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Abstract 

 

This paper reports the results of course development in the “CAMPUS Asia” program of Okayama 

University. Implemented with the support of the governments of Japan, China, and Korea to 

promote inter-university exchange projects in East Asia, Okayama University, Jilin University, and 

Sungkyunkwan University have established an university consortium in order to create a 

cooperative and collaborative educational program, named “Program for Core Human Resources 

Development: For the Achievement of Common Good (Bonum Commune) and Re-evaluation of 

Classical Culture in East Asia” as one of the selected CAMPUS Asia pilot programs since 2011. 

Focusing on the case of developing a core co-curriculum, the Multi-lingual Seminar for the 

Common Good in East Asia, this paper explores the possibilities and challenges of establishing an 

educational system for Global Liberal Arts Education in East Asia from the empirical consideration 

of the students from the three universities consortium.    

  

 

1. はじめに：岡山大学キャンパス・アジアプログラム 

 

2011（平成23）年度、岡山大学は文科省補助事業「大学の世界展開力強化事業」（タイプA「キャ

ンパス・アジア」中核拠点形成支援）に採択され、中国の吉林大学、韓国の成均館大学校とのパート

ナーシップに基づき、平成27年度までの5年間、日中韓の大学によるトライアングル交流事業を実施

してきた。キャンパス・アジア事業は、2009年10月に開催された第2回日中韓サミットでの合意を踏

まえ、教育分野における日中韓の協同プログラムとして2011年に発足した、日中韓の政府が推進する
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大学間交流・連携のための支援事業である。タイプA「キャンパス・アジア」中核拠点形成支援に

は、タイプA-I（日中韓のトライアングル交流事業）およびA-II（中国、韓国あるいは東南アジア諸

国連合（ASEAN）の国々における大学等との交流プログラムを実施する事業）の2種類があり、合計

13事業が採択されている。タイプA-Iに採択された岡山大学のキャンパス・アジア事業は、「東アジア

の共通善を追求する深い教養に裏打ちされた中核的人材育成プログラム」という名称のものであり、

日中韓の三大学が協力し、東アジアに共通する価値観の形成と次世代の中核人材育成に取り組んでい

る。 

岡山大学キャンパス・アジア事業は、その名称のとおり、東アジアの「共通善」の実現を理念と

している。「共通善」とは「個人の利益と共同社会の共通利益の同時的追及」を意味する言葉であ

り、東アジア地域に住む人々の共通の利益を図ることを実現する人材を育成することがプログラムの

目標である（荒木 2014：10）。日中韓の大学が連携し共同教育プログラムの開発を進めることによ

り、三国間の学生の活発な交流と多言語を用いた協働学習が可能となっている。学生の高度なモビリ

ティを実現しているのは、長期派遣留学、短期派遣留学をはじめ、ナノバイオ系サマースクール・オ

ータムスクール、留学体験ワークショップ等、全学体制で取り組む多様な派遣学習プログラムであ

る。また、共同教育開発の特徴的取組として、日中韓の三国共通教科書の編纂や、「地域をキャンパ

スに」をコンセプトとした地域社会に根差したCBL（Community Based Learning）型授業やPBL

（Problem Based Learning）型授業、さらに、先駆的取組として多言語を用いたアクティブラーニング

型授業の開発を行ってきた。具体的な人材育成像として、国際的な視野を持ちながら、同時に地域の

文化に精通し、そして深い伝統的な教養をもった「アジアンクラット」（アジアの共通善に資する地

域行政、民間組織の指導者）、地域医療をリードする医療人、技術開発、生産、販売のすべての面で

三国の協業をリードできる企業中堅幹部候補、また環境、エネルギー、循環型社会の構築など、現代

社会が抱える問題解決に向けてリーダーシップを発揮する人材の輩出を目指している。 

2015年3月14日に岡山大学で開催された日本国際教養学会第４回全国大会において、「岡山大学CA

プログラムセッション―共通善の実現と東アジア型グローバル教養教育」が企画・実施された。セ

ッションでは、岡山大学キャンパス・アジアプログラムの提供する科目や長期派遣留学に参加した学

生による成果報告をもとに、高等教育における東アジア型グローバル教養教育のモデル構築に向け

て、その可能性と課題について検討した。本稿では、セッションの内容をふまえ、岡山大学キャンパ

ス・アジアプログラムの教育開発および人材育成の取り組みについて報告する。 

 

