
2021年度　教育研究活動報告書

１）教育

３）社会貢献

４）学内運営

１）教育

２）研究

３）社会貢献

所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名

田中真奈美 モチベーション行動科学部 教授 学位:Doctor of Education(University of San Francisco)

【1】あなたの今年度の本学での活動を以下の項目にしたがって文章でまとめてください。
［1-1］自己評価　①教育 ②研究 ③社会貢献 ④学内運営に沿って書いてください（1200字程度）

　2021年度は、遠隔授業と対面授業のハイブリッドとなった。2020年度のオンラインや遠隔授業の実践・経験を踏まえ、オンライ
ン授業は、zoomの活用による対面授業に近い形式での授業、ライブ授業とした。教育効果を高め、学生の知識・理解を深めるこ
とを心がけ、学生の学習スタイルに合わせた学習様式の充実を図り、、ディスカッション、講義、ワーク、ミニテストなどを取り入れ
る工夫をし、国際理解能力、コミュニケーション力、発言力、想像力を高めていけるように講義内容の工夫をした。また、ライブ授
業では、授業終了後に質問を受け付ける時間を設けた。ライブ授業・対面授業ともに、授業開始に前回の振り返りを行う時間を
設け、知識の定着を図った。

２）研究
　2015年に収集したデータを基にアメリカ社会での日系人の社会適応については、論文にまとめる作業を終え、「アメリカ・サン
フランシスコの日系人・日本人コミュニティの変容：サンフランシスコ・ジャパンタウンの変容からの考察」という題目で、東京未来
大学研究紀要第16号に採択された。パラオ出身の日本人の研究は、成果をまとめ、論文にまとめることができ、比較文化研究
146号に投稿し、採択された。
　また、2016年度に実施したライフワークテーマである、アメリカ長期滞在の女性達のパーソナリティーやアイデンティティの変化
を調査・収集したデータは、2021年に論文にまとめ、総合人間科学8号に投稿する予定である。
　「外国人の子どもの不就学問題」の研究は、東京未来大学特別研究助成に「外国人児童生徒のノンフォーマル教育選択と進
学―多民族社会米国・タイからの示唆」という研究題目で助成金を受け、研究を継続している。新型コロナウイルス感染拡大の
影響で、アメリカとタイへの視察は実施できなかったが、研究分担者と今までの研究結果についてのまとめを行い、2022年度に
向けた準備中である。
　帰国後に進めてきた在住外国人との共生の課題の研究は、群馬県、静岡県、岐阜県の視察を継続し、課題の分析を行ってい
く予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、十分に視察ができなかった。この研究テーマと関連して、科学
研究費助成事業・基盤研究（A)(一般)　「異言語環境下の子供達にどう学ばせるか：教科学習言語の「学びのデザイン」の国際
比較」の研究題目の研究分担者として、2021年度から2025年度まで参加することになった。外国につながりのある子どもの実情
を把握するため、岐阜県可児市（10月）と静岡県菊川市(12月)の視察を行った。

　NPO留学協会の理事として、2022年度に実施予定の留学効果に関するアンケート調査の準備をした。奨学金委員長として、
留学協会と相談しながら、留学のための奨学金の支援を継続し、有給インターンシップのコーディネーターとして、交流会イベン
トのサポートをした。合わせて、学校委員長として、学校との連携を深め、メルマガを配信し、ネットワーク構築を推進した。
　足立区の公契約等審議会委員会の委員、副会長として、適正な公契約のために尽力した。
　異文化コミュニケーション学会では、会計委員長として、学会の運営のために尽力した。多文化関係学会では、副会長として
学会運営を円滑に行った。
　2021年度は、3つの学会の年次大会の運営委員を務め、円滑な大会運営に尽力した。日本比較文化学会第43回年次大会（9
月19日開催　委員）、多文化関係学会第20回大会 （10月23日・24日開催　委員長）、異文化コミュニケーション学会第36回年次
大会（11月27・28日開催　会計担当）

　2021年度は、全学入試委員会の委員、学部入試委員会の委員長として、円滑な入試業務の実施のために、尽力した。大学の
業務が円滑に行われるよう努めた。
　また、学部の業務への参加、会議での建設的、積極的発言を行い、学内運営に協力した。

[1-2]今後の目標と計画　①教育 ②研究 ③社会貢献 ④学内運営に沿って書いてください(800字程度）

　2022年度は、従来の対面授業に戻ると思う。2021年度のzoomの活用による対面授業に近い形式でのライブ授業の経験を活
かし、計画を立てる予定である。教育効果を高め、学生の知識・理解を深めることを心がけ、学生の学習スタイルに合わせた学
習様式の充実を図り、対面授業の良さである授業内ディスカッションを充実させ、講義、ワーク、ミニテストなどを取り入れる工夫
をし、国際理解能力、コミュニケーション力、発言力、想像力を高めていけるように講義内容の工夫を実施していく。また、オフィ
スアワー以外に、ライブ授業の経験を活かし、授業後に質問を受けつける時間を設ける予定である。授業開始に前回の振り返り
を行う時間を設け、知識の定着を図るように工夫する予定である。

