民、晏陀蛮、

手長足長を描いた「蛮国の灸治」のところにも描かれている。これらはどうみても東洋的で

ある。また、羽民は中国の伝説上の人種として『山海経』『三才図会』でも紹介されている。

武将を描く際に弓を弾く姿も『北斎漫画』等では描かれているが、地獄と称したところで黒

塗りの人物が弓を弾く姿も描かれている。 

 

 

 

 

 

                   

                         ラファエロ『ガラティアの勝利』 

 

 これまでの北斎のキューピッドあるいは天使に関する言及論文等において、泳ぐ人に羽根
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をつければ似ているかもしれないという指摘はあったものの、羽民等への指摘は見られない。

『北斎漫画』に描かれている羽根を持つ人との比較や類似絵への言及も見られなかったため、

今回あらたに列挙してみた。また、イメージを比較するため、西洋絵画に描かれた羽根のあ

る天使も並列してみた。北斎が西洋絵画を本当に見たのか、あるいはどの絵を見たのかなど

断定することはできないが、北斎の画力は驚嘆の域に達している。 

北斎のキューピッド、天使と、日本の天狗、中国の伝説の羽民、西洋のキューピッド、天

使を比べてみても北斎の裸体男子は西洋寄りであることは明らかである。西洋絵画でも必ず

しも天使が白、翼が白で描かれているわけではない。このようにしてみると北斎は中国もの

からではなく、西洋のものを参考にして天使を描いたとしか考えられないではないだろうか。 

 北斎の描いた裸体男子が「キューピッド」なのかどうかははっきり断定することはできない

が、『北斎漫画』で描かれた類似のものと比較してみても、東洋的なものとして捉えることは

難しい。北斎が天使（エンジェル）とキューピッドのどちらを描いたのかは興味のあるところ

であるが、この天井絵縁絵で重要なことは、日本のものではない、いわゆる西洋のものを描い

たという点である。単に羽根のある人を描くことが目的なのであれば、これまでの『北斎漫画』

をさらに発展させたものを描いてもよかったわけであるが、天井絵縁絵にはリスやインコとい

った西洋の動物などが描かれていることも考慮しなければならないだろう。北斎がオランド人

と交流のあったことは既に多くの研究者からも指摘をされているばかりでなく、北斎とオラン

ダ人の間で絵の売買が成立していたことなどを考えると、北斎が西洋絵画を見たような記録等

が発見されれば、新たな展開を迎えることとなろう。推測の域は出ないが、北斎がキューピッ

ドを描けた理由はいくつかあろう。 

 

１ 若い頃にオランダ人を通して西洋絵画を見て、晩年にその時のことを思い出いし、天

井絵縁絵として肉筆画として描いたのではないか。 

２ 北斎と交流のあった豪商が西洋絵画を所持し、密かに北斎にその絵画を見せたのでは

ないか。 

３ 豪商・高井鴻山は北斎の弟子でもあり、妖怪画に優れていた。その高井鴻山は西洋絵

画あるいはキューピッド、天使にまつわるような資料を保有し、それを北斎が見たので

はないか。 

４ 小布施の天井絵縁絵以外にキューピッドを描いた作品がないため、なぜ、小布施だっ

たのかを考えることも重要。江戸でこうした作品を描くこと自体が危険と感じ、江戸か

ら遠く離れた小布施の地で挑戦したのだろうか。 

５ 北斎がキューピッドを描いたのは晩年のことであることも考える必要がある。北斎に

とっては晩年となり、肉筆画を中心に１点ものへの挑戦をし続けたのではないだろうか。 

 

１と２については北斎が「手前びっくり画法」「手前たっぷり画法」を活用し、西洋画の遠近

法と異なり、独自の表現法を確立する以前には勝川春章(1726 又は 1743-1793)に入門し、そ

こで洋風画法を学んでいたことは横地清『日本をすり抜けた西洋 北斎の知恵、そして写楽』

(2008)他の研究書で指摘されている。また、他の可能性として「本当に北斎が描いたのか？同

行していた北斎の弟子であり娘でもある葛飾応為、すなわち、栄が描いたのではないか？」と

いうものが残される。（佐々木隆「謎だらけの葛飾北斎の『キューピッド』」（『武蔵野教育

研究』第 3巻第 11号、武蔵野教育研究会、2017年 9月、1‐33頁）の一部より 
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資料 15 リオデジャナイロ・オリンピック 

 

期間   2016年 8月 5日～8月 21日（17日間） 

閉会式   

2016年 8月 21日午後 8時（ブラジル時間、UTC-3）より。会場はリオデジャネイロの 

エスタジオ・ド・マラカナン。 

＊「リオデジャナイロ・オリンピック」を「リオオリンピック」と略称を用いる。 

＊閉会式の映像は以下の通り。 

 htps://www.youtube.com/watch?v=sk6uU8gb8PA&feature=player_embedded 

 （3:17-11:30までを使用） 

 

リオオリンピック閉会式の東京引き継ぎセレモニー 

オリンピックの閉会式では次の開催都市への五輪旗の引き継ぎ式(Flag Handover Ceremony)

を行う。今回のセレモニー全体はクリエイティブスーパーバイザー・佐々木宏と音楽監督兼任

の椎名林檎の2人、総合演出と演舞振付はMIKIKOが担当した。セレモニー中に流れた映像中

のキャラクターで特に注目したい箇所は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      映像１           映像２            映像３ 

 

 

 

 

 

 

          映像４                      映像５ 

 

 

 

 

 

 

 

           映像６＆映像７                  映像８ 
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映像の解説 

 

映像１ 

ハローキティ：1974年にサンリオが生み出したキャラクター。ユニセフの親善大使などと務

め世界中に知られた日本のキャラクターのひとつ。映像で登場するのは2ケ所。最初はチアリ

ーダーの格好をした応援するハローキティとして登場し、2回目は高橋尚子が赤いボールをリ

レーする場面で伴走者として登場した。高橋尚子は2000年のシドニーオリンピック・女子マ

ラソン金メダリスト。 

 

映像２ 

大空翼：サッカーのマンガ・アニメ『キャプテン翼』の主人公。1981年より連載開始（1980

年は読み切り物として発表）。1983年よりテレビアニメとして放映。映像で登場するのは二

ケ所。最初は岬太郎とのツインシュートの場面が紹介され、2回目は高橋尚子が投げた赤いボ

ールをオーバーヘッドキックで村田諒太へパスする場面である。自衛隊のPKO活動で車両に

ラッピングの実績（特に中東）。サッカー人気の地域や国では特に大人気のキャラクター。 

 

映像３ 

パックマン：1980年にアーケイドゲームとして登場。米『タイム』誌が2012年11月15日に発

表した歴史上最も偉大なビデオゲーム100本に選ばれる。３また、クリス・コロンバス監督『ピ

クセル』（2015）はゲームキャラクターが登場する映画で、パックマンも登場した。映像で

登場するのは二ケ所。最初は陸上競技の選手が一斉にスタートしたあとにゲーム上に見立てた

パックマンが登場し、2回目は村田諒太が赤いボールをパンチする場面で共演する。村田諒太

はロンドンオリンピック・ボクシングミドル級金メダリスト。 

 

映像４ 

この映像の前に安倍首相は腕時計（オリンピック公式スポンサー、オメガの1964年モデル）

を見る。その時間は9時29分。「私はリオには間に合わない」との字幕が英語で表示。座席に

は赤い帽子。これはマリオ安倍首相がマリオの力を借りるためのアイテム。 

 

映像５ 

ドラえもん：1969年にマンガとして登場。1973年よりテレビアニメとして放映開始。2008年

に外務省よりアニメ文化大使に任命される。2013年には2020年東京オリンピック招致スペシ

ャルアンバサダーを務めた。特に欧米に比べ、日本と生活様式が似ているアジア圏での人気が

高い。ドラえもんが登場するのは２ケ所。最初は東京をイメージしたビルの窓に竹コプターで

のび太等と登場する。２回目は安倍首相扮するマリオが渋谷の交差点中央に来た時、竹コプタ

ーで登場し、ポケットから土管を取り出し、これを地面に設置するところである。 

スーパーマリオ：1985年に任天堂が『スーパーマリオブラーズ』（ゲーム）として発表。マ

リオはとして登場するのは安倍首相が変身した姿として登場し、渋谷の交差点でドラえもんが

設置した土管を通ってリオへ向かう場面である。リオに着くと安倍首相の姿に戻る。 
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映像６・７ 

行き先はリオ、そこへ行くのは安倍首相。そのサポートをするのがマリオの役目。案内地図が

RIOからMARIOへ変わる粋な計らい。 

 

映像８ 

マリオの力を借りてリオに到着した安倍首相。 

 

 

2020東京オリンピック・パラリンピックに向けて 

 2017年 12月 21日に「東京五輪開閉会式演出に山崎貴監督、椎名林檎ら８人」というニュ

ースがネット上に流れた。 

 