2．日本における高等教育の国際化に関する動向  

 

大学の国際化は、日本の高等教育における主要な課題とされてきた。従来の方針では、海外から

の留学生の受入れ、つまり留学生政策の施行によって、日本の高等教育を国際化することが目指され

てきた。日本政府の施策として、中曽根政権時の1983年に「留学生10万人計画」が策定され、留学生

の受入れの拡充に向けた取り組みにより、2003年にその目標が達成された（五十嵐 2015：12）。

1980年代に始まった留学生政策により、2000年代以降、留学生の受入れ数は顕著に増加しているが、

2008年には新たに「留学生30万人計画」が開始され、留学生受入れを促進するための取り組みが継続

している。教育の現場となる大学では、1990年代より留学生センター等の受入担当組織の設置や専門
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教職員の配置、さらに留学生宿舎の整備などが行われ、高等教育の国際化における主たる対象である

留学生の生活・教育環境の整備が進められてきた。 

留学生政策により留学生の受入れ促進が増加する中、大学審議会（平成12年11 月22日）は「グロ

ーバル時代に求められる高等教育の在り方」について審議を行い、高等教育機関が目指すべき改革の

方向として、「グローバル化時代を担う人材の質の向上に向けた教育の充実」、および「グローバル化

時代に求められる教養を重視した教育の改善充実」を挙げている（文部科学省 2000）。グローバル化

の進展に伴い価値観が多様化する中、世界の人々と共生し、地球社会の一員として活躍する人材にな

るために必要な教養を身につけるための新たな教養教育の在り方を考慮した教育を推進していくとい

う方針である。「グローバル人材」という言葉が初めて日本経済聞紙面に登場したのは1999年のこと

であるが、2000年代後半に「グローバル人材の育成」が話題となり、その育成の場が大学であると論

じられるようになった（吉田 2015：206）。 

このような状況のもと、2009 年には文部科学省が「国際化拠点整備事業（大学の国際化のための

ネットワーク形成事業）」（グローバル30）を公募し、重点的に国際化を推進すべき拠点として13の

大学を選定した。この事業は、2008年の「留学生30万人計画」に基づき、留学生の数を増やす手段と

して英語による講義を行うプログラムの開設や英語のみで学位を取得できるコースの新設を支援する

ものであった（北村 2012：244-246）。さらに、文部科学省は上述のとおり、2011 年に「大学の世

界展開力強化事業」（タイプA「キャンパス・アジア」中核拠点形成支援、およびタイプB「米国等と

の協働教育の創生支援」）、2012年に「グローバル人材育成推進事業」、2014年に「スーパーグローバ

ル大学創生支援」（タイプA「トップ型」、およびタイプB「グローバル化牽引型」）等の事業を実施し

てきた。留学生政策としての「国際化拠点整備事業」（グローバル30）以降、留学生の受入れ促進と

いう政策目標と対になる形で、「グローバル人材」を育成するための事業や、日本からの海外留学倍

増を目指した留学支援制度（例えば、日本学生支援機構の「留学生交流支援制度（長期派遣）」）、さ

らに「スーパーグローバル大学創生支援」といった、日本人の若者を「外に出そう」とする施策群が

後発で展開している（五十嵐 2015：12）。 

これまでの政府主導の留学生政策にみられる教育プログラムの英語化に関しては、国際化イコー

ル英語という紋切り型のアプローチにとらわれているのではないかという指摘がある（北村 2012：

245-246）。日本の大学は、政府主導の競争的な認定制度や助成金制度に取り込まれ、留学の促進や義

務化、講義の英語化といった改革を、文字どおり「競うように」進めている現状にある（加藤 

2016：179-180）。しかしながら、グローバル人材を求める企業側は、グローバル人材の最大の要素と

されている語学力の育成のために大学が設置を進める英語による授業や海外留学プログラムの必要性

を感じておらず、企業と大学との間にはグローバル人材の育成に関する温度差があるという指摘もあ

る（吉田 2015： 219）。グローバル人材の育成の現場として大学がどのような教育を提供するのか、

言語や人材育成の問題など、日本の大学は様々な課題に直面している。 

大学の国際化の形態として近年新たに注目されているのは、海外大学と共同・連携して教育を提

供する「共同プログラム」であり、日本政府は「大学の世界展開力強化事業」として政策的支援を行

っている（大学評価・学位授与機構 2014：54）。「大学の世界展開力強化事業」であるキャンパス・

アジア事業は、留学生受入れと日本人の派遣留学の促進による双方向の学生交流の支援により、東ア

ジアやASEANの国々との連携を強化することに特化している。アジアの高等教育市場の国際化が、
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アジア域外の大学との交流強化とアジア域内の連携強化という二つの異なるベクトルで進められるな

か、国際語としての英語を重視すると同時に、東北アジアの漢字文化圏のネットワークを強化するこ

とも重要である（北村 2012：254-257）。さらには、アジアの大学がアジアの人材を育てるという考

え方、アジアとしての一体化やアジアとして解決していかければいけない課題に“アジア人”として目

が向くような人材を育成すること、すなわちリージョナルな人材の育成もまた、日本の大学にとって

需要な課題である（黒田ら 2012：280-281）。 

高等教育機関が目指すべき改革の方向として、グローバル人材の育成に取り組んできた日本の大

学が、教育の英語化や留学生の受入と派遣により学生のモビリティの向上に努めることだけではな

く、「グローバル化時代に求められる教養を重視した教育の改善充実」について、何を、どのように

取り組む必要があるのか、教養教育の内容が問われている。苅部直（2007）は、「戦後に「一般教

養」の教育が大学の任務と定められたさい、立案者が主眼としていたのが「政治的教養」であったこ

とは、あまり知られていない」と述べているが、教養の中身が時代とともに移りゆくのであれば、現

代の高等教育の現場からみて必要となる教養とは何かについて検討を重ね、その中身にあった教養教

育を提案することが、教育の現場である大学に求められている。 

 

3. 「東アジア型グローバル教養教育」のためのプログラム開発 

 

