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1．研究の目的と方法

　これまでスタディツアー（Educational Tourism）が
盛んになるにつれて研究報告が積極的に示され、その内
容を広く共有できるようになってきている。特に開発教
育の視点からツアー参加者にとっての教育的意義や、現
地受け入れ先へ与える影響、ツアーの双方向性への模索
などが示されている。日本国際理解教育学会において
も、特定課題プロジェクト研究「海外研修・スタディツ
アーと国際理解教育」が 2011 年から 3 年間に渡って行
われるなど、ツアーの在り方について研究が行われてい

る。
　スタディツアー後には、まとめとして報告書を作成・
配布し、活動団体のウェブサイトに活動記録を掲載する
ということが一般的に行われている。また、次年度の活
動の説明会で発表会をするという取り組みもある。報告
書の作成や発表は、評価行為の意味ももつ。しかし、こ
うした報告文書は一旦まとめてしまうとそこで活動が終
息してしまう上、成果は国際理解教育に関心がある人や
関係者の間で共有されるにとどまりがちである。また、
報告書は文章と写真などのメディアに偏り、他の表現方
法に広がらない。ツアー中に学んだことを、プレゼン発

異文化理解および主張を表現する教育活動
─グアム研究を事例に─

Educational Approach to Express the Understandings and Message：
Guam Case studies

中山 京子

帝京大学教育学部初等教育学科　192-0395　東京都八王子市大塚 359

要　約

　スタディツアー（Educational Tourism）が盛んになるにつれて活動報告が積極的に示されるような
り、特に開発教育の視点からツアー参加者にとっての教育的意義や、現地受け入れ先へ与える影響、ツ
アーの双方向性への模索などの研究成果が示されてきた。また、ツアー後には報告書が作成され、紙媒
体やウエブ上で成果を共有する取り組みが行われてきた。しかし、こうした報告文書は一旦まとめてし
まうとそこで活動が終息してしまう上、成果は国際理解教育や異文化理解教育、開発教育に関心がある
人や関係者の間で共有されるにとどまりがちである。また、報告書は文章と写真などのメディアに偏
り、他の表現方法に広がらない。ツアー中に学んだことを、プレゼン発表や報告書という形態ではな
く、継続して学びや交流活動を展開するためにはどのような手法があるか、また学びをどのように表現
し、他者と共有することができるだろうか。
　本論ではグアム・スタディツアー後の振り返りの活動と、その後の継続した取り組みについて取り上
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製作しグアムにおける芸術展に出品すること、舞踊を通した継続的な交流を通して理解を深めることに
数年をかけて取り組んできた。本論では、スタディツアーや活動に参加した学生の認識の変容と、コラ
ージュ作品づくりおよびチャモロダンス活動の取り組みを報告する。
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表や報告書という形態ではなく、継続して学びや交流活
動を展開するためにはどのような手法があるか、また学
びをどのように表現し、他者と共有することができるだ
ろうか。
　国際理解教育における評価の研究に取り組んできた石
森（2012）は、国際理解教育研究において、「地球市民
として望ましい価値観や姿勢を問う国際理解教育の場
合、成果を数値化したり、知識のみを問うようなテスト
で画一的に評価したりするような方法はなじまないと理
解されてきた」（p.4）とし、こうした背景から評価領域
の研究が遅れていることにより、効果的に成果を示すこ
とができず、国際理解教育の営みが軽視される風潮があ
ることを指摘している。また、国際理解教育の評価にお
いて、「筆記試験のみ、あるいは筆記試験を課さずに振
り返りシートのみに依存、という二者択一的な評価では
なく、多様なアプローチを適切に組み合わせ、多角的に
学習者の学びを把握し、追跡し、情報収集をおこない、
教師と学習者の継続的なやりとりとフィードバックを基
盤にしながら、学力の伸長や成長を支援することが重
要」（p.6）としている。石森は国際理解教育実践一般に
ついて論じており、スタディツアーについて指摘してい
るわけではないが、スタディツアーにおいても石森が指
摘するように、感動体験や自分が学んだことについて発
表や報告書にまとめるだけでは、教育的効果はよく見え
ず、多様なアプローチや継続性という点が十分に評価さ
れないのである。
　スタディツアー後の教育効果について、乾（2013：
88）は、参加者がツアー後に積極的に行動するようにな
ることに着目し、集団としてのまとまりや社会貢献的な
行動に結びつくことに言及している。同様に、林