2020 年東京五輪・パラリンピック組織委員会は 20 日、東京都内で理事会を開き、大会

のハイライトの一つとなる開会式と閉会式の演出を手掛ける「４式典総合プランニングチ

ーム」を立ち上げ、メンバーに映画「ALWAYS 三丁目の夕日」シリーズなどで知られる

山崎貴監督ら８人を選んだ。五輪とパラリンピックの開閉会式を一連の４部作と捉え、起

承転結のストーリーを考える重要な役割を担う。 

   チームは来年夏をめどに基本プランを取りまとめた上で、各式典の監督が選任される予定。

中心的な立場を期待される山崎氏も監督の有力候補となる。組織委は「４式典の一体化を図

る上で、総合監督に代わる役割がこ  のチーム」と説明した。 

   クリエーティブディレクターの佐々木宏氏や菅野薫氏、音楽家の椎名林檎、人気女性グル

ープ「Perfume」（パフューム）の振り付けを手掛けるMIKIKOさんも入った。４人は人気

ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」のマリオに扮（ふん）した安倍晋三首相が登場して話

題となった昨年のリオデジャネイロ五輪閉会式のアトラクションに関わった企画・演出チー

ムの一員だった。 

   伝統芸能の分野から狂言師の野村萬斎さんも選ばれた。アニメ映画「君の名は。」の製作

に携わった映画プロデューサーの川村元気氏、障害者の芸術活動などに造詣が深いクリエー

ティブプロデューサーの栗栖良依さんも名を連ねた。 

 開閉会式の全体コンセプトは「平和」「共生」「復興」「未来」「日本・東京」など８項目

に決まった。(https://www.nikkansports.com/sports/news/201712200000675.html)(2017

年 1月 4日アクセス) 

 

2018年2月28日の決定：選考結果 

マスコット候補は、全国からプロアマ問わずに集まった２０ 

４２作品から、委員１７人による審査会（座長＝宮田亮平・ 

文化庁長官）が３作品に絞った。昨年１２月１１日から投票 

を実施。全国の小学校約２万１２００校や海外の日本人学校 

などのうち計１万６７６９校、２０万５７５５クラスが投票 

に参加した。投票の結果はア案が１０万９０４１票、招き猫 

などとこま犬がモチーフのイ案が６万１４２３票、キツネと 

タヌキをあしらったウ案が３万５２９１票だった 

https://www.nikkansports.com/sports/news/201712200000675.html)(2017
https://www.nikkansports.com/sports/news/201712200000675.html)(2017
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資料16 オリンピック＆パラリンピック小史 

 

1894年 国際オリンピック委員会(IOC)設立 

1896年 第1回アテネ：ギリシャ大会 

1900年 第 2回パリ大会で女性がアスリートとして初めてオリンピックに参加した。12名で 

あった。 

1914年 IOC創設 20周年記念式典でクーベルタンが考案した五輪マークが披露される。 

1920 年 アントワープ大会で五輪マークの入った旗が使用され、以降五輪旗として使用され

る。 

1924年 第 1回オリンピック冬季競技大会:フランス、シャモニー 

1948年 ストーク・マンデビル競技大会（パラリンピックの前身） 

1960年 第 1回パラリンピック：イタリア、ローマ大会（日本不参加） 

     本来は国際ストーク・マンデビル車椅子競技大会であり、参加者は脊椎損傷者のみ

だった。イギリス以外で初めて行われた国際ストーク・マンデビル車椅子競技大会

だった。1989年に国際パラリンピック委員会が創設された時、この大会を第 1 回

夏季パラリンピックと定めた。日本がいわゆるパラリンピックに参加したのは

1964年の東京オリンピックから。 

1968年 メキシコ大会よりドーピング検査の導入 

1972年 ミュンヘン大会 商業主義へと変化していく 

1984年 ロサンゼルス大会よりショー・ビジネス化 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E8%BB%8A%E3%81%84%E3%81%99%E3%83%BB%E5%88%87%E6%96%AD%E8%80%85%E7%AB%B6%E6%8A%80%E5%A4%A7%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%83%91%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
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1988年 ソウル大会より IOCが直接関わるパラリンピックとして正式にこの名称が使用され

るようになる 

1992年 バルセロナ大会よりプロの参加 

 

 

JOAオリンピック・アカデミー編著『JOAオリンピック小事典』（メディアパル、2016年 6

月、p.58.）より 

 

  オリンピックやパラリンピックにおいては、世界のトップアスリートが全力を尽くし姿を

目にするため、高い目標を目指して努力することの尊さ、スポーツを通じての友情や尊敬、

またパラリンピックを通して障害などに関係のない平等な社会の形成の重要さなどを実感

することができる。オリンピックやパラリンピックの理念について学ぶとともに、これらの

ことを教育的な営みの中に落とし込んでいこうというものが、オリンピック・パラリンピッ

ク教育である。 

  上記の価値を IOCと IPCは次のように整理している。 

 IOCの示すオリンピックの３つの価値 

 ・卓越（Excellence）：より高い目標を目指して努力すること 

 ・友情 (Friendship)：スポーツを通して得られる友情や絆 

 ・敬意／尊重 (Respect)：ルールを尊重してフェアプレーに徹したり、支えてくれる人々に

対する敬意 

 IPCの示すパラリンピックの４つの価値 

 ・勇気 (Courage)：パラアスリートの挑戦への勇気 

 ・決断力 (Determination)：ものごとを前向きに進めていく上での決断 

 ・平等 (Equality)：障害のあるなしに関係のない平等な社会を目ざす 

 ・鼓舞 (Inspiration)：高いパフォーマンスを目指すパラアスリートの活躍が、人々を勇気

付け感動させる。 

 ロンドン 2012大会でも、これらの価値を体験的に教えていくことが重視されていた。オリ

ンピック・パラリンピックが終了した今でも、これらの価値教育を継続して教育現場に生か

している。 

 

 

パラリンピックとは 

 オリンピックはギリシャのオリンピアが発祥の地として知られれるが、パラリンピックは一

体どういうものなのであろうか。「パラ」＋「オリンピック」が短縮され、パラリンピックと

なったと考えられる。では、「パラ」とは何か？ 

 

→パラプレジア paraplegia 

脊髄（せきずい）を損傷した人、半身不随（はんしんふずい）者。 

 

もともとは体が不自由な人のリハビリを兼ねたスポーツの大会であった。以前は戦争等で脊髄

を損傷した人、半身不随者だけが参加していた。このパラリンピックという言葉が最初に用い
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られたのは 1964年の東京オリンピックからである。 

ここで「まもなくパラリンピック開催！〜パラリンピックの歴史を知ろう」とインターネッ

ト上に公開されているパラリンピックの簡単な歴史が掲載されているため、それを紹介してお

きたい。 

 

パラリンピックの始まり 

パラリンピックの始まりは、1948年のロンドンオリンピックにあわせて、イギリスのスト

ーク・マンデビル病院で行われた、第二次世界大戦で負傷した軍人の入院患者のリハビリ

のためのアーチェリー大会であるストーク・マンデビル競技大会が原点となっています。

その後毎年開催され、1952年には国際大会になり第 1回国際ストーク・マンデビル競技大

会が開催されました。1960年には国際ストーク・マンデビル大会委員会が設立され、この

年にオリンピックが開催されたローマで行われた大会が、現在では第 1 回パラリンピック

と呼ばれるようになりました。 

その後、1964年の東京オリンピックの後に開かれた大会から、「オリンピ 

ックと同じ年にオリンピックの開催国で開かれる国際ストーク・マンデビル競技大会」の

ことを「パラリンピック」という愛称で呼ぶようになりました。 

それからしばらく、1972年のドイツで開催されたハイデルベルグ大会まで 

開催されない期間が続きます。そして次の 1976 年のカナダでのトロント大会と同じ年に、

ノルウェーのエーンシェルドスピークで冬季パラリンピックが初めて開催されます。 

 

 

パラリンピックの現状 

 1988年のソウル大会から「パラリンピック」が正式な名前になりました。 

 この大会以降はオリンピックと同じ都市で開催されるようになりました。この大会の時点で

は、聴覚障害者と知的障害者と精神障害者の出場は認められていませんでした。そして翌年

の 1989年には、国際パラリンピック委員会が設立されます。 

1998年の長野大会では、ノルディックスキー競技のみではあるものの、知 

 的障害者が参加できるようになりました。しかし、2000 年のシドニーパラリンピックで、

スペインの知的障害者のバスケットボールチームに、健常者が隠れて参加して金メダルを獲

得したことが分かり、再び知的障害者が出場できなくなってしまいました。 

2012年のロンドンパラリンピックからは 12年ぶりに知的障害者が参加で 

 きるようになり、陸上、水泳、卓球に参加が認められました。 

 ここまで歴史を振り返ってきましたが、気に留めておきたいのが聴覚障害 

 者と精神障害者の参加が認められていないことです。 

 聴覚障害者の場合は、デフリンピックという国際大会が開催されています。 

 国際パラリンピック委員会に国際ろう者スポーツ委員会も加盟していましたが、デフリンピ

ックの独創性を追求するために、1995 年に組織を離れたためパラリンピックに参加できな

い状況になっています。デフリンピックはコミュニケーションがすべて国際手話を使って行

われることと、スタートの音や審判の声の合図などを目で見て分かるようにする以外は、オ

リンピックと同じルールで運営されます。 

精神障害者に関しては、日本国内限定ではありますが、2001年に第 1回 
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 全国精神障害者バレーボール大会が開かれ、翌年には全国障害者スポーツ大会で精神障害者