岡山大学キャンパス・アジア事業は、パートナー大学である中国の吉林大学、韓国の成均館大学校

とともに、それぞれのもつ研究・教育のつよみを生かした共同教育プログラムの開発を行ってきた。

人文社会科学、自然科学、医歯薬学の全学体制で交流事業を行う岡山大学に対し、吉林大学は新設さ

れた公共外交学院を中心とした交流事業、成均館大学校は文科大学を中心とした東アジアの古典学に

焦点を当てた交流事業を実施している点がその特徴といえる。 

岡山大学では、東アジアの共通善の実現に向けた教育の充実のために、2014年度より必修科目「共

通善教育多言語セミナー」の科目開発に取り組んできた。本科目は、中国、韓国からの留学生と日本

人学生のアクティブラーニングを目的しており、特定の言語に設定せず、多言語、すなわち日本語、

中国語、韓国語、英語のいずれかを使用して授業を行うものである。現地語学習を重視してきた岡山

大学キャンパス・アジアプログラムにとって、マルチリンガル教育の拡充は特徴的取組のひとつにか

ぞえられ、2014年 11月 27日に独立行政法人大学評価・学位授与機構が主催したNIAD-UEシンポジ

ウム「国際共同教育プログラムの質保証：日中韓の連携による教育の質モニタリングを通して見えて

きたことは」、2016年 1月 23日に岡山大学が主催した「大学の世界展開力強化事業キャンパス・アジ

ア成果報告国際シンポジウム」等において、その成果が報告された。 

本科目開発は、まず人文社会科学の分野において進められた。2014年度前期に実施した「まちなか

キャンパス」や「リージョナル・カンファレンス」などの地域社会をテーマとした PBL/CBL型ワーク

ショップにおいて、日中韓の言語を使い議論を行う多言語セミナーを段階的に導入し科目開発を検討

してきた。2014年度後期には、マルチリンガル教育の拡充のための新たな試みとして、オムニバス形

式の教養教育科目「共通善教育多言語セミナー」を開設し、文理融合型の多言語セミナーとして発展

させた。授業では、これまでキャンパス・アジアプログラムで教育を受けた学生たちや、長期留学を

終え帰国してきた学生が、キャンパス・アジアで受け入れた中国、韓国からの留学生とともに、現代
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における日中韓の社会文化や医療、科学技術に関する内容について、ディスカッションやプレゼンテ

