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研究成果の概要（和文）：この三年間のプロジェクトを通して、日本を訪れる外国人のための異文化学習オンラ
イン教材となるウェブサイトの作成を行ってきた。その作成にあたっては、まず福岡市内の小学校教師(1年生～
3年生担当)を対象に、彼等が自分達の児童に教訓的・道徳的価値観を学ばせるために読ませたい絵本は何かにつ
いて調査を行った。その結果を踏まえて選出した各絵本の概要をウェブサイトに載せ、その概要を通して日本文
化の一端を紹介している。このウェブサイトは、日本を訪れる外国人にとって日本人の生活に目的や意味、秩序
を与えている日本の中心的価値観とは何かを知る手がかりになるものと思われる。

研究成果の概要（英文）：This three-year project has resulted in the development of an online 
cultural learning resource for visitors to Japan.  It introduces aspects of Japanese culture through
 synopses of popular Japanese children's books favored by Fukuoka City elementary school teachers 
for their didactic quality and benefit.  The site draws special attention to core Japanese values 
that give purpose, meaning, and order to Japanese lives.
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１． 研究開始当初の背景 
筆者は九州大学にて長年日本文化につい

て教鞭をとってきた。2013 年にはそれを基
に、多様な異文化能力を身に付けたいと考え
ている短期滞在者向けに、日本の子供向け絵
本において描かれている子供が社会化する
過程で学ぶものを探ることの意義について
議論した論文1を発表した。そこでは、日本人
として一般的あるいは典型的なものとして
考えられる基準となる規範や目標といった
日本の文化的価値観の教訓的源となるもの
について分かりやすく魅力的に様々な視点
から提供している。また、彼等の文化化につ
いての役割を見るために筆者の担当するコ
ースにて短期留学生に課してきた絵本を分
析するという課題がある程度の成功を収め
ていると同時に、それらがこの研究プロジェ
クトの目的やデザインにひらめきを与える
ものとなった。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、実際の教育現場に立つ教

師が好んで選ぶ絵本は何かを調査すること
により、慣習的・規範的なものとして捉えら
れる日本らしさとは何かについて代表的な
ものを抽出し、より信頼性のあるものを収集
し、そうした日本の文化的価値観を学ぶため
に有効な文化学習のためのウェブサイトを
作成することである。さらに、日本らしさの
価値観として選出されたものは、現場の教師
によって選出された各絵本の概要を通して
記載され、繰り返し見ても飽きないような語
りやイラストを用いることとする。子供向け
絵本というのは単純な文章で想像的に描か
れることも多く、文化学習をしようとする成
人学習者にとってこうあるべきというモデ
ルを示すには必ずしも十分であるものとは
言えない。しかしながら、日本人にとって最
も重要な価値観に焦点を当てていると同時
に、それらについて子供達が捉えるべき方向
性についてどのように教えられているのか
がうまく示されている。 
 この研究は、最終的にはこれまでにない英
語でのオンライン教材を作り上げることで、
日本の生活様式に対する気づきや理解を深
めることに貢献するものである。 
 
３．研究の方法 
このプロジェクトは、3 年という期間の中

で 3 段階のステージを踏んでいる。 
第 1 段階においては(平成 26 年度)、福岡市

全域の 157 の小学校に勤務する 1 年生～3 年
生担当の教師を対象に調査を行い、彼等が子
供達の指導のために好んで使用したいと考
える絵本はどのような本かを特定した。さら

                                                  
1Pollack, Jordan I.  “Japanese Children’s Books 
as Intercultural Learning Resource,” 九州大学
留学生センター紀要，2013，第 21 号，101－116 