を対象としたバレーボールがオープン競技として実施され、2008年からは正式競技になっ

ています。（「まもなくパラリンピック開催！〜パラリンピックの歴史を知ろう」） 

(http://shohgaisha.com/news/history_of_paralympic/)(2017年 3月 21日アクセス) 

 

「パラプレジア」の「パラ」はいつしか、現状に合わなくなって来た。そこで新しい解釈と

して「パラ」を同時並行という意味から「パラレル」と置き換えるようになったのである。健

康な人と障がいのある人が一緒に試合はしないが、それぞれ別の大会でスポーツでを争う大会

にするということから、「パラレル」なのである。 

 

 

ピエール・ド・クーベルタン 

 オリンピックと言えば、ピエール・ド・クーベルタン男爵（Pierre 

de Frédy, baron de Coubertin, 1863-1937）の名前が誰もが思い付く 

人物である。フランスの教育者であったクーベルタンはいイギリスの 

パブリック・スクールに興味を持っていた。クーベルタンは心身を鍛 

える教育に関心があり、イギリスのパブリック・スクールに関心を寄 

せてこともうなずける。クーベルタンはナポレオン・ボナパルトが敗 

れたワーテルローの戦い（Battle of Waterloo,1815)の原因がパブリ 

ック・スクールでの心身を鍛える教育にあったと考えていた。そこで 

イギリスを訪れたクーベルタンはラグビー校を訪れたが、その後もラ 

グビーに夢中になったという。クーベルタンは戦争の敗因は兵士の 

心身を鍛えることにあるとして、イギリスのパブリック・スクールの在り方に注目した。特に

ラグビーのような団体競技に注目したようだ。パブリック・スクールで行われていたスポーツ

が団体競技である点も重要である。クーベルタンが不利な状況に置かれても一致団結をしてそ

れを跳ね返すパワー、こうした不屈の精神はスポーツ教育から培われてきたと考えても何ら不

思議なことではない。 

 

クーベルタンの心の変化 

 もともと、イギリス嫌いであったクーベルタンはフランスがワーテルローの戦いに敗れ、さ

らに普仏戦争（1870-1871）でもフランスが敗れた時勢の中、クーベルタンはフランスの仇敵

であるイギリスのパブリック・スクール視察を行った。以下は日本オリンピック委員会（JOC）

の HP「クーベルタンとオリンピズム」に掲載されているものである。 

 

そこでクーベルタンは、まずはパブリックスクール視察のために渡英します。実はこの

とき熱心な愛国主義者であった彼は、大のイギリス嫌いだったそうです。 

  しかし彼は、イギリスの学生たちが積極的に、かつ紳士的にスポーツに取り組む姿を見て

感銘を受け、たちまちイギリス贔屓になってしまいました。そして、「服従を旨として知識

を詰め込むことに偏っていたフランスの教育では、このような青少年は育たない。即刻、ス

ポーツを取り入れた教育改革を推進する必要がある」と確信したのです。 

  その後も彼は、精力的に各国へ足を伸ばし、見聞と人脈を広げていきます。とりわけアメ

http://shohgaisha.com/news/history_of_paralympic/)(2017年3
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リカでの体験は刺激的でした。彼には、ヨーロッパほど階級や伝統・慣習に縛られていない

アメリカ社会は、古代ギリシャの都市国家の自由さに似ている、と感じられたのです。 

  また、当初は「自国の教育改革のために」スポーツを取り入れる必要性を感じ

ていたクーベルタンでしたが、次第に「国際的競技会」の構想をふくらませていきま

す。世界各地を視察し、海外からの選手の招聘、交流試合などに携わることで、スポ

ーツが果たしうるもう一つの役割…「国際交流」「平和」が見えてきたのではないで

しょうか。 

（「クーベルタンとオリンピズム」http://www.joc.or.jp/olympism/coubertin/） 

（2017年 3月 30日アクセス） 

 

若きクーベルタンについてもう少し詳しく触れているものに笹川スポーツ財団のHP「2-1 ク

ーベルタンとオリンピック復興」に以下のような説明がある。 

 

1883年、20歳になったクーベルタンは初めて英国へ渡る。イートン、ハロー校など名門

パブリックスクールの実際に触れた。そこには間違いなく「トム・ブラウンの学校生活」

の世界が広がっていた。人の成長には肉体と精神との融合が必要である。そう考えたクー

ベルタンは感激のあまり、ラグビー校にあるアーノルドの墓に参り「フランスにおけるア

ーノルドになる」と決意する。ディームのいう“呼び声”にほかならない。 

 クーベルタンは父シャルルが切実に入学を願い通っていた法律学校を 1 年で退学。スポ

ーツと教育を自らの生き方とさだめた。幾度かの英国訪問を経て、フランス・スポーツ連

盟を結成。1889年にはフランス教育省から近代スポーツ普及の研究を命じられた。プロス

ポーツも誕生しスポーツ先進国となっていた米国を訪問。世界各国に学校でのスポーツ教

育に関する質問状を送るなど、意識的に交流を広げていった。  

 同じころ、クーベルタンを刺激する別の動きも起きていた。ドイツ帝国による古代オリ

ンピア遺跡の発掘である。考古学者ハインリッヒ・シュリーマンの指導をうけた発掘団は

粘り強い作業を続け、1881年までに主要な遺跡の発掘を終えた。この発掘により、当時の

欧州では古代への夢が語られていた。  

 こうした空気のなかで、クーベルタンは肉体と精神との融合の理想として古代ギリシャ

で行われていた「"オリンピック"の復活」への意志を固めていくのである。 

 「2-1 クーベルタンとオリンピック復興」 

(http://www.ssf.or.jp/history/essay/tabid/1124/Default.aspx)(2017年 3月 30日アクセス) 

 

 

“The important thing in the Olympic Games is not to win, but to take part.”    

 クーベルタンの言葉として知られる“The important thing in the Olympic Games is not to 

win, but to take part. the important thing in Life is not triumph, but the struggle; the 

essential thing is not to have conquered but to have fought well.”（オリンピックで最も重要

なことは、勝つことではなく参加することに意義がある。人生において重要なことは、勝つこ

とではなく、健闘することである。根本的なことは、征服したかどうかにあるのではなく、よ

く戦ったかどうかにある）と続きがある。しかも、この内容はクーベルタンが最初に使ったわ

けではなかった。この言葉は聖公会のペンシルベニア大主教であるエセルバート・タルボット

http://www.joc.or.jp/olympism/coubertin/）　（2017年3
http://www.joc.or.jp/olympism/coubertin/）　（2017年3
http://www.ssf.or.jp/history/essay/tabid/1124/Default.aspx)(2017年3月
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E5%85%AC%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%8B%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B8%BB%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A8%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88&action=edit&redlink=1
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（Ethelbert Talbot、1848-1928）が 1908 年のロンドンオリンピックの際にアメリカの選手

たちに対しての説教をクーベルタンが引用し、それがクーベルタンの言葉として後世まで伝わ

ったもののようだ。Ture Widlund“ETHELBERT TALBOT His Life and Place in Olympic 

History”によれば、エセルバート・タルボットの説教は以下の通りである。 

 

“We have just been contemplating the great Olympic Games. What does it mean? It 

means that young men of robust physical life have come from all parts of the world. It 

does mean, I think, as someone has said, that this era of internationalism as seen in the 

Stadium has an element of danger. Of course, it is very true, as he says, that each 

athlete strives not only for the sake of sport, but for the sake of his country. Thus a new 

rivalry is invented. If England be beaten on the river, or America outdistanced on the 

racing path, or that American has lost the strength which she once possessed. Well, 

what of it? The only safety after all lies in the lesson of the real Olympia – that the 

Games themselves are better than the race and the price.  St. Paul tells us how 

insignificant is the prize.  Our prize is not corruptible, but incorruptible, and though 

only one may wear the laurel wreath, all may share the equal joy of the contest.  All 

encouragement, therefore, be given to the exhilarating－I might also say soul-saving - 

interested that comes in active and fair and clean athletic sports.” [Widlund 

underscoring] 

（Ture Widlund, “Ethelbert Talbot: His Life and Place in Olympic History,” Citius, 

Altius, Fortius: Journal of the International Society of Olympic Historians, Durham, 

N.C., Vol. 2, No.2 (May 1994, p. 11.) 