（2010：194）は、「現地、事後のプログラムにおいて深
めた省察を、参加者がいかに行動につなげていくのか、
そして行動から得た学びをいかに行動につなげていくの
か」が課題であるとしている。
　そこで、本稿では国際理解教育としてのグアム・スタ
ディツアー後の振り返りの活動と、その後の継続した取
り組みについて取り上げる。グアムでのスタディツアー
は、⑴外国におけるフィールドワークのたのしさを経験
すること、⑵フィールドワークの場所に関する知識理解
を深めること、⑶参加者や地元の人々との関わりを通し
て人間的な成長を促すこと、の 3 つを目的とし、2009
年より大学生と教員を対象にして行っている。リゾート
地としてのグアム島のイメージしかもっていない日本の
学生・教員が、グアムの歴史・文化・社会について講義
や現地フィールドワークを経て、認識を大きく変容させ
る。その変容のプロセスや理解を、どのように表現し、

現地の人々と共有できるだろうか。その方法としてコラ
ージュ作品を製作しグアムにおける芸術展に出品するこ
と、舞踊を通した継続的な交流を通して理解を深めるこ
とに取り組んできた。本論では、認識の変容と、コラー
ジュ作品づくりおよびチャモロダンス活動の取り組みを
報告する。

2．グアム・スタディツアーの概要

　ここでは、事例とするグアム・スタディツアーについ
て記す。本ツアーは、筆者によって大学ゼミとして企画
運営しているもので、参加者は自らの意思で参加を決
め、自己負担によって参加をしている。グアムをスアデ
ィツアーの場とする意義は、中山（2011）「太平洋地域
学習の意義と可能性―マリアナ諸島・グアムを事例にポ
ストコロニアルの視点を育てる―」に示した。主な参加
者は教職課程を履修している学生および教員である。こ
こでは、2010 年 3 月に京都ノートルダム女子大学にお
いて行ったもの、2012 年 8 月と 2013 年 8 月に帝京大学
においておこなったものの 2 回を取り上げる。ツアー全
体は 6 日程度で企画し、希望者は自主的に滞在を延長し
ている。
　ツアー全体に多様性が反映されるように意図し、2010
年の場合、参加教員の背景は、中国籍で大阪の中学校教
員、沖縄の基地問題に取り組んでいる沖縄の社会科教
員、海外日本人学校に異動する前の小学校教員、大阪で
長く人権問題にとりくんできている小学校音楽の教員な
どで構成された。参加者の多様な背景がスタディツアー
にもたらす良さについては、中山（2012）「戦争の記憶
をめぐるスタディツアーに多様な視点をどう組み込むか
―グアム・スタディツアーを事例に―」に示した。グア
ムでのホストとなる相手は、チャモロ人の活動家、米軍
関係者、教師、文化復興活動団体などである。
　スタディツアーの全容の多くは、日程表という形で表
現されることが多いが、ここではカリキュラムとして表
現する〈表 1〉。
　通常、事前学習、現地活動、事後学習と区分されるこ
とが多いが、現地 1 日目までを事前学習と位置づけてい
る。活動部分「歴史領域」「教育領域」「体験活動領域」

「文化の再考」における A ～ L の活動は日程や相手の都
合により順序が入れ替わることや、実施できないことを
前提とし、そのツアーにとって重点的なニーズをもとに
構成する。例えば京都ノートルダム女子大学においてお
こなったツアーでは、戦争やそれにかかわる記憶論に重
点をおいてプログラムをつくったが、帝京大学では文化
学習と教育関連に重点をおいてプログラムを構成したと
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〈表１〉グアム・スタディツアー・カリキュラム
活動 ねらい 活動内容および参加者の意識 ホスト側の意思 評価

