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新しい社会をつくるためのことばの教育［書評］
三代純平，米徳信一（編） 

『産学連携でつくる多文化共生―カシオとムサビがデザインする日本語教育』

本間 祥子 *
（日本大学）

概要

本稿は，三代純平，米徳信一（編）『産学連携でつくる多文化共生―カシオとムサビが

デザインする日本語教育』（2021年，くろしお出版）の書評である。本書は，カシオ計

算機株式会社（カシオ）と武蔵野美術大学（ムサビ）による3年間の産学共同プロジェ

クトの歩みをまとめたものである。本稿では，日本語教育を専門とし，これまで国内

外の教育現場で実践研究をおこなってきた評者の立場から本書の概要を紹介し，その

成果と課題について述べる。本書で描かれる一連のプロジェクトをとおして，産学連

携の新しいかたち，そして，日本語教育実践の新たな可能性が提示されている。

キーワード：産学共同プロジェクト，言語教育，実践研究

Copyright © 2021 by Association for Language and Cultural Education

1．産学で取り組むことばの教育

本書（三代，米徳，2021）は，カシオ計算機株式会

社（以下，カシオ）と武蔵野美術大学（以下，ムサ

ビ）による3年間の産学共同プロジェクトの歩みを

まとめたものである。このプロジェクトは，編者の

三代純平氏が担当するムサビの上級日本語クラスに

おいて，2017年度から2019年度までに実践された1。

このプロジェクトの目的は，留学生，日本人学生，

教員，企業，そして社会全体が学び合いながら「多

* 現，千葉大学。Eメール：shomma@chiba-u.jp

1 なお，本プロジェクトは2020年度以降のコロナ禍に
おいてもかたちを変えて継続している。
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文化共生とは何か」「多文化化する社会において私た