　「外国人の子どもの不就学問題」の研究は、共同研究者とともに、2022年度も研究を継続して検討していく。帰国後に進めてき
た在住外国人との共生の課題の研究は、群馬県、静岡県、岐阜県の視察を継続し、課題の分析を行っていく予定である。
　ライフワークテーマである、アメリカ長期滞在者のパーソナリティーやアイデンティティの変化の調査を継続するため、2022年度
は渡米し、現状の状況の情報収集や、聞き取り調査・研究を進めていく。

　NPO留学協会の理事として、留学効果に関するアンケート調査の準備を2022年度のむけて準備をしていく予定である。奨学
金委員長として、留学協会と相談しながら、留学のための奨学金の支援を継続し、交流会イベントの提案をし、サポートを実施し
ていく。合わせて、学校委員長として、学校との連携を深め、メルマガを配信し、ネットワーク構築を推進していく。
　足立区の公契約等審議会委員会の委員、副会長として、適正な公契約のために尽力する予定である。
　異文化コミュニケーション学会では、会計委員長として、学会の運営のために尽力する予定である。多文化関係学会では、副
会長として学会運営を円滑に行う予定である。



４）学内運営

分類 就任年月 退任年月
学会 2005
学会 2006
学会 2019.4
学会 2006 2018.3
学会 2006
学会 2008
学会 2009
学会 2009
学会 2017.4 2021.3
学会 2021.4
学会 2010
学会 2010.4
学会 2011
学会 2010
学会 2014.9
非 営 利 団
体

2007

非 営 利 団
体

2009.7

非 営 利 団
体

2015.9

非 営 利 団
体

2017.9

足立区 2016.4
足立区 2018.4

就任年月 退任年月

2019.4
2019.4

ビジネス英語(通) 

国際理解教育論(通）
異文化コミュニケーション(通)
教育カウンセリング（通・信) 
社会教育とシティズンシップ（通）
教育とアイデンティティ（通）
演習Ⅰ(通) 
演習Ⅱ(通) 

アメリカ学会 正会員
日本コミュニケーション学会 正会員
多文化関係学会 正会員

外国語教育メディア学会 正会員
異文化コミュニケーション学会 正会員
異文化コミュニケーション学会 会計委員長
日本語教育学会 正会員
異文化間教育学会 正会員

　2021年度は、所属委員会についてはまだ公表されていないが、円滑な入試業務の実施のために、尽力する予定である。大学
の業務が円滑に行われるよう努める予定である。
　また、学部の業務への参加、会議での建設的、積極的発言を行い、学内運営に協力する予定である。

紀要委員会英文校閲担当
日本比較教育学会 正会員
総合人間科学研究会 正会員

社会活動
機関名・企業等名 役職等名

公契約等審議会委員会
公契約等審議会委員会

留学協会
理事

留学協会
奨学金委員長

日本学習社会学会
日本学習社会学会 正会員

多文化関係学会 副会長
日本国際教育学会

留学協会
学校委員長

委員
副会長

委員

学内委員

正会員

言語学(通) 
英語Ⅰ(通) 
英語コミュニケーションⅠ(通) 

卒業研究(通)

リスニング(通) 

役職名
全学入試委員会

多文化関係学会 事務局長

【2】社会活動（学会、研究会、法人、自治体等）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　

モチベーション行動科学部入試委員会

担当授業科目

委員長

委員会

正会員

移住労働者と連帯する全国ネットワーク



分類 著者名
単著
共著
の別

発行又は
発表年月

発行所、発行雑誌又
は発表学会等の名

称

学術論文 田中真奈美 単独 2022.1
比較文化研究

No 146

学術論文 田中真奈美 単独 2022.3
東京未来大学研究

紀要
第16号

学術論文 田中真奈美 単独 2022.3
総合人間科学　第8

号

【3-1】著書・論文・社会活動（その他）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

著書、学術論文等
の名称

概要

サンフランシスコ・新一世の
異文化適応の課題　－　国
際結婚をした日本人女性

の事例からの考察　－

長期滞在者の国際結婚をし
た女性４人に半構造化面接
による聞き取り調査を実施し、
異文化適応、アイデンティ
ティやパーソナリティの変容
に焦点を当てておこなった。
次世代へ日本語と日本文化
を継承していきたいという思
い、日本人としての民族アイ
デンティティの意識の変化等
が、2007年と2015年の調査と
の共通点として明らかになっ
たが、日系人・日本人コミュニ
ティとの関わりは、変容してき
ていることがわかった。(査読
あり）p35-46