導
入

事前学習１

グアムの歴史と文
化に関する知識理
解をふかめ、研修
への課題意識をも
つ。

『グアム・チャモロの歴史と文化』精読と中
山による講義
・ グアムが「大宮島」だったことを知らなか

った。
・ リゾート地としか認識していなかったけれ

ど、歴史や文化がつまった魅力的な島だ。

基礎的知識を身に
付け、探求への意
欲を高めることが
できる。

事前学習２

交流活動のために
どんな準備をした
らよいか考え、交
流のイメージをも
ち、意欲を高め
る。

選曲、練習、製作作業を協同で行う。
・ 日本の歌としての選曲は難しい。日本の歌

とは何か。在日の自分にとって「日本の
歌」は自分の歌か。

・ 喜んでもらえる手作りの贈り物は何か。
・ チャモロ語は不思議な響きをもっている。

交流にむけて相手
を意識した自分の
姿を想像すること
ができる。

街見学

自力行動を通して
観光客の目線から

「 グ ア ム 」 を 眺
め、ツーリズムの
状況を把握する。

コーディネーターや指導者はつかず個人 / 自
分たちで行動する。
・ ホテルとショッピングセンターとビーチが

コンパクトにまとまり、地区から出ない日
本人が多いのが理解できる。

・ もっとグアムについて深く自分の目で見た
い。

自力行動する意思
と責任を持ち、有
意義に過ごすこと
ができる。

展
開

歴
史
領
域

活動 A
街中のラッテス
トーン探し

街中にあるラッテ
ストーンをめぐ
り、ラッテストー
ンが大事にされる
意味を考える。

・ こんなに古くからこの島には人々の歴史が
あった。

・ ラッテストーンが今でも大事にされている
理由がわかる。

・ 日本人がラッテストーンに気づかないのは
なぜか。

ラッテストーンか
ら人々の歴史への
敬意を理解できる

活動 B
チャモロ史ツア
ー　in 南部

南部に残るプレラ
ッテ期、ラッテ
期、スペイン統治
期の史跡を見学し
先住民史を学ぶ。

・ スペイン統治時代の名残がいまでもあるの
はなぜか。

・ 南部にチャモロ文化が強く残っているのは
ぜぜか。

・ マジェラン上陸以後、太平洋の要となって
グローバル・ヒストリーに位置づいた。

【ゲフパゴ文化村】
【フロレス氏】南部
イナラハン地区への
理解者を増やし、保
存運動を展開する。

南部の特色をつか
み、グアムを世界
史に位置づけて考
えることができ
る。

活動 C
戦争史ツアー

戦跡やメモリアル
サイト、博物館な
どを見学し、当時
の様子を考える。

・ 外国で日本の兵隊がいろいろな気持ちを背
負って戦ったり亡くなったりしたことを初
めて考えた。

・ 戦争に巻き込まれて強制労働や移住、虐殺
されたチャモロの人々は今はどう思ってい
るのだろうか。

【太平洋歴史公園協
会】
太平洋戦争をグアム
や米国の視点から理
解を深める機会とす
る。

多様な立場から戦
争を実感し、考え
を表現することが
できる。

活動 D
戦争インタビュ
ー

戦時の様子を高齢
者にインタビュー
し、「生きている
歴史」を実感す
る。

・ グアムの高齢の方は未だに日本統治や日本
軍人の行為をはっきり覚えているのに、自
分たちは何も知らなくていいのか。

・ 「私たちはよい日本人になります」という
言葉を聞くと、切なくなる。

【フランケス家】高
齢の婦人の記憶を日
本人だけでなく家族
の次世代と共有する
機会とする。

日本統治時代の実
際を聞き「生きた
歴史」を実感でき
る。

教
育
領
域

活動 E
チャモロ文化と
教育に関する講
話

チャモロ語復興と
アイデンティティ
育成にむけた学校
教育の取り組みを
理解する。

・ チャモロ語が衰退した経緯はすべて外圧に
よるものだった。

・ アメリカ式教育の中での取り組みの難しさ
があるらしい。自分達のことばを教育する
ことの意味は日本とは相当異なる。

・ 教育の大事さを普段とは異なる視点で理解
できた。

【教育委員会チャモ
ロ学習局長】チャモ
ロ語教育の理解を広
め、教育の意義を考
えさせる機会。

母語が第二言語と
なっていることば
の教育について考
えをもつことがで
きる。

活動 F
学校参観

授業を見学し、児
童生徒の様子や教
育環境の相違など
を観察する。

・ 「授業」の雰囲気の違いは、授業スタイル
によるものか、環境によるものなのか。多
文化な教室への対応が面白い。

・ シティズンシップ教育など日本より普及が
進んでいる。

【学校教員】学校や
授業を公開し実践に
ついて伝えることが
でき、振り返りの場
となる。

授業を見学して、
教育の見地から課
題を見いだし議論
できる。

活動 G
生徒交流活動

地元高校生ととも
に戦跡をめぐるな
どの活動をし、歴
史を共有する。

・ 同じ空間を立場が違う同世代と眺めるのは
緊張する。

・ 「悲しい」気持ちを共有でき、感動した。
・ 次世代が理解を深め、歴史を共有すること

の意義を感じた。

【学校教員】歴史的
視点を多様化させ高
校生の学びを深める
機会とする。

知的理解と感情的
理解を統合して歴
史を「共有」しよ
うとする。
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体
験
活
動
領
域