ーションに重点をおいた協働学習を多言語で行った。 

本科目の内容は、東アジアの教養について人文社会科学、自然科学、医歯薬学の分野から検討した。

人文社会科学のテーマに限定せず、自然科学系や医歯薬学系の教員もそれぞれの専門分野において日

中韓が共有する問題や共通の課題を取り上げた。全 15回の授業のうち、9回をオムニバス形式の講義

および議論に当て、6 回分の授業のなかでグループ研究と最終プレゼンテーションおよび議論を実施

した。9回の講義では、各講師が専門分野から東アジアの教養となる内容と課題を提供し（40～50分）、

課題について各グループがープの代表によるプレゼンテーションを行い（10 分）、講師によるコメン

トで授業を総括した（5分）。オムニバス講義の内容は、法・哲学から「東アジアの共通善」、経済学か

ら「東アジア経済」、言語学から「漢字文化圏」、歴史学から「歴史教育」、国際関係から「日中韓関係

史」、文化人類学から「異文化理解」、医歯薬学から「歯科治療の日中韓比較」と「生殖医療」、化学か

ら「自然科学教育」を扱った。また、2015年度後期には、地域社会からゲストスピーカーを招き、「地

域の共生と共通善」について NPO法人「吉備野工房ちみち」の取り組みから学んだ。学生は、日中韓

に共通する様々なテーマや課題について基礎的な知識を習得し、問題の核心と解決について自分の意

見を述べる訓練をした。また、東アジアに関する相互理解を深めると同時にどのような解決が可能か

について柔軟に思考し議論する力を身に付けた。グループ研究および最終プレゼンテーションのテー

マは、「日中韓の歴史認識」、「東アジアの平和概念」、「日中韓の道徳教育の比較」、「領土問題」、「慰安

婦問題」、「日中韓の新聞報道と世論形成」など多岐にわたった。 

科目開設初年度である 2014年度後期の本科目の主たる履修者は、キャンパス・アジアプログラムの

長期派遣留学に参加した日中韓の学生（20名程度）であった。2015 年度には、前期は「共通善教育多

言語セミナー1」、後期は「共通善教育多言語セミナー2」として開設し、合計約 80名の学生が本科目

を履修した。本科目開発の過程で、学部 1年生、中国、韓国への留学が未経験の学生、さらに理系学

生の履修が増加したことは、学生の東アジアへの関心が拡大したことを意味し、全学体制で運営する

岡山大学キャンパス・アジアプログラムの教養教育としての内容の充実を示す成果であったといえる。

日中韓の言語（あるいは共通言語としての英語）を使い議論を行う多言語セミナーの開発は、全学に

開かれた文理融合の「東アジア型グローバル教養教育」の確立の基盤となった。 

日本国際教養学会第４回全国大会における「岡山大学 CAプログラムセッション―共通善の実現と

東アジア型グローバル教養教育」では、岡山大学キャンパス・アジアプログラムが実施する日中韓の

共同教育の成果として、留学を通じた共同学習が東アジアの共通善の実現に向けてどのような意義を

持つのかを学生の経験から検証することを目的とした。冒頭に趣旨説明を行い、続いて 3組（大西、

金・徳永、木村・時）の学生発表ののち、質疑応答の時間を設けた。以下、3組の学生発表の内容を紹

介する。 

 

3.1 長期派遣留学の事例：「留学で培う教養力」 

 

岡山大学文学部の大西彩奈は、キャンパス・アジアプログラム 2014年度長期派遣生として、2013年