(http://library.la84.org/SportsLibrary/JOH/JOHv2n2/JOHv2n2d.pdf)(2017年 3月 30日

アクセス) 

 

また、オリンピックのモットーは “Citius, Altius, Fortius” （英語では “Higher, Faster, 

Stronger”）となる。「より高く、より速く、より強く」はクーベルタンの言葉ではない。 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethelbert_Talbot
https://ja.wikipedia.org/wiki/1908%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF_(1908%E5%B9%B4)
http://library.la84.org/SportsLibrary/JOH/JOHv2n2/JOHv2n2d.pdf)(2017
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資料17 関連年表 

 

1914年  竹久夢二、港屋絵草紙店、開店 

1914年  宝塚少女歌劇団、初公演 

1940年  中原淳一グッズの店、ヒマワリ開店 

1946 年  橋立孝一郎、現在の秩父市に「読書クラブ橋立書店」を創業（現在のキディラン

ド）           

1950年  キディランド、原宿にオープン 

1953年  テレビ放送開始 

1954年  本多猪四郎監督『ゴジラ』 

1956年  国連に加盟 

1959年  レコード大賞始まる 

1960年  カラーテレビ放送開始 

1963年  TVアニメ『鉄腕アトム』放映開始 

1963年  観光基本法                  

1963年  実用英語検定試験開始 

1964年  特殊法人国際観光振興会設立      

1964年  経済開発協会機構（OECD）加盟 

1964年  外務省に情報文化局文化事業部設置 

1964年    東京オリンピック開催 

1964年   日本漫画家協会設立 

1965年  Edmund Gallion,Public Diplomacyの概念を提唱 

1966年   埼玉県大宮市立漫画会館開館 

1966年  『ウルトラマン』放映開始 

1966年  TVアニメ『魔法使いサリー』放映開始 

1969年  TV番組『8時だヨ！全員集合』（～1985年） 

1969年  TVアニメ『ひみつのアッコちゃん』放映開始 

1970年   フィルムセンター開館 

1970年  大阪万国博覧会 

1971年  『仮面ライダー』放映開始 

1971年  マクドナルド第 1号店、銀座にオープン 

1971年  ミスタードーナッツ第 1号店、箕面市（大阪府）に開店 

1971年  カップヌードル発売開始 

1971年  TV番組『スター誕生！』（～1983年） 

1972年  札幌冬季オリンピック 

1972年  池田理代子『ベルサイユのばら』 

1972年  萩尾望都『ポーの一族』 

1972年  『ポン』（アタリ） 

1972年   国際交流基金設立 

1972年  第１回日本漫画大会 

1973年  『ドラえもん』（ＴＶ放送開始） 
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1974年    アングレーム国際漫画祭 

＊ヨーロッパ最大級の漫画イベント。フランスで最古の漫画関連イベント 

1974年  サンリオ、ハローキティ 

1974年  セブンイレブン 1号店、開店 

1974年  デニーズ 1号店、開店 

1974年  TVアニメ『宇宙戦艦ヤマト』放映開始 

1975年  第１回コミックマーケット開催 

      ＊以降通常は年 2回。東京国際展示会（東京ビッグサイト）で開催。 

1975年  日本アニメーション設立                  

1976年  『王家の紋章』連載開始 

1976年  『キャンディ・キャンディ』（ＴＶ放送開始） 

1976年  『ガラスの仮面』連載開始 

1976年  国際文化教育交流財団設立 

1976年  『ブレイクアウト』（アタリ） 

1977年  舛田利雄監督『宇宙戦艦ヤマト』 

       ＊アニメ映画が脚光を浴びる 

1978年  東急ハンズ開店 

1978年  YMO、デビュー 

1978年  『スペースインベーダー』（アーケイドゲーム） 

1979年  『ギャラクシアン』（ナムコ） 

1979年  りんたろう監督『銀河鉄道 999』 

1979年  ソニー、ウォークマン発売 

1979年  渋谷 109開店 

1979年  『機動戦士ガンダム』（ＴＶ放送開始） 

1980年  あだち充『みゆき』 

1980年  『パックマン』（アーケイドゲーム） 

1983年  高橋陽一『キャプテン翼』（ＴＶ放送開始） 

1983年  東京ディズニーランド開園 

1983年  ファミリー・コンピュータ発売（任天堂）                  

1983年  SG1000（セガ） 

1983年  『ドアドア』（エニックス） 

1983年  『信長の野望』（光栄） 

1983年  中森明夫「『おたく』の研究 街には『おたく』がいっぱい」（『漫画ブリッコ』セ

ルフ出版） 

1983 年  前田實子「Baby-schema に関する実験的考察―母性心性の触発刺激を中心にー」

（『武庫川女子大学幼児教育研究所研究紀要』第 2号） 

1984年    宮崎駿監督『風の谷のナウシカ』  

1984年  『ドラゴンスレイヤー』（日本ファルコム） 

1984年  『ハイドライド』（Ｔ＆Ｅソフト） 

1984年  『ザ・デストラップ』（スクウェア） 

1984年    『サラダの国のトマト姫』（ハドソン） 
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1985年  『レリクス』（ボーステック） 

1985年  『スーパーマリオブラザーズ』（任天堂） 

1985年  『現代大戦略』（システムソフト） 

1985年    スタジオジブリ設立 

1985年  長谷川町子美術館開館 

1985年  内田春菊『南くんの恋人』 

1986年    『DRAGONBALL』（ＴＶ放送開始） 

1986年  山根一眞『変体少女文字の研究』講談社 

1986年    株式会社アニメイト設立 

1986年  『ドラゴンクエスト』シリーズ 

1986年  『聖闘士星矢』（ＴＶ放送開始）                           

1987年  第 1回全日本国民的美少女コンテスト 

 

1989年  東西ベルリンの壁崩壊 

1989年  『おたくの本』（別冊宝島 104号）JICC 出版局 

1989年  大塚英志『少女民俗学』光文社 

1990年  サンリオピューロランド開園 

1990年  大友克洋監督『AKIRA』（全米で公開） 

1991年  大友克洋監督『AKIRA』（英仏独で公開） 

1991年  島村麻里『ファンシーの研究』ネスコ 

1991年  デジタルコンテツ協会設立 

1992年  日本、商業用のインターネットサービス開始 

1992年  ハウステンボス開園 

1992年   『美少女戦士セーラームーン』（ＴＶ放送開始） 

1993年  NEC、デジタルブック発売 

1993年  日本国際観光学会設立     

1993年  『バーチャファイター』(セガ) 

1994年  ソニー、プレイステーション発売 

1994年  吉備川上ふれあい漫画美術館開館 

1994年  TV番号『開運！なんでも鑑定団』放映開始 

1995年  増田まんが美術館開館                       

1994年  増淵宗一『かわいい症候群』NHK放送出版局 

1995年  なやせたかし記念館アンパンマンミュージアム開館 

1995年  シール作成機プリント倶楽部 

1995年   2『新世紀エヴァンゲリオン』（ＴＶ放送開始） 

1995年  押井守監督『Ghost in the Shell／攻殻機動隊』 

1995年  Sharon Kinsella.  “Cuties in Japan” (Lise Skov and 

           Brain Moeran, editors.  Women, Media and Consumption in Japan.  Curzon 

Press) 

1996年  第１回国際マンガサミット                         

＊当初はアジアマンガサミット、2003年より世界マンガサミット、2005年より
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国際マンガサミット。 

1996年  東京大学教養学部で岡田斗司夫「オタク文化論」開講 

1996年  『バイオハザード』（カプコン） 

1996年  『名探偵コナン』放映開始 

1996年  岡田斗司夫『オタク学入門』太田出版 

1996年  YAHOO JAPAN!、検索サービス開始 

1996年  任天堂 NINENDO64発売 

1996年  スターバックス・コーヒー一号店、銀座で開店 

1996年  セガからセガサターン用ソフト『サクラ大戦』発売 

1996年  バンダイ、「たまごっち」発売 

1997年  広島市立まんが図書館開館 

1997年  ポップカルチャー学会設立 

1997年  『ファイナルファンタジーⅦ』発売 

1997年   『ポケットモンスター』（ＴＶ放送開始） 

1998年  長野冬季オリンピック 

1998年   TVアニメ『遊☆戯☆王』放映開始 

1998年   日本アニメーション学会設立 

1998年  斎藤美奈子『紅一点』ビレッジセンター 

1999年  西村博之が２チャンネル開設 

1999年  現代マンガ資料館（大阪府大阪市） 

1999年  ちびまるこちゃんワールドオープン 

1999年  宮台真司・松沢呉一『ポップ・カルチャー』毎日新聞社 

1999年   TVアニメ『ONE PIECE』放映開始 

2000年  平野健一郎『国際文化論』東京大学出版会 

2000年  京都精華大学芸術学部マンガ学科開設（日本初のマンガ学科） 

2000年  出版 8社が配信サイト、電子文庫パブリ開設 

2000年  妖怪神社／むじゃらオープン 

2000年  倉敷いがらしゆみこ美術館開館 

2000年  石ノ森章太郎ふるさと記念館開館 

2001年  石ノ森萬画館開館 

2001年  三鷹市立アニメーション美術館開館 

2001年  京都精華大学表現研究機構 マンガ文化研究所開設 

2001年  中央省庁等改革 

       ＊国際文化交流に関して外務省と文化庁の役割の明確化 

2001年   宮崎駿監督『千と千尋の神隠し』 

2001年   日本マンガ学会設立 

2001年   文化芸術振興基本法 

＊第 9条で「メディア芸術」として、漫画、 

アニメーションが定義される。 

2001年  Cure Maid Caféオープン 

       ＊メイドカフェの誕生と言わる 
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2001年  東浩紀『動物化するポストモダン』講談社 

2001年  Peter van Ham.  “The Rise of the Brand State”  