活動 H
葉編にチャレン
ジ

グアムの島の生活
文化を支えてきた
椰子の木の活用の
知恵を学ぶ。

・ 実から葉、茎まで余す所なく使用されるこ
とに驚いた。

・ ココナツが大切なものであることがよく分
かる。

・ 葉編で自分の作品ができて嬉しい。

【個人・NGO】椰子
を用いた生活の知恵
について理解を広め
る機会とする。

葉編を楽しみなが
ら生活の知恵を尊
敬することができ
る。

展
開

活動 I
カヌー体験

海洋文化を体験
し、継続維持の取
り組みについて理
解する。

・ なぜチャモロ文化としてカヌーを蘇らせる
ことが大事か。

・ 伝統的技法を受け継ぐことや広めることの
意義は何か。

・ 自力で伝統的カヌーを漕ぐことがこんなに
楽しいとは。

【NPO 団体 TASA】
チャモロ、カヌー文
化の理解者を増やし
活動を PR する機会
とする。

カヌーを体験し、
伝統技術の継承の
意義を体験的に理
解できる。

活動 J
チャモロダンス
に挑戦

チャモロダンスを
通してグアムの歴
史や文化の継承と
創造を考える。

・ ダンスを踊る人たちの願いについて知るこ
とができた。

・ スペイン統治の影響が強くあるくとがよく
分かった。

・ 多文化化するグアムにおいてチャモロダン
スはアイデンティティ継承の重要な意味が
あることを感じられた。

【舞踊団体 Paa Tao-
tao Tano】活動を通
して文化を共有する
人を増やし、また団
体の認知度を高める
機会とする。

踊りを通して学び
ながら、地元のダ
ンサーと楽しく過
ごすことができ
る。

文
化
の
再
考

活動 K
ローカル工芸家
との交流

伝統的なアクセサ
リーの説明を受け
て鑑賞し、購入の
意義を理解して記
念として購入す
る。

・ チャモロの人々が身につけているアクセサ
リーの形の意味がわかった。自分も記念に
欲しい。

・ 貴金属だけでなく、こうした伝統工芸に価
値を見いだす考え方を見習いたい。

【個人・NGO】工芸
品の歴史や価値を理
解してもらうととも
に販売の機会とす
る。

制作者の人柄と工
芸の価値を理解し
た上で、記念品を
買う。

活動 L
ディナーショー
を見学、出演者
と交流

関わりを持った
人々が出演するデ
ィナーショーを見
学し、文化の共有
と消費について考
える。

・ ディナーショーという形で演出された「文
化」をどう評価したらよいのか。本物なの
か、作り物なのか。

・ こうした形での文化は「共有」なのか「消
費」なのか、どう考えたらよいのだろう。

・ 自分がチャモロダンスやチャモロ文化が好
きな理由は。

ショーを見て、文
化の価値や在り方
について、自分の
考えを整理するこ
とができる。

ま
と
め

事後学習 1

経験を振り返り、
ツアー参加の意義
を整理する。

・ 参加することを決め、事前学習、現地学習を
とおして、仲間や火元の人から学んだこと、
葛藤、違和感などを振り返り、このツアーが自
分にもたらしたものは何か考えてみると…。

体験や葛藤につい
て整理することが
できる。

事後学習 2

今後の活動の展望
や現在の自分への
影響を共有する。

・ グアムでの学びを継続してチャモロダンス
を踊りたい。

・ 違う外国へ行って、視野を広げて、今度は
自分から行動したい。

・ 学んだことを閉じずに新たな仲間と共有す
るためには。

経験をもとに深め
た考えや行動力を
生かそうとしてい
るか。

＊展開部分の A ～ L は日程や相手の都合により順序が入れ替わることや、実施できないことを前提とする。そのツアーにとって重点
的なニーズをもとに構成する。
＊事前学習はツアーの約 2 ヶ月前から開始する。事後学習も同様に時間をかける。特に事後学習 2 は半年ほど経ってからでもよい。

いう違いがある。事前学習はツアーの約 2 ヶ月前から開
始し、事後学習も同様に時間をかける。
　活動を「歴史領域」「教育領域」「体験活動領域」「文
化の再考」から構成した背景を述べる。「歴史領域」
は、グアムがリゾート地として認識されていることが多
いが、古い歴史をもち、大航海時代以降のグローバル・
ヒストリーの中にも位置づく島であること、戦争の記憶
の在り方いついて参加者に考えさせたい。「教育領域」
は、スタディツアーに参加する「ゲスト」が、現職教
員、教育関係者、教職履修学生から構成されることから
グアムの教育の現状に関して学べるように設定してい
る。「体験活動領域」は、地元の人の指導を受けながら
体験をともにすることで、知識理解にとどまらない共感