に、その調査では、筆者と筆者の研究助手と
で選出・作成した 69 の項目からなる日本的
価値観あるいは規範が示されたものを参考
として、それぞれの絵本が伝えようとしてい
る道徳的価値観とは何かを自由記述も含め
選択してもらった。24 校、144 名の教師から
得られた回答には、おおよそ 180 冊の絵本が
選出され、その中で複数名に選出された絵本
は 50 冊あまりであった。全ての回答を検討
し、ウェブサイトにおける絵本の概要等に有
効と考えられる範囲において分類し、データ
ベース化した。 
 第２段階では(平成 27 年度)、初年度に得ら
れた結果をもとに、40 冊の絵本を精査し、そ
の中から 25 冊を選出した。その選出にあた
っては、日本語初級学習者や初めて日本の文
化を学ぼうとする者にとって日本語でも読
みやすく入りやすいものという視点から選
んでいる。また、各絵本が文章やイラストに
おいて最も重要なものとして伝えようとし
ているものについて注意深く検討し、ウェブ
サイトに載せる各絵本の概要の中で中核と
すべき日本の文化的価値観をそれぞれ抽出
した。さらに、抽出された日本の文化的価値
観についての項目を精査し、絵本の概要とと
もに載せる価値観リストにおいて付加すべ
きものなどがある場合はその都度検討して
いった。最後に、アメリカの学会にてポスタ
ー発表を行うため、事前に各出版社に問い合
わせ絵本の表紙等の使用許可を得、5 冊の絵
本についてウェブサイトに基盤となるもの
を作成し載せた。   
第 3 段階(平成 28 年度)は、実際にウェブサ

イトの作成に取り掛かり始めた(軌道修正等
の必要性もあり現在も作成中である)。絵本の
分析や概要の作成は現在も続いているが、一
方でウェブサイトを学習目的として使用す
るための説明部分や日本的価値観の語彙を
挙げたリスト、絵本がどのようにして選出さ
れたのかなどについての大枠部分について
は既に作成されている。 

 
４．研究成果 
本プロジェクトの成果としては、日本を訪

れる外国人のために文化学習ができるよう
なオンライン教材が公開されている。下記の
写真から分かるように、最初のページには
「 Japanese Culture through Japanese 
Children’s Books」というタイトルが記され
ているが、それは福岡市の小学校教師が自身
のクラスで使うのであればという前提で選
んだ絵本の分析的要約によって抽出された
核となる価値観を発見したり尊重したりす
ることを促す狙いがあると同時に、それを益
のあるものとして啓発するものである。 
このサイトは次のようなものを含んでい

る。まず、文化について学ぶことの重要性や
その性質について理論的に説明している。次
に、特徴のある絵本として選出されたものが
どの 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ように選ばれたのかが考察されている。そし
て、選出された絵本において示されている日
本の文化を象徴するような価値観のリスト
が作成されている。さらに、各絵本の出版年
や作者などの情報とともに絵本の要約と絵
本が示す文化的価値観が載せられている。
り詳細に言えば、文化学習というものが慣習
的生活様式やパターン化された行動などの
様々な能力やそれらに効果的に適切に同調
する能力を獲得するものであるということ
が説明されている。慣習化された生活様式あ
るいは行動様式というのは、ある人間グルー
プを典型的なものとして特徴づけるだけで
なく、そのグループの一員として行動するた
めに導く制御的な役割を果たしている。それ
は、その文化においてそうした能力を身に付
けることが異文化において成功するために
は欠かせないものであるからである。そうし
た能力は、その文化において人々がどのよう
に考え感じているのかということを統括し
た核となる目標や規範価値観を学ぶことに
よって表れる。
先述の調査結果で示したように、現場の小

学校教師が子供達と共に最も読みたいと考
える絵本、それらはその価値観を教えるもの
として意義があり、それぞれの絵本によって
表される適切なものであると考え
の編集においては、調査結果から得られた全
ての本の中でも特にこれを学習素材として
学ぶにあたって理解しやすいような本を選
出している。文化的価値観リストの項目につ
いてはおおよそ
挙げられている。それらは、筆者と筆者の研
究助手とともに
たものである。その全てがそれぞれの絵本に
表れている価値観である。そこで生きるため
に文化的価値として長く必要とされると同
時に目指されるべきものと捉えられる価値
観がある。例えば、「和」
ある相互作用や一致した状態を
「幸せ」
間にある強い結びつき
ての価値観は、適切な倫理観や礼儀作法、態
度や形式など、行動規範としても尊重されて
いるものである。例えば、「自立」
かを成すこと、人に頼らず自力で行うこと
「誠実」
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