ちにできることは何か」を考えていくことである。

本書で描かれる一連のプロジェクトをとおして，産

学連携の新しいかたち，そして日本語教育実践の新

たな可能性が提示されている。

評者は，日本語教育を専門とし，国内外のさまざ

まな教育現場で実践研究をおこなってきた。そのよ

うな評者の立場から，本稿では，本書の概要をまと

めたうえで，その成果と課題について述べていきた

い。
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2．本書の概要

2．1．プロジェクトの概要

このカシオとムサビによるプロジェクトは，手探

りでスタートした1年目を経て，2年目からは「にっ

ぽん多文化共生発信プロジェクト」と名づけられ

た。まずは，このプロジェクトの枠組みについてふ

れておきたい。このプロジェクトの特徴は，産学が

協働して多文化共生に向き合い，その新しい価値を

デザインしようとする点にある。具体的には，ムサ

ビの上級日本語クラスを受講する学生たち（留学生

と日本人学生）がチームでやりとりを重ねながら，

日本留学の魅力を伝える CM制作（1年目）や多文

化共生を発信するドキュメンタリー制作（2年目以

降）に取り組んでいる。そこに，カシオの社員たち

がアドバイザーやコメンテーター（1年目），メン

ター（2年目以降）となって関わっているという構図

である。プロジェクトでは，参加メンバーたちが実

際に取材に出かけ，議論しながらチームとしてひと

つの映像作品をつくり上げていく。また授業のなか

では，アカデミック・スキルを学んだり，多文化共

生について考えるワークショップがおこなわれたり

とさまざまな学びの仕掛けが施されている。さらに

特徴的なのは，一連のプロジェクトの様子が，編者

の一人が担当するゼミで映像を学ぶ学生たちによっ

てドキュメンタリーとして記録されているというこ

とである。これにより，プロジェクトの学びのプロ

セスが記録され，映像を観た者がそのプロセスを追

体験できるよう工夫されている。そして最後に，こ

れらの映像作品は，カシオの社員や日本語教育関係

者らを招いての成果発表会で上映される。なお，学

生たちの映像作品は本書掲載の QRコードから視聴

することができ，作品のコンセプトやみどころを知

ることができる。

2．2．各章の概要

本書は全7章で構成されている。まず第1章では，

カシオとムサビがどのように出会ったのか，そし

て，日本語教育を専門とする三代と映像デザインを

専門とする米徳がどのような経緯でタッグを組んだ

のかが説明される。そのうえで，なぜ多文化共生な

のか，なぜこのプロジェクトを日本語教育の一環と

しておこなうのかといった編者の考えが述べられ

る。このプロジェクトの背景には，学習を社会的実

践への参加のプロセスから捉えようとする「正統的

周辺参加」（レイヴ，ウェンガー，1991/1993），そし

て，それを批判的に発展させた「マルチリテラシー

ズ」「越境による学習」といった考え方がある。この

ような学習理論を整理したうえで，「このプロジェ

クトは，多様な社会参加を通じてことばを学び，そ

こでの学びから新しいコミュニケーションをつくり

だしていくということばの教育」（p. 18）であるとい

う編者らの考え方が提示されている。

第2章から第4章では3年間のプロジェクトの歩

みが紹介される。プロジェクトが始動した2017年度

は，学生たちが「教室という社会＝コミュニティを

どうデザインし，そこで学生たちが互いにどう学び

合うか」（pp. 31-32）を念頭に CM制作の活動が展開

された。この CMは，カシオの日本語学習電子辞書

のプロモーションを目的としており，日本留学や日

本語学習に興味をもってもらおうというコンセプト

で制作された。

1年目の成果と課題をふまえ，翌2018年度には

「にっぽん多文化共生発信プロジェクト」という名

称でプロジェクトが再スタートすることになる。前

年までとは異なり，多文化社会を支える活動や人を

取材し，ドキュメンタリー映像として発信するとい

う取り組みがおこなわれることになった。また大き

な変更点として，カシオ製品のプロモーションとい

う枠組みがなくなったということがある。そのた
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め，編者らが産学共同プロジェクトのかたちと意義

を問い直していったのが，この2年目であった。

3年目となる2019年度は，前年の課題として浮か

び上がってきた「言語化」をテーマとしてプロジェ

クトが進められた。学生たちはプロジェクトをとお

して，多文化共生社会を生きるためのコミュニケー

ションを自分なりに探究していく。その経験的な学

びのプロセスにおいて重要なのが，自分の体験を振

り返り言語化して自分の人生のなかに位置づけてい

くことであるという。そのために，「体験とふりかえ

り＝言語化」（p. 108）が欠かせない。よって，この3

年目のプロジェクトでは学生たちが自分たちの見た

ものや考えたことを言語化するための仕掛けが取り

入れられた。結果としてこの3年目には，言語教育

としての産学共同プロジェクトの可能性が見えてき

たのであった。

以上が，カシオとムサビによる3年間の歩みの概

要である。なお，各章の最後にはプロジェクトに参

加した学生とカシオの社員らによる語りが掲載され

ており，それぞれがどのような思いで活動していた

のかを多角的に知ることができる。

続く第5章では，別の角度からプロジェクトが考

察される。プロジェクトの中心である「映像」とい

うメディアとことばにはどのような関係があるのか

を紐解きながら，いかに学生たちが映像とことばの

間を行き来し，プロジェクトの映像デザインを進化

させてきたのかが説明されている。さらに，一連の

プロジェクトをドキュンタリーとして記録してきた

米徳ゼミの学生たちの取り組みについてもその意義

が述べられる。

第6章では，カシオの社員3名とムサビの教員で

ある編者ら2名による座談会が記述されている。お

互いがどのような思いで3年間のプロジェクトに関

わってきたのか，それぞれの立場からプロジェクト

の意義をどう考えているのかが語られる。ここでは

特に，カシオ側から見た産学連携の意味とその変化

に注目してほしい。

最後に第7章では，本書のまとめとしてプロジェ

クトの意義と今後の展望が述べられる。言語教育と

しての産学共同プロジェクトに取り組むということ

にはどのような意義があるのかが，社会参加と社会

のリデザイン，そしてそれを支える越境の観点から

整理されている。そのうえで，このようなことばの

教育のあり方が新しい社会をつくるために貢献でき

る可能性としてキャリア教育という観点からの説明

が加えられている。

以上が各章の概要である。

3．本書の意義と課題

3．1．本書の意義

以上をふまえ，本書の意義について述べる。まず

ひとつは，本書で描かれる一連のプロジェクトが産

学連携の新しいかたちを提示しているという点であ

る。本書で述べられているように，一般的に産学連

携とは理工系や経営系の教育機関でおこなわれるこ

とが多い。具体的には，大学と企業がお互いの研究

成果を用いて製品や技術を共同開発するようなもの

や人材育成を目的としたものなどがある。一方，本

書のプロジェクトでは多文化共生という答えのない

問題に産学で取り組んでいるという特徴がある。一

見すると企業にとっての参加の意義が見えにくいか

もしれないが，CSR（Corporate Social Responsibil-

ity：企業の社会的責任）や企業のブランディングと

いった点にその価値を見出すようになったという。

当初カシオにとってのプロジェクト参加の意義は商

品のプロモーションにあった。しかし，プロジェク

トへの関わりを通じてその価値づけが変容していっ

た点が興味深い。さらに，このプロジェクトは言語

教育における産学連携である。学生や社員を問わず

プロジェクトに参加するメンバーが実践コミュニ
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ティを形成し，ことばによるコミュニケーションを