2001年  ユバーサル・スタジオ・ジャパン開園 

2001年  東京ディズニーシー開園 

2001年  9.11同時多発テロ 

2002年  『おねがい☆ティーチャー』 

2002年   宮崎駿監督『千と千尋の神隠し』 

＊ベルリン国際映画祭金熊賞 

2002年    知的財産立国宣言 

2002年    知的財産基本法公布（2003年３月施行） 

2002年  日本知財学会設立 

2002年    Douglas McGray. “Japan’s Gross National Cool” (Foreign Policy. May/June) 

             ＊「クール・ジャパン」を提唱。 

2002年  文化審議会答申「文化を大切にする社会の構築について」 

2002年  文化庁政策課「文化芸術の振興に関する基本的な方針」 

2002年    日韓ワールド・カップ 

2002年  横山隆一記念まんが館開館 

2002年  国土交通省「グローバル観光戦略」 

2003年  SONY,、Blu-ray発売 

2003年  ビジット・ジャパン・キャンペーン、スタート 

2003年  文化庁：映画振興に関する懇談会「これからの日本映画の振興について」 

2003年  経団連「エンターテイメント・コンテンツ産業に向けて」 

2003年  東映アニメーションギャラリー開館 

2003年  水木しげる記念館開館 

2003年  青梅赤塚不二夫会館開館 

2002年  独立行政法人国際観光振興機構設立 

2003年  宮崎駿監督『千と千尋の神隠し』 

＊米アカデミー賞長編アニメ賞受賞 

2003年  ダグラス・マッグレイ／神山京子訳「〈ナショナル・クールという新たな国力〉世

界を闊歩する日本のカッコよさ」（『中央公論』第 118 巻第 5 号、中央公論新

社）／2002年に原文は発表。 

2003年  国際交流研究会『新たな時代の外交と国際交流の新たな役割』国際交流基金 

2003年    杉並アニメ資料館開館 

2003年  第１回国際文化フォーラム（以降毎年開催） 

2004年  大塚英志『「おたく」の精神史―1980年代論』 

2004年  Joseph S. Nye, Jr.  Soft Power:  The Means To Success in World Politics.   

       ＊ソフト・パワーについて本格的に論じる。 

2004年   ジョセフ・Ｓ・ナイ／山岡洋一訳『ソフト・パワー』日本経済新聞社 

2004年  中野独人『電車男』新潮社 

2004年  中島哲也監督『下妻物語』 

2004年  外務省機構改革 
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＊広報と文化交流部門を統合し、広報文化交流部を設置 

2004年  （小泉総理）「文化外交の推進に関する懇談会」設置 

2004年    コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律（コンテンツ産業振興法） 

2004 年  デジタルコンテンツ協会編『ソフトパワー時代の国家戦略コンテンツビジネス』

デジタルコンテンツ協会 

2004 年  コンテンツ産業国際展開行動計画ＷＧ報告『我が国コンテンツ産業国際展開に向

けた提言』経産省文化情報関連産業課 

2004年    都市出版） 

2004年  ニンテンドウ DS発売 

2004年  『モンスターハンター』（カプコン） 

2004年  mixiサービス開始 

2004年  GREEサービス開始 

2004年  宮崎駿『ハウルの動く城』 

2004年  美水かがみ『らき☆すた』（連載開始） 

2004年  中小企業庁「JAPANブランド育成支援事業」 

2004年  中村伊知哉「ポップカルチャー政策概論」独立行政法人経済産業研究所 

2005年  Sue Beeton.  Film-Induced Tourism. 

2005年  Jan Melissen, editor.  The New Public Diplomacy 

2005 年  平成 16 年度国土施策創発調査『映像等コンテンツの制作・活用による地域振興

のあり方に関する調査 報告書』国土交通省総合政策局観光地域振興課／経済

産業省商務情報政策局文化情報関連産業課／文化庁文化部芸術文化課 

2005年  愛知万国博覧会 

2005年    杉並アニメーションミュージアム開館 

2005年    「COOL JAPAN～発掘！カッコイイ日本～」（NHKBS放送開始） 

2005年  第１回東京ガールズコレクション 

2005年  野村総合研究所オタク市場予測チーム『オタク市場の研究』東洋経済新聞社 

2005年  『中央公論』（特集：今こそ本気で文化外交を）（第 120巻第 10号） 

2005年  文化外交の推進に関する懇談会「『文化交流の平和国家』日本の創造を」 

2005年  『ワンダーJAPAN』（三才ブックス）創刊 

2005年  本田透『電波男』三才ブックス 

2005年  本田透『萌える男』筑摩書房 

2005年  『戦国 BASARA』発売 

2005年  杉並アニメーションミュージアム開館 

2006年  ソニー、アメリカでリーダー発売 

2006年  日本デジタルゲーム学会設立 

2006年  京都国際マンガミュージアム開館 

2006年  東京アニメセンター開館 

2006年  アンパンマン子供ミュージアム開館 

2006年   麻生外務大臣演説「文化外交の新発想―みなさんの力を求めています」(於：デジ

タルハリウッド大学) 

＊漫画、アニメなどのポップカルチャーを文化外交として利用することを演説。 
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2006年  外務省：ポップカルチャー専門部会「『ポップカルチャーの文化外交における活用』

に関する報告書」 

2006年    京都精華大学マンガ学部開設 

＊日本で最初のマンガ学部 

2006年  杉山知之『クール・ジャパン 世界が買いたがる日本』祥伝社 

2006年  中山伊知哉・小野打恵編『日本のポップパワー』日本経済新聞社 

2006年  任天堂、Wii発売 

2006年  『銀魂』（ＴＶ放送開始） 

2006年  Twitterサービス開始 

2006年  ニコニコ動画サービス開始 

2006年  四方田犬彦『「かわいい」論』筑摩書房 

2007年    観光立国推進基本法 

2007年  「文化発信戦略に関する懇談会」発足（文化庁長官裁定） 

2007年  海外交流審議会「日本の発信力強化のための５つの提言」 

2007年    「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第２次基本方針）」 

2007 年   国土交通省総合政策局『日本のアニメを活用した国際観光交流等の拡大による地

域活性化調査報告書』（平成 18年度国土施策創発調査） 

2007年  外務省、国際漫画賞の創設 

2007 年  『外交フォーラム』（特集：「日本ブランド」ってなに？）（通巻 223 号）都市出

版 

2007年   文化庁長官裁定「文化発信に関する懇談会」 

2007年  宮台真司・石原英樹・大塚明子『増補サブカルチャー神話解体』筑摩書房 

2007 年   コンテンツグローバル戦略研究会『コンテンツグローバル戦略報告書 最終とり

まとめ』（コンテンツグローバル戦略研究会事務局：経済産業省商務情報政策局） 

2007年    Japan国際コンテンツフェスティバル（～10月）＊2007年より毎年秋に開催。 

2007年  『BRUTUS』（特集：WHY?WHAT?クール・ジャパン!?）（第 5793号）マガジン

ハウス 

2007年  TVアニメ『らき☆すた』放映開始 

2007年  『2008オタク産業白書』メディアクリエィト 

2007年  三上貴教「パブリック・ディプロマシー研究の射程」（『修道法学』29（2）） 

2007年  渡部恒雄『日本のパブリック・ディプロマシ―研究』東京財団研究部 

2007年  金子将史・北野充編『パブリック・ディプロマシ―』PHP研究所 

2008年  星山隆『日本外交とパブリック・ディプロマシ―』財団法人世界平和研究所 

2008年  Simon Anholt.  Competitive Idnetity. 

2008年  前田大輔・増田愛子「アニメの聖地 巡礼中」（『朝日新聞』7月 26日夕刊） 

2008 年  北海道大学観光学高等研究センター「観光立国への挑戦 21 オタクツーリズム 

漫画やアニメが原動力へ」（『日本経済新聞』8月 19日） 

2008年  石森秀三「視点 日本の観光 48」（『観光経済新聞』8月 23日） 

2008年  コンテンツ学会設立 

2008年  『Forbes（日本版）』(特集：外国人観光客を日本に呼び込め) （第 17巻第 6号）

ぎょうせい 
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2008年 『文化資源マネジメント論集』(No.1～No.14)（～2009年）北海道大学大学院国 