パラオ出身の日本人の民
族アイデンティティ

「パラオ出身の日本人の民族ア
イデンティティ」の特徴を明らか
にすることを目的とし、戦後の引
揚者の入植地のひとつである北
原尾でパラオ出身の日本人に聞
き取り調査を実施し、結果を分
析し、考察した。パラオ出身の日
本人の民族アイデンティティの
形成には、パラオに移住した
人々の元来持っていたパーソナ
リティやパラオや日本での環境
が影響している可能性が明らか
になった。また、パラオからの引
揚者の心の拠り所である「パラオ
出身」という民族アイデンティが
重要であること、コミュニティの結
束が継承されていることもわかっ
た(査読あり）
p83-94

アメリカ・サンフランシスコの
日系人・日本人コミュニティ
の変容：サンフランシスコ・
ジャパンタウンの変容から

の考察

サンフランシスコ・ジャパンタ
ウンの変容を明らかにするこ
とにより、アメリカ社会での日
系人・日本人の変容を明らか
にできると考え、日系人・日本
人コミュニティと関わりの深い
3人に半構造化面接による聞
き取り調査を行った。日系人・
日本人の生活の中心であっ
たジャパンタウンは、日系人
のアメリカ社会での社会的地
位の確立やICT技術の発展
等による環境の変化等から、
日系人・日本人コミュニティの
役割と共に変化した。3人の
語りから、サンフランシスコ・
ジャパンタウンと日系人・日本
人コミュニティの変容につい
て、その諸要因と今後のジャ
パンタウンの役割を考察し
た。(査読あり）p111-120



学会発表 田中真奈美 単独 2021.7
令和３年度 第１回国
際教育研究フォーラ

ム例会

学会発表 田中真奈美 単独 2021.10
多文化関係学会

第20回大会

学会発表 田中真奈美 単独 2021.11
異文化コミュニケー
ション学会　第36回

年次大会

その他 田中真奈美 単独 2021.8

日本学習社会学会
第18回研究大会

シンポジウム　「多文
化共生社会における
学校と地域の役割」

コメンテーター

分類 機関・財団等
代表
分担
の別

学外
日本学術振

興会

分担
（代表
所澤
潤）

学内
東京未来大

学
／

外国につながりのある子ど
もたちの教育支援を考える
－浜松市と菊川市の事例

から

浜松市と菊川市の外国につ
ながりのある子どもたちへの
教育支援の事例報告につい
て、集住と散住地区の課題と
今後の展望について、コメン
トした。

外国につながりのある児童
生徒の 教育の多様性

外国につながりのある子ども
の教育支援の課題につい
て、アメリカのサンフランシス
コ学校区にある日英バイリン
ガルの小学校と岐阜県可児
市の国際交流協会フレビア
の活動を事例として取り上
げ、外国につながりのある児
童・生徒に対する支援を考察
し、報告した。（口頭発表)

サンフランシスコ公立小学
校日英バイリンガルプログ
ラム(JBBP)のコロナ禍での

言語指導の取り組み

2020年1月頃から新型コロナ
ウイルスの感染が拡大したた
め、世界中でオンライン授業
に変更を余儀なくされた。本
発表では、コロナ禍の言語教
育の取り組みの例として、サ
ンフランシスコ学校区の公立
小学校Japanese Bilingual and
Bicultural Program（JBBP）に
おける日本語指導の事例を
紹介し、報告を行った。。（口
頭発表)　抄録集　p60-61

サンフランシスコベイエリア
の新一世の変容 －長期滞
在者への聞き取り調査の比

較からの考察－

サンフランシスコ近郊で、新
一世の特徴がどのように変化
しているのかを明らかにする
ことを目的に、2007年に実施
した60代以上の女性4人の長
期滞在者の調査と2016年に
実施した長期滞在の30代後
半から50代前半の日本人女
性4人を対象としたライフヒスト
リー方法による聞き取り調査
の比較を行った。共通点と相
異点を考察し、報告した。（口
頭発表)

機関・財団等

なし

【3-3】受賞・表彰

外国人児童生徒のノンフォーマ
ル教育選択と進学

―多民族社会米国・タイからの示
唆

200,000円
東京未来大学特別研究助

成

研究費名称 研究課題名

年　　　　月受賞者名（連名も含む） 名称

科学研究費助成事業
異言語環境下の子供達にどう学
ばせるか：教科学習言語の「学び

のデザイン」の国際比較
80,000円

採択金額　（円）

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度