2 月末より一年間、韓国の成均館大学校に留学した。一年間の長期派遣留学の経験とその成果を振り

返り、教養教育としての留学の意義および留学を通じて身に付いた教養の中身、さらに長期派遣留学
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を通じた東アジアの教養教育の在り方について検討し、「留学で培う教養力」という題目の発表を行っ

た。以下が、発表の概要である。 

留学で培う教養力：岡山大学キャンパス・アジアプログラムの基礎理念である「東アジア

の共通善」に関しては、「固有文化」の側面に注目した。留学中には、ソウルにある古宮や博

物館に足を運び、実際に韓国文化を体感できた。東アジアの宮殿というのは一見似ているよ

うにみえるが、デザイン、機能、建築のもととなった独自の思想が存在し、建築物ひとつに

しても、日本と韓国の差異を知るのは非常に興味深かった。また、長期休暇には、地方を旅

行した。ソウルの外に出れば、地方ごとの特徴があり、様々な韓国文化を知ることができた。

ソウルの中に留まり、ソウルの街を知ったとしても、それは韓国の一部にすぎない。地方都

市に行けば、ソウルとは全く違う風景が広がっている。例えば、済州島のあちらこちらには、

他の地方にはない「トルハルバン」という石像があり、これは街の入口などに立てられ守護

神と呪術的な宗教機能を兼ね備えている。固有文化を学ぶということは、東アジアのお互い

の理解を深める第一歩であり、共存する相手に関して知っておくべき教養の基礎である。自

分が体験し、学んだ韓国の固有文化の素晴らしさを、自分の言葉で広く伝えることもまた必

要であると感じた。 

留学中は、韓国語に加え、韓国の文化、東アジアの古典・近代文学を学んだ。専攻が決ま

る前の段階で留学に行けたことで、分野にとらわれない幅広い学習に取り組むことができた。

留学後期には、英語で開講されている心理学のオンライン授業を受講した。韓国で心理学を

学んで一番意味があったと思うのは、日本語に頼らず、自分の外国語能力で学習を進めてい

くことに挑戦できたことである。英語で論文を読む力を培ったことは、次の目標である大学

院進学へのステップとなった。 

岡山大学での１年間と、韓国留学での１年間、合わせて 2年間の教養教育により、基礎的

な教養を身に付けることができた。韓国への留学を通して「共通善」としての固有文化を学

び、異文化を持つ人とお互いの文化を理解しあうことが相手との距離を縮めることを知った。

相互理解を深めるためには、人と関わることが重要であり、語学力の向上により幅広い人間

関係の構築が可能となる。また、現地での生活を通して、先入観にとらわれない幅広い視点

から教養力を培うことで、今後の専門科目の学習も豊かなものになると考える。 

発表者の留学先である成均館大学校は、キャンパス・アジア事業の教育に関して、日中韓の現代的

課題に対し具体的かつ専門的に回答していくとうよりも、東アジア全体を視野に入れた視点を提示す

るために、古典に焦点を当てている。発表者は、学部での専攻が決定する前に留学し、韓国語の習得

だけではなく、古典を学ぶことによって東アジアの教養を深めることが相互理解につながることを留

学中の学習と経験から理解した。また、関心のある専門分野の科目を英語で学ぶことにより、留学期

間に 2つの言語能力を向上させ、自らの今後の学びの方向性も明確化し、教養教育中心の長期派遣留

学の意義を見出している。 

 