際広報メディア観光学院文化資源マネジメント研究室 

2008年  佐々木一成『観光振興と魅力あるまちづくり』学芸出版社 

2008年  近藤誠一『文化外交の最前線にて』かまくら春秋社 

2008年  観光庁設置 

2008年  大薗友和『世界「文化力戦争」大図鑑』小学館 

2008年  『COOL JAPAN発掘！かっこいいニッポン』ランダムハウ講談社 

2008年  『COOL JAPAN オタクニッポンガイド』ジェイティビィパブリッシング  

2008年  「日本ブランドの確立と発信の関する関係省庁連絡会議」（内閣官房） 

2008年  『朝日新聞』（7月 26日夕刊） 前田大輔・増田愛子「アニメの聖地 巡礼中」 

2008 年  『日本経済新聞』（8 月 19 日）「観光立国への挑戦 21 オタクツーリズム 漫画

やアニメが原動力に」 

2008年  『観光経済新聞』（8月 23日）石森秀三「視点 日本の観光 48」 

2008年   日本政府観光局（通称名使用開始） 

2008年  北京オリンピック開催 

2008年  外務省、『ドラえもん』をアニメ大使に任命 

2008年  奥野一生『新・日本のテーマパーク研究』竹林館 

2009年  外務省、カワイイ大使を任命（藤岡静香、青木美沙子、木村優） 

2009年  真壁智治・チームカワイイ『カワイイパラダイムデザイン研究』平凡社 

2009年  コンテンツ文化史学会設立 

2009年   加藤久仁生監督『つみきのいえ』＊第 81回米アカデミー賞短編アニメ賞受賞 

2009年   滝田洋二郎監督『おくりびと』＊第 81回米アカデミー賞外国語映画賞受賞 

2009 年    知的財産戦略本部コンテンツ・日本ブランド専門調査会『日本ブランド戦略～ソ

フトパワー産業を成長の原動力に～』知的財産戦略本部コンテンツ・日本ブラ

ンド専門調査会 

2009年    知的財産戦略本部『知的財産推進計画 2009』 

2009 年   日本ブランドの確立と発信に関する関係省庁連絡会議『日本ブランド戦略アクシ

ョンプラン』 

2009年  櫻井孝昌『アニメ文化外交』筑摩書房 

2009 年  櫻井孝昌『世界カワイイ革命』PHP研究所 

2009年  蔦信彦『日本の「世界商品」力』集英社 

2009年   E.John Ingulsrud and Kate Allen.  Reading Japan Cool. 

2009 年  Patrick W. Galbraith.  The Otaku Encyclopedia. 

2009年   『新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ』閣議決定 

2009年  『自治体国際化フォーラム』（特集：世界に羽ばたく日本のポップカルチャー ク

ール・ジャパンから発信される地域の魅力）（第 241号）自治体国際化協会 

2009年  『まほら』（特集：オタクツーリズム）（第 60号）旅の文化研究社 

2009年  北海道大学観光学高等研究センター文化資源マネジメント研究チーム編『メディ 

アコンテンツとツーリズム』北海道大学観光学部高等研究センター 

2009年  増淵敏之『コンテツツーリズムとその現状』（Journal for Regional Policy Studies） 

法政大学地域研究センター 
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2009 年  『観光におけるサブカルチャー―コンテンツの活用に関する調査研究』財団法人

中部産業活性化センター 

2009年   河島伸子『コンテンツ産業論』ミネルヴァ書房 

2009年   出口弘・田中秀幸・小山友介編『コンテンツ産業論』東京大学出版会 

2009年  米沢嘉博記念図書館 

2010年  アップル、i-Pad 発売 

2010年   上海万国博覧会 

2010年  櫻井孝昌『日本はアニメで再興する』角川グループパブ 

リッシング、アスキーメディアワークス 

2010年  前島賢『セカイ系とは何か』ソフトバンククリエイティブ 

2010年  増淵敏之『物語を旅するひとびと』彩流社 

2010年  『日本語』（特集：COOL JAPAN 世界が好きな日本文化）（第 23巻第 5号）ア

ルク 

2010年  安田誠『図説ご当地娘百科』幻冬舎コミックス 

2010年  ドリルプロジェクト編『聖地巡礼 NAVI―アニメ＆コミック』飛鳥新社 

2010年  『萌えコレ！（MOE COLLE）―日本縦断！萌えキャラ＆萌えおこし総合ガイド』

（ムック）三栄書房 

2010年  経済産業省『「文化産業」立国に向けて―文化産業を 21世紀のリーディング産業

に』 

2010年  経済産業省製造産業局 クール・ジャパン室設置 

2010年  京都精華大学大学院マンガ研究科マンガ専攻修士課程開設 

2010年  東京工芸大学芸術学部ゲーム学科開設 

2010年  暮沢剛二『キャラクター文化入門』 

2011年  東日本大震災（3月 11日） 

2011年  山村高淑『アニメ・マンガで地域振興』東京法令出版 

2011年  コンテンツツーリズム学会設立 

2011 年  『コンテンツツーリズム研究』発刊開始（北海道大学大学院国際広報メディア・

観光学院文化資源デザイン（山村高淑）研究室 

2011年  Thorstein Botz-Bornstein. The Cool-Kawaii: Afro- Japanese Aesthetics and  

New World Modernity .  

2011年  藤子・F・不二雄ミュージアム開館 

2011年  初音ミク、表彰される！ 

2011年  渡辺靖『文化と外交』中央公論新社 

2011年  中島恵『テーマパーク産業論』三恵社 

2012年  中路靖編『アニメ・コミック・ロケ地めぐりガイド』学研パブリッシング 

2012年  合同会社コンテンツツーリズム振興機構設立 

2012年  ニコニコ超会議開始 

2012年  『パズル&ドラゴンズ』（インセル） 

2012年  京都精華大学大学院マンガ研究科マンガ専攻博士後期課程開設 

2012年  横田正夫・小出正志・池田宏編『アニメーションの事典』朝倉書店 

2012年  中島恵『テーマパーク産業の形成と発展』三恵社 
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2012年  中村圭子編『日本の「かわいい」図鑑』河出書房新社 

2013年  2020年オリンピック東京大会招致決定（9月 8日） 

2013年  『モンスターストライク』（XFLAG） 

2013年  岡本健『n次創作観光』（ＮＰＯ法人北海道冒険芸術出版 

2013年  日本政策投資銀行・日本経済研究所『地域のビジネスとして 

発展するインバウンド観光』   

2013年  経済産業省「コンテンツ産業の現状と今後の方向性」 

2013年  筒井隆志（調査情報担当室）「コンテンツツーリズムの新たな方向性」参議院 

2013年  須川亜紀子『少女と魔法』NTT出版ｑ 

2013年  堤和彦『NHK「COOLJAPAN」かっこいいニッポン再発見』NHK出版 

2013年  大倉典子「『かわいい』の系統的研究」（『シュミレーション』第 32巻第 4号、日

本シュミレ－ション学会） 

2013年  入戸野宏「“かわいい”感情に関する最近の知見」（『武庫川女子大学生活美学研究

紀要』第 23号） 

2014年  『pen』（特集「カワイイ」JAPAN）（第 368号） 

2014年  青柳絵梨子『〈ルポ〉かわいい！』寿郎社 

2014年  大倉典子「『かわいい』研究の動向と事例紹介」（『人間生活工学』 

       第 15巻第 2号、人間生活工学研究センター） 

2014年  宮沢章夫『NHKニッポン戦後サブカルチャー史』NHK出版 

2015年  押野武志編『日本サブカルチャーを読む』北海道大学出版会 

2015年  岡本健編『コンテンツツーリズム研究』福村出版 

2015年  工藤保則『カワイイ社会・学』関西学院大学出版会 

2015年  KAWAII MONSTER CAFÉ、原宿にオープン  

2015年  阿部公彦『幼さという戦略』朝日新聞社 

2015年  渡辺周子「近代日本における『かわいい』の生成に 

       関する研究―『少女文化』を事例として」（科研費： 

       基盤研究©15K01938）採択 

2016年  『情報処理』（特集：かわいい）（第 57巻第 2号、情報処理学会） 

2016年  横幹〈知の統合〉シリーズ編集委員会編『カワイイ文化と 

テクノロジーの隠れた関係』東京電機大学出版局 

2016年  一般財団法人アニメツーリズム協会 

2016年  新海誠監督『君の名は。』 

2016年  『ポケモン GO』（ポケモン） 

2016年  リオデジャネイロオリンピック  

2016年  『スーパマリオラン』（ニンテンドウ） 

2017年  『週刊東洋経済』（特集：熱狂！アニメ経済園圏）（第 6717号）東洋経済新報社 

2017年  『芸術新潮』（特集：永久保存版 30人の批評家が投票！日本アニメベスト 10）（第

68巻第 9号）新潮社 

2017年  北田暁大・解体研『社会にとって趣味は何か』河出書房新社 

2017年  氷川竜介『アニメ 100年ハンドブック』IRD工房 

2017年  大場吾郎『テレビ番組海外展開 60年史』人文書院 
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おわりに 

 

本冊子はこれまで筆者自身が発表してきものや大学院や大学・短期大学での教材を再構成し

たものが中心である。その初出並びに参考一覧の一部を最後に列挙しておきたい。 

 

 

著書・共著・翻訳（国際文化交流、文化外交、オタク文化関係） 

１ 『「国際コミュニケーション」とは何か（増補資料編）』（武蔵野学院大学佐々木隆研究

室、2008年 3月） 

２ 『新しい国際文化交流論』（多生堂、2008年 9月） 

３ 『クール・ジャパン マンガ／アニメの今後の展望について』（多生堂、2010年 3月） 

４ 『文化交流から文化外交へ』（イ―コン、2010年 10月） 

５ 『日本文化ブームから文化外交まで』（イーコン、2011年 5月） 

６ 『オタク文化論』（イーコン、2012年 1月） 

７ 『日本文化ブームと国際文化交流』（多生堂、2012年４月） 

８ 『ポップカルチャー論』（多生堂、2016年 12月） 

９ 『資料からみたカワイイ』（多生堂、2017年 1月） 

10 『今、ポップカルチャーが熱い！―otaku, kawaii, emojiも英語に！キャラクターだらけ

の日本！』（武蔵野学院大学佐々木隆研究室、2017年 1月） 

11 『国際文化交流の行方』（前編）（後編）（多生堂、2017年 10月） 

12  『「カワイイ」とは何か』（多生堂、2018年 3月） 

13 『異文化コミュニケーション』（前編）（後編）（多生堂、2018年 8月） 

 