通じてともに新しい社会をつくることをめざしてい

る。よって，そのプロセスそのものが，ひとつの多

文化共生のあり方を提案するものとなっているので

ある。このような点において，本書は企業側・大学

側の双方にとって産学連携の新しいあり方を提示し

た実践であるといえるだろう。

また，本書は日本語教育実践のあり方という点に

おいても新たな可能性を提示している。2．1．でも

述べたように，注目したいのは，プロジェクトがお

こなわれているムサビの日本語クラスでは留学生と

日本人学生がともに学んでいるという点である。一

般的に日本語教育とは，日本語を母語としない人々

へのことばの教育と考えられる。ゆえに，日本人学

生が日本語教育の対象となるケースはこれまで決し

て多くなかった。しかし，本書で描かれる実践では，

留学生，日本人学生，教員，企業，といったさまざ

まな人がことばをとおして学び合い新しいコミュニ

ケーションをつくり出そうとする。そのプロセスに

おいて，それぞれの立場からの学びがあり，変容が

ある。ことばの教育とは，言語能力の獲得だけをめ

ざすものではない。編者が述べるように，「日本語と

いうことばでコミュニケーションをとること，そし

てコミュニケーションを基盤に社会でよりよく生き

ていくことを支えるまでが，日本語教育の射程」（p. 

12）となる。このように考えると，留学生だけでは

なく，日本語を母語とする日本人に対しても日本語

教育をとおして育成していくべきことばの力がある

のだと考えられる。日本人学生やカシオの社員たち

の語りからは，プロジェクトをとおしてさまざまな

ことばの学びがあったことが見えてきた。このよう

な学びが，個々のよりよいコミュニケーションにつ

ながり，ひいては，多文化化する社会を生きていく

力につながっていくのではないだろうか。以上のよ

うに，本書の実践が従来の日本語教育観を超えて展

開されていく可能性を提示している点においても意

義があるといえる。

3．2．本書の課題

では，本書の課題となるのは何だろうか。編者や

カシオの社員らが今後の展望として述べているよう

に，このプロジェクトの成果をどのように社会に発

信していくのかという点で更なる展開が期待され

る。

もう一点，日本語教育を専門とする評者の立場か

ら今後の課題を述べたい。総括として編者が述べて

いるように，今回のプロジェクトでは学生が中心と

なって，カシオの社員や教員らが外に出かけて行

き，取材を通じてそこで生きる人々の声に耳を傾け

てきた。取材の場が，国籍や言語に関わらず，人々

の声が聴かれる文化的土壌となっていたのである。

相手に自分の声が聴かれることや，耳を傾けてもら

えることは「audibility」（Miller, 2003）と呼ばれる。

その人の audibilityが守られることは，たとえば言

語的マイノリティにとってのエンパワーメントにも

つながっている。なぜなら，目標言語話者（日本語

母語話者）と学習言語話者（日本語学習者）との間

には少なからず力関係や政治性が存在するからであ

る。プロジェクトの取材のなかでも学生たちが，外

国人であるがゆえの戸惑いを知ったり，自分自身が

言語的マイノリティとなった経験を振り返ったりし

ながら，自分にとっての多文化共生を考えていく姿

が見られた。では，プロジェクトを経験してこれか

ら社会に出ていく学生たちは，それぞれの置かれた

場に存在する力関係や政治性にどう向き合い，どの

ような行動をとっていくのだろうか。また，このプ

ロジェクトを知った私たちは一体何を考えていくべ

きなのか。このプロジェクトが発信されたその先に

は，今一度，自分自身の生活世界に引き戻し，その

なかで何ができるのかを個々が考えていくステップ

が必要なのではないかと考える。つまり，「私だった
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らどうする」を一人ひとりが考えていくということ

である。

以上のように，このプロジェクトが広く発信され

た先に見据えられているものが，今後どのように具

現化されていくのか，ということがこれからの課題

となるのではないだろうか。
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Language education for building a new society:

A Review of Sangaku renkei de tsukuru tabunka kyōsei: Kashio to Musabi ga dezain 
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collaboration: Japanese language education designed by Casio and Musashino Art 

University] Edited by Jumpei Miyo and Shinichi Yonetoku
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Abstract

This article is a review of the book Sangaku Renkei de Tsukuru Tabunka Kyōsei: Kashio to 

Musabi ga Dezain Suru Nihongo Kyōiku [“Building multicultural coexistence through indus-

try-academia collaboration: Japanese language education designed by Casio and Musashino 

Art University”] (Kurosio Publishers, 2021) edited by Jumpei Miyo and Shinichi Yonetoku. 

The book summarizes an industry-academia collaborative project carried out over a pe-

riod of three years by Casio Computer Company Limited (Casio) and Musashino Art Uni-

versity (MAU). This article provides an overview of the book and discusses its achieve-

ments and challenges. The discussion is from the perspective of a researcher specializing 

in Japanese language education who has conducted practical research on the educational 

scenarios in Japan and abroad. Through the series of projects it describes, this book pres-

ents new forms of industry-academia collaborations and new possibilities for implement-

ing Japanese language education.

Keywords: Industry-academia collaborative project, language education, practical research
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