3.2 教養教育科目開発の事例1：「共通善からみる平和とは」 

 

岡山大学教育学部の徳永百合（キャンパス・アジアプログラム 2012年度中韓留学体験ワークショ
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ップ派遣生および 2013年度成均館大学校長期派遣生）と、成均館大学校儒学大学東洋哲学科博士課

程に在籍する金東夙（2014年度長期派遣生として 10月から 2015年 9月末までの一年間、岡山大学

大学院社会文化研究科に留学）は、「共通善からみる平和とは」という題目の発表を行った。発表者

は、共通の利益すなわち「共通善」となる平和の概念を取り上げ、日韓における平和の概念の比較を

通じて、漢字文化圏としての東アジアの人々が共生するために必要な教養・知識について検討した。

以下が、発表の概要である。 

共通善からみる平和とは：日中韓三国は「漢字」という文明を共有し、「漢字文化圏」を

形成した。現代においても東アジアには共通の単語が多いが、国によって漢字語の概念は

完全には一致しない。このような点を見過ごせば、相互理解をする際に誤解が生じる可能

性がある。そこで、漢字文化圏において元来共有していた漢字語を再び相互理解の有効な

手段とできないかと考え、「共通善から見る平和とは」というテーマのもと、東アジアの共

通善である漢字の中でも、特に明治時代に作られた翻訳語である「平和」という漢字語を

例にその可能性について検討した。 

「平和」という漢字語をみることのできる最も古い資料である『左伝』には、「平和」は

音楽の旋律が調和しているという意味で使われている。その後、中世から現代にかけてそ

の意味に変化がみられたが、両者の共通点として、現在でも「平和」という漢字語の中に

は『左伝』の中での「調和」というニュアンスが残っていることがわかる。明治時代に

「peace」という外来語が伝わり、漢字文化圏である日韓が持っていた「調和」というニュ

アンスに近い「平和」の概念は、 西洋の「peace」という概念が入ったことで「戦争がな

い」という具体的な状態の意味に拡張したと考えられる。現在の日韓の「平和」の意味に

は大きな相違がない上、一般的に思い浮かべる平和に対するイメージとして「青い空を飛

ぶ鳩」があり、両者の平和の概念の共通認識が指摘できる。 

また、憲法における平和について日本と韓国とを比較すると、日本国憲法の中では、「peace」

の概念が強く反映されており、「平和」が戦争の対義語的な意味で使用されているのに対し、

韓国の憲法では、「平和的統一」という単語が多く使用され、北朝鮮との休戦状態にある韓国

の情勢を反映していることが分かる。つまり、憲法の中での「平和」の概念には相違がみら

れる。 

以上、日韓における「平和」について比較検討すると、共通点と同様に相違点も指摘でき

る。漢字語は漢字文化圏において有効なツールである一方、そのニュアンスの違いが、時に

は歴史問題や社会的・政治的な問題に大きな影響を与え、各国の関係悪化の原因になりかね

ないということを、東アジアに生きる私たちは教養として身に付けておかなければならない。

また、東アジアを包括する漢字文化圏という共通基盤をもつためには、元来共有していた「調

和」という意味での平和に立ち返ることも可能である。今後の東アジアの関係を考える際、

「調和」というキーワードを取り入れていくことは非常に意義のあることだと考える。 

岡山大学キャンパス・アジアプログラムは、東アジアの相互理解に不可欠な要素として、現地語の

習得を重視してきた。共通善教育多言語セミナーは、長期派遣留学した学生に、習得した言語を用い

て学術的な議論を行う場を提供している。さらに、日中韓の言語のいずれか一つの言語に限定するこ

となく、多言語を用いて授業を行うことにより、母国語が異なる学生のあいだに水平な関係を構築し、
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言語習得の領域を超えたより深い議論が可能となっている。発表者は、漢字文化圏という共通の文化