的理解や時間を共有する経験を重ねることを意図してい
る。「文化の再考」は、文化の多様性や文化の捉え方そ
のものを考える場、ローカル文化は尊敬されるものであ
りながらリゾート産業においては「消費」の対象にもな
ってしまうことを考える場として設定している。
　〈表 1〉のグアム・スタディツアー・カリキュラム
に、各活動のねらい、活動内容および参加者の意識、ホ
スト側の意思、評価を示した。スタディツアーにおいて
は、現地の受け入れ組織や協同活動者にとってどのよう
な意義があるのかという視点で活動を検討しなければ、
好意にすがり迷惑をかけることが常習化してしまい、継
続して持続可能なスタディツアーとして実施することが
難しくなる。こうした課題は、1980 年代にスタディツ
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アーが始まった当初から指摘され続けている。学びの相
互性を求めてツアーの主催者側が工夫をしている例もあ
るが、各活動レベルにおける目標やホストの意思が見え
る形で示されてこなかった。ここではホスト側の目的に
ついても明確にした相互性のあるツアーを示した。

3．コラージュ作品をグアムの展覧会に出展

　2. で示した活動を経て、グアムでの活動を通して学ん
だことや考えたことを、帰国後に口頭で発表する場を設
ける他、コラージュ作品にまとめさせた。コラージュと
は、現代絵画技法の一つで、「糊付け」を意味するが、
1912 年にピカソらが画面上に種々のものを貼り付けた
ことに始まり、現在では、写真、新聞、雑誌などを切り
抜いて貼り付けて表現する現代アートとして定着してい
る。文化人類学においては、クロード・レヴィ＝ストロ
ースがブリコラージュ（寄せ集めて作る）という言葉を
未開社会特有の思考法を表すのに用い、目的や概念に即
して手段を講じる近代科学的なアプローチに対する言葉
として用いた。現在一般的に「ブリコラージュ」「コラ
ージュ」は混在して使用されていることが多い。
　この文字表現を用いないコラージュ作品づくりは、作
品に使用するパーツや構図を考えることで、自分の考え
や主張を整理して明確にすることができる。また言語操
作能力に左右されないことから、従来の文字表現を中心
とした評価とはことなる尺度による評価を行うことがで
きる。織田（2008：108-111）は、コラージュの技法を
用いて、ハワイに生きる日系人について学んだことを作
品に表す試みを行い、生徒に学習前後の作品を比較さ
せ、多様なものの見方ができるようになったことを「見
える」形で振り返らせた。このようにコラージュの技法
は、すでに教育活動においても活用されている。
　コラージュ作品を見る側は、その作品に用いられた写
真とその構図の意図を読み取ろうとし、主体的に作品に
かかわることになることから、発表や報告を聞く・読む
こととは異なる立場におかれる。スタディツアーの課題
の一つとして、発表や報告は日本において日本語によっ
て行われることから、当事者が介在することなく、当事
者性が反映されにくいこと、学んだ者の解釈を知ること
ができないことがある。体験や観察を通して一方的に持
ち去られた知見が、異なる空間で異なる言語を用いて都
合の良い解釈で語られるという現象が生じる。これは文
化人類学研究上で指摘されてきたことと同じである。文
化人類学上で努力されてきたように、学び（獲得した知
識や解釈）を当事者であるグアムの人々と共有するため
に、グアムで開催されるアートショーに参加し、出品す

ることとした。学生がコラージュ作品を作る時に、常に
グアムに持って行って作品を現地の人々がみることにな
ることを伝えてきた。それを実現するための機が熟すの
を待っている中で、日本とグアムのアーティストが協同
して開く展覧会に参加する機会を得た。
　この展覧会 “East Meets West” は 2013 年 9 月にグア
ムのアーティスト Ron Castro 氏によって主催され、日
本とグアムの双方にゆかりのある 4 人のアーティストの
作品がニッサン・インフィニティ・アートギャラリーに
一同に展示された。この展示会は「アジアの東端の日本
と西洋・太平洋の西の端が出会う」接点に生まれる融
合、交流、葛藤などを表現している。そこに筆者のコラ
ージュ作品 3 点と学生による作品 20 点を出品し、グア
ムの人々、とくに先住民族チャモロの人々に公開した。

〈写真 1〉展示 East Meets West のポスター

〈写真 2〉コラージュ作品の一例。スペイン時