学術論文等（国際文化交流・ポップカルチャー論） 

１ 「気になる言葉④ メディア芸術」（『むらおさ』第 7号、2008年 1月） 

２ 「『国際コミュニケーション』とは何か―その定義を巡って」（『武蔵野学院大学大学院

研究紀要』第 1輯、武蔵野学院大学、2008年 4月） 

３ 「気になる言葉⑤ グローバル・リテラシー」（『むらおさ』第 8号、2008年 7月） 

４ 「気になる言葉⑥ 国際文化」（『むらおさ』第 9号、2009年 1月） 

５ 「『伝統文化』とは何か」（『武蔵野学院大学日本総合研究所研究紀要』第 6輯、武蔵野

学院大学日本総合研究所、2009年 3月） 

６ 「『文化』とは何か」（『日本の中の異文化』第 6号、日本異文化研究会、2009年 9月） 

７ 「『クール・ジャパン』とは何か」（『武蔵野学院大学日本総合研究所研究紀要』第 7

輯、武蔵野学院大学日本総合研究所、2010年 3月） 

８ 「文化交流から文化外交へ」（『武蔵野学院大学日本総合研究所研究紀要』第 7輯、武蔵

野学院大学日本総合研究所、2010年 3月） 

９ 「日本における『コミュニケーション』受容史」（『武蔵野学院大学大学院研究紀要』第

3輯、武蔵野学院大学、2010年 4月） 

10 「気になる言葉⑨ 万国博覧会」（『むらおさ』第 12号、2010年 7月） 

11 「日本文化ブームからジャパン・クールまで―日本研究の行方」（『日本の中の異文化』

第７号、日本異文化研究会、2010年 11月） 

http://www.econfn.com/ssk/tyosaku1/tyosaku31.htm
http://www.econfn.com/ssk/tyosaku1/tyosaku36.htm
http://www.econfn.com/ssk/tyosaku1/tyosaku39.pdf
http://www.econfn.com/ssk/tyosaku1/tyosaku40.pdf
http://www.econfn.com/ssk/tyosaku1/tyosaku41.pdf
http://www.econfn.com/ssk/tyosaku1/tyosaku42.pdf
http://www.econfn.com/ssk/tyosaku1/tyosaku44.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronta/ronta31.pdf
http://nels.nii.ac.jp/els/110007125391.pdfid=ART0009062983&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1267439092&cp=
http://www.econfn.com/ssk/ronta/ronta32.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronta/ronta33.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku9.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku10.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku11.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku12.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku13.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku15.pdf
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12 「文化外交におけるメディア芸術の役割について」（『比較文化史研究』第 12号、比較

文化史学会、2010年 12月） 

13 「気になる言葉⑩ Hikikomori」（『むらおさ』第 13号、2011年 1月） 

14 「現代美意識としての『カワイイ』」（『武蔵野学院大学日本総合研究所研究紀要』第

８輯、武蔵野学院大学日本総合研究所、2011年 3月） 

15 「気になる言葉⑪ オタク/オタク文化」（『むらおさ』第 14号、2011年 7月） 

16 「発信する『日本文化』とは」（『日本の中の異文化』第８号、日本異文化研究会、2011

年 11月） 

17 「気になる言葉⑫ 戦隊もの」（『むらおさ』第 15号、2012年 1月） 

18 「大学教育とオタク文化」（『比較文化史研究』第 13号、比較文化史学会、2012年 3

月） 

19 「kawaiiの行方」（『武蔵野学院大学日本総合研究所研究紀要』第 9輯、武蔵野学院大 

学日本総合研究所、2012年６月） 

20 「気になる言葉⑬ オタク文化系の大学」（『むらおさ』第 16号、2012年 7月） 

21 「外国人から見た日本人―鎌倉幕府の成立を巡って―」（『日本の中の異文化』第 9 号、

日本異文化研究会、2012年 12月） 

22 「『日本の中の異文化』とは何か―デジタルネイティヴの時代」（『日本の中の異文化』

第 10号、日本異文化研究会、2013年 12月） 

23 「パブリック・ディプロマシーとしての日本文化」（『武蔵野学院大学日本総合研究所

研究紀要』第 11輯、武蔵野学院大学日本総合研究所、2014年３月） 

24 「『デジタルネイティヴ』とは何か」（『むらおさ』第 20号、2014 年 7月） 

25 「デジタル社会とモラル」（『日欧比較文化研究』第 18号、2014年 10月） 

26  「デジタルネイティヴと教育」（『むらおさ』第 21号、2015年 1月） 

27 「デジタルネイティヴ時代のポップカルチャー」（『武蔵野学院大学日本総合研究所研

究紀要』第 12輯、武蔵野学院大学日本総合研究所、2015年 3月） 

28 「TV放送のオタク文化への影響」（日欧比較文化研究』第 19号、2015年 10月） 

29 「ポップカルチャーとしてのハロウィン」（『武蔵野学院大学日本総合研究所研究紀要』

第 13輯、武蔵野学院大学日本総合研究所、2016年 3月） 

30 「『カワイイ』研究の発展」（『日欧比較文化研究』第 20号、日欧比較文化研究会、2016

年 7月） 

31 「ポップカルチャーの行方―日本から発信する魅力―」（『比較文化史研究』第 18号、

比較文化史学会、2017年 3月） 

32 「謎だらけの葛飾北斎の『キューピッド』」（『武蔵野教育研究』第 3巻第 11号、武蔵

野教育研究会、2017年 9月） 

33 「『総合的な学習の時間』に関する一考察―横断的・総合的・探求的な学習に向けて―」 

（『武蔵野教育研究』第 3巻第 13号、武蔵野教育研究会、2017年 11月） 

 

講演・研究発表等（模擬授業・特別授業含む） 

１ 「漫画から見える異文化理解」（模擬授業、2008年 8月 6日） 

２ 「アニメに見る異文化理解」（模擬授業、2009年 3月 27日） 

３ 「文学を考える―児童文学・ファンタジー・科学」（模擬授業［埼玉県立福岡高等学校］、    

http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku16.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronta/ronta38.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku17.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku18.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronta/ronta40.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku19.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku20.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronta/ronta41.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku21.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku22.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku23.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronta/ronta46.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku24.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronta/ronta47.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku25.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkoku/ronkoku26.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkyo/ronkyo23.pdf
http://www.econfn.com/ssk/ronkyo/ronkyo25.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen37.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen41.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen42.pdf
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 2009年 12月 16日） 