的背景に着目しつつも、日中韓の資料から「平和」という漢字語のもつ日中韓における差異を読み取

り、共通善の視点からさらに検討を加え、東アジアの平和について考察を深めている。共通善多言語

セミナーの実施は、これまでの岡山大学キャンパス・アジアプログラムの教育が重点をおいてきた日

中韓の言語習得の成果をいかしつつ、東アジアの共通善の追求という教育理念を反映させることによ

り、東アジア型グローバル教養教育の必修科目として共同教育プログラムを体系化させる上で重要な

役割を果たしている。 

 

3.2 教養教育科目開発の事例 2：「東アジアにおけると歴史の共通認識」 

 

岡山大学文学部の木村崇志（キャンパス・アジアプログラム 2012年度中韓ワークショップ派遣生

および 2013年度吉林大学長期派遣生）と吉林大学文学院修士課程に在籍する時佳希（2014年度長期

派遣生として 10月から 2014年 3月末までの半年間、岡山大学大学院社会文化研究科に留学）は、

「東アジアにおける歴史の共通認識」という題目の発表を行い、日本と中国の歴史教科書の問題から

両国の歴史認識について考察した。以下が、発表の概要である。 

東アジアにおける歴史の共通認識：現在の東アジアは、文化的、経済的にはますます緊密

になる一方で、政治的には対立しているという状況にある。その主たる原因は歴史認識を

めぐる問題であり、東アジアがともに発展していくためには、不可避な問題であるといえ

る。このような課題を我々自身の問題として考える題材として、日中の歴史教科書を取り

上げ、その内容を比較検討することは、歴史教育の側面から東アジアにおける歴史の共通

認識について考える上で示唆に富んでいる。 

発表者はともに専門として歴史学を学んでいるため、共通善教育多言語セミナーで扱った

日中の歴史教科書の問題に興味を持った。発表では、社会的、文化的そして経済的な結び

付きを強める東アジアの中で、依然として解決に至らない歴史認識をめぐる対立を、教育

面と歴史論争の面から考察し、いかにして共通の認識を持ち、東アジアという共同体の中

で生きるかということについて検討した。 

 教育の目的は、国家をさらに発展させる国民を育成することにあり、その上で、歴史教

育が担う役割は非常に重要である。その意味において、歴史教育には建国理念やそれに基づ

く教育理念が反映されており、同時に政治体制や主義・思想の影響も受けやすい。建国理念

が異なれば、当然、歴史教育も異なるのである。 

 現在の歴史認識問題は、こうした様々な影響を受けた歴史教育によって形成された認識

が両国民の間で異なることがその原因として指摘できる。日本の教科書は、客観的に歴史的

事実を扱うが、太平洋戦争に関して「侵略」という側面の記述が欠如している。また、中国

の教科書における歴史とは、「中華民族」共通の歴史を意味し、「中華民族」に危機をもたら

す存在として日本人が語られる。こうした両国民の歴史認識のずれが、この問題の解決を難

しくする大きな要因となっている。 

 たしかに、自国民の育成という枠組みに立てば、それは当然のことであるが、様々なも

のがグローバル化している現在において、そうした自国の認識だけでは不十分であり、歴史
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認識問題で言えば、「侵略―被侵略」あるいは「加害者―被害者」という構図を越えた、東ア

ジア共通の認識の枠組みでとらえなければならない。つまり、東アジア共通の認識を確立す

るのは、人道主義という立場であり、その枠組みこそが東アジアの共通善といえよう。 

共通善教育多言語セミナーは、キャンパス・アジアプログラムが受け入れた中国、韓国からの留

学生と岡山大学の日本人学生、とりわけ長期留学から帰国し高度な語学力を身に付けた学生が、事後

学習として東アジアの共通善の実現に向けて相互理解を深めることを主たる目的として開設された教

養教育科目である。発表者の木村は、学部 1年生から中国語を学び、吉林大学への留学によって高度

な語学力を身に付けており、時も中国で日本語を学び岡山大学に留学し、語学力を向上させつつ専門

分野の研究に取り組んでいる。ともに歴史学を専門とする学部 4年生と大学院生であるが、東アジア

における現実の重要課題である歴史認識の解決のために、日本語と中国語の両言語で文献を参照し、

グループワークで議論を重ね、それぞれの受けてきた歴史教育を批判的に考察している。実践知とし

ての共通善の概念がどのように応用可能であるか対話を通じて追究するにより、自らの専門分野の視

点から共通善の概念を逆照射し、東アジアの相互理解の深化につなげている。 

 

4. おわりに：東アジア型グローバル教養教育の可能性と課題 

 

本稿では、岡山大学キャンパス・アジアプログラムの現場から、長期派遣留学プログラムの人材育

成の成果、2014年度後期に新たに開設した必修科目「共通善教育多言語セミナー」での共同学習の成

果をもとに、東アジアにおけるグローバル教養教育について検討した。2014年度日本国際教養学会第

４回全国大会において「岡山大学 CAプログラムセッション―共通善の実現と東アジア型グローバル

教養教育」が企画され、岡山大学、吉林大学、成均館大学校の学部、修士課程の院生、博士課程の院

生で構成されるグループが発表を行った。これらの発表は、セミナーの授業のなかで取り組んだグル

ープ研究の成果であり、様々な専門分野の教員と日中韓の学生の協働の結果として東アジア型グロー

バル教養教育の科目開発を実現したことに意義がある。科目開発 2 年目にあたる 2015 年度には、日

本人学生、とくに学部一年生、中韓への留学の未経験者、理系学生の履修者が増加し、東アジアの相

互理解に関する学習意欲をもつ学生にとって、中韓の言語を使った議論そのものというより、対話に

よる理解の深化を重視する知的関心のありようがみてとれた。本科目開発は、東アジアの共通善の探

究から実現に向けて、共通善の概念を実社会で応用し実践することについて考える機会提供だけでな

く、他者との水平の関係のなかでこそ教養の基盤が培われることを示す実験教室として、プログラム

後半における主たる成果のひとつとなった。 

岡山大学キャンパス・アジアプログラムが提案する「東アジア型グローバル教養教育」という言

葉は、その用語の指す内容と妥当性について、今後更なる検討を要する課題であることはいうまでも

ない。しかし、教育のグローバル化が英語化によって促進されるなか、東アジアにおける双方向の学

生交流を活発化させ、長期派遣留学することの意義を再考することは、学問の自律性と多様性を東ア

ジアから発信していく上で重要な意味がある。さらに、人間社会において普遍的な「平和」という概

念が、東アジアの社会においてイメージ、法、国際情勢、社会文化的背景、あるいは日常的な用法か

ら、どのように規定されているのかを考えることや、戦争をめぐる歴史がどのように認識され、学習

されるのかを共通善という視点から考察することは、当該地域の人材育成の基盤となる教養教育であ
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るといえる。「東アジアの共通善」という概念の哲学的な追究を、研究者の視点ではなく教養教育の

現場からみてみると、「共通善」という一見「難しい」概念の導入自体が、学生のなかの潜在的な共

通善意識を引き出すしかけとなっていることがわかる。また、学生の高度なモビリティが実現する動

態的な教室の創出は、東アジアの相互理解を促進する可能性をもった学びの空間を提供することを意

味する。動態的な学びの空間を学生のモビリティによって創出することは、高等教育機関が担うべき

役割であり、東アジア型グローバル教養教育に不可欠な条件である。 
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