４ 「文学と科学―ロボットを中心に―」（模擬授業、2010年 1月 14日） 

５ 「外国文学とロボット」（武蔵野学院大学・武蔵野短期大学 コラボレーション講座、 

2010年 6月 12日） 

６ 「マンガとアニメと教育」（模擬授業、2010年 12月 20日） 

７ 「マンガ／アニメと文学」（模擬授業［埼玉県立桶川高等学校］、2011年 1月 20日） 

８ 「メディア芸術の行方―教育・研究とデジタルコンテンツ―」（比較文化史学会、研究 

発表大会、2011年 1月 22日） 

９ 「マンガとアニメで知る国際コミュニケーション」（模擬授業、2011年 1月 27日） 

10 「オタク文化で英語」（模擬授業［埼玉県立滑川総合高等学校］、2011年 11月 17日） 

11 「オタク文化とツーリズム」（特別講義、明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部ホス

ピタリティ・ツーリズム学科 ケーススタディ 中井延美ゼミ、2012 年 10月 30日） 

12 「オタク文化と産業―オタクツーリズムを考える」（比較文化史学会、研究発表大会、2013

年 1月 26日） 

13 「池袋に乙女ロード出現後にオタク男子は秋葉原、女子は池袋へ」（『週刊ポスト』2013

年 7月 1２日号、小学館、同文をネット配信）（取材を受けました） 

14 「韓国のMTN テレビ」（http://www.mtn.co.kr/）より“文化コンテンツ中心に立つ”と

いうタイトルで番組の取材を受けました。（2013年 8月 22日） 

15 「オタク文化論」（武蔵野学院大学 模擬授業、2013年 8月 24日） 

16 「ポップカルチャーを利用してちょっと外国語の勉強をしてみましょう」（武蔵野学院大

学 模擬授業、2013年 11月 30日） 

17 「アニメ、スーパー戦隊シリーズからこんなことがわかる！」（子ども大学さやま 武蔵

野学院大学・武蔵野短期大学、2014年 1月 18日） 

18 「ポップカルチャーとオタク文化」（入間市教育研究所 特別授業、2014年 2月 20日～

21日、24日～25日） 

19  「マンガ／アニメに見る日本文化」（「JENESYS2.0」中国大学生訪日団第９陣セミナ

ー、公益財団法人日中友好会館、日中友好会館大ホール、2014年 3月 5日） 

20 「『ちちんぷいぷい』（毎日放送）へ電話取材にて『オタパ』（オタクによるオタクのた

めの婚活パーティ）へのコメント」（2014年 6月 17日） 

21 「マンガ／アニメにみる現代日本文化」（「JENESYS2.0」韓国青年訪日研修団第 1団、

公益財団法人日韓文化交流基金、国際ファッションセンターHall&Rooms10階、2014

年 7月 30日） 

22 「パブリック・ディプロマシーとしてのクール・ジャパン」（特別講義、明海大学ホスピ

タリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科 ケーススタディ 中井延

美ゼミ、2014年 10月 28日） 

23 「仙台駅周辺が『東北のアキバ』に？」（『朝日新聞』仙台、2015年 2月 13日）へのコ

メント 

24 「ポップカルチャーの行方―マンガ、アニメ、ゲーム、ファッション、SNS、アイドル文

化 若者文化が国策」（文化統計研究会、国際文化会館、2015年 3月 22日） 

25 「『恐竜の骨って美しい』 オタクの情熱に学ぶ」の内にコメントあり（『AERA』朝日

新聞出版、2015年 5月 18日号） 

http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen44.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen46.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen49.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen50.pdf
http://ssk.econfn.com/kouen/koued53-1.pdf
file:///E:/らん　RANDAM20160331/ほー　ホームページ20160331/2016年1月～3月/2016年3月下旬/kouen/kouen57-1.pdf
file:///E:/らん　RANDAM20160331/ほー　ホームページ20160331/2016年1月～3月/2016年3月下旬/kouen/kouen58.pdf
file:///E:/らん　RANDAM20160331/ほー　ホームページ20160331/2016年1月～3月/2016年3月下旬/kouen/kouen59.pdf
http://www.mtn.co.kr/）より“文化コンテンツ中心に立つ”とい
http://www.mtn.co.kr/）より“文化コンテンツ中心に立つ”とい
file:///E:/らん　RANDAM20160331/ほー　ホームページ20160331/2016年1月～3月/2016年3月下旬/kougi/mogi_otaku.pdf
file:///E:/らん　RANDAM20160331/ほー　ホームページ20160331/2016年1月～3月/2016年3月下旬/kouen/kouen63_1.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000003307.pdf
http://www.jcfc.or.jp/section#exchange
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000003307.pdf
http://www.jkcf.or.jp/
file:///E:/らん　RANDAM20160331/ほー　ホームページ20160331/2016年1月～3月/2016年3月下旬/kouen/kouen69.pdf
file:///E:/らん　RANDAM20160331/ほー　ホームページ20160331/2016年1月～3月/2016年3月下旬/kouen/kouen71_1.pdf
file:///E:/らん　RANDAM20160331/ほー　ホームページ20160331/2016年1月～3月/2016年3月下旬/kouen/kouen72.pdf
file:///E:/らん　RANDAM20160331/ほー　ホームページ20160331/2016年1月～3月/2016年3月下旬/kouen/kouen72.pdf
file:///E:/らん　RANDAM20160331/ほー　ホームページ20160331/2016年1月～3月/2016年3月下旬/kouen/kouen73.pdf
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26 「アニメに見る英語」（武蔵野学院大学 模擬授業［埼玉県立緑陽高等学校］、2016年

10月 13日） 

27 「スーパー戦隊シリーズ、ドラゴンボール、ポケモン大集合！ マンガ・アニメでも勉

強するぞ！？」（子ども大学さやま、武蔵野学院大学、2016年 10月 15日） 

28 「今、ポップカルチャーが熱い！―otaku, kawaii, emoji も英語に！キャラクターだらけ

の日本！」（特別講義、明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツ

ーリズム学科 ケーススタディ 中井延美ゼミ、2016年 10月 25日） 

29 「韓国のＫＢＳテレビ」（http://www.kbs.co.kr/1tv/sisa/goodinsight/）より“明見万里 オ

タク文化、社会の影響など”というタイトルで番組の取材。（2016年 11月 7日）（放

送は 2016年 11月 18日 22時から） 

30 「マンガ／アニメに見る日本文化とは」（「JENESYS2.0」香港・澳門高校生訪日団セ

ミナー、公益財団法人日中友好会館、日中友好会館大ホール、2016年 12月 14日） 

31 「ポップカルチャーの行方―日本から発信する魅力―」（比較文化史学会、国士舘大学、

2016年 12月 17日） 

32 「ポップカルチャー・パワーは日本の魅力」（武蔵野学院大学 模擬授業［埼玉県立越

生高等学校］、2017年 1月 26日） 

33  「オタク○ポップカルチャーってなんですか？」（『スカパー！月刊ザテレビジョンプレ

ミアム光』（Vol.131, KADOKAWA, 2017年 2月 24日発行、p.9）に対する取材と使

用の提供。   

34  「オタク○ポップカルチャーってなんですか？」（『月刊大ザテレビジョンプレミアム』

（第 12巻第 4号通 129号, KADOKAWA, 2017年 2月 24日発行、p.9）に対する取材  

と使用の提供。（上記と同文） 

35  「世界もびっくり！日本のキャラクター・パワー」（武蔵野学院大学 模擬授業[東京都

立拝島高等学校]、2017年 3月 16日） 

36 「ポップカルチャーで英語語彙アップ！」（武蔵野学院大学 模擬授業[埼玉県立ふじみ

野高等学校]、2017年 6月 22日） 

37 「世界もびっくり、ニッポンのポップカルチャー」（武蔵野学院大学・武蔵野短期大学

コレボレーション講座、2017年 6月 24日） 

38 「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて～日本のポップ・パワー」（武蔵

野学院大学 模擬授業［東京都立小平西高等学校、2017年 7月 14日］） 

39 「スーパー戦隊、ドラゴンボール、ポケモンで勉強!?」（ＮＰＯ法人子ども大学かわごえ、

会場：東京国際大学第１キャンパス 3号館 314教室、2017年 11月 25日） 

 

おもな授業担当 

「国際文化交流」（武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部国際コミュニケーション学科、

2004年度～現在に至る） 

「ポップカルチャー論」「（武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部国際コミュニケーシ

ョン学科、2013年度～現在に至る） 

「国際文化交流特殊講義」（武蔵野学院大学大学院国際コミュニケーション研究科国際コミュ

ニケーション専攻博士前期課程、2007年度～現在に至る） 

http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen87.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen88.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen89.pdf
http://www.econfn.com/ssk/kouen/kouen91.pdf
http://www.cuk.or.jp/schedule.html
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「国際文化交流特殊演習」（武蔵野学院大学大学院国際コミュニケーション研究科国際コミュ

ニケーション専攻修士課程、2007年度～2012年度） 

「国際文化交流特殊研究」（武蔵野学院大学大学院国際コミュニケーション研究科日中コミュ

ニケーション専攻博士後期課程、2012年度～現在に至る） 

 

 なお、上記以外のものについてはＨＰ「佐々木隆研究室」(http://www.econfn.com/ssk/)で

公開しているのでご覧戴きたい。 

 

このテキストはこの教員免許状更新講習用に作成されたものですが、資料や年表はここ数年、

学会等で発表したものにさらに情報を加えた。また、全体的には武蔵野学院大学国際コミュニ

ケーション学部の専門科目「ポップカルチャー論」で学生に配布している教材等を再編成した

ものベースになっている。なお、HP「佐々木隆研究室」には 9月頃までは掲載しますが、そ

の後は削除致します。 

 

 

外務省「JENESYS2.0」 

2014年以降外務省の「JENESYS2.0」に協力し、公益財団法人日中友好会館や公益財団法人

日韓文化交流基金での講師等を務めている。「JENESYS2.0」とは以下の通り。 

 

事業目的 

 2013年 1月 18日、インドネシア訪問中の安倍総理は、2007年から実施した JENESYSの

後継として、3万人規模で、アジア大洋州諸国及び地域との間で青少年交流事「JENESYS2.0」

を実施することを発表しました。本件事業は、日本経済の再生に向けて、我が国に対する潜在

的な関心を増進させ、訪日外国人の増加を図るとともに、クールジャパンを含めた我が国の強

みや魅力等の日本ブランド、日本的な「価値」への国際理解を増進させることを目指していま

す。 

「外務省」http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000069.html（2016年 3月 31日アク 

セス）より 

 

 

子ども大学 

2013度からは子ども大学さやま、子ども大学かわごえで小学生 4～6年生を対象にした講義

も行っています。（毎回コスプレで講義行っています） 

 

   

2014年 1月 18日 さやま    2016年 10月 15日 さやま   2017年 11月 25日 かわごえ 

http://www/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000003307.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000003307.pdf
http://www.jcfc.or.jp/section#exchange
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000003307.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page3_000069.html
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教員免許状更新講習[国際理解]  

文化から見る国際社会の理解 

～文化外交／クール・ジャパン／2020東京オリンピック＆パラリンピック～ 

（平 30－30170－503703号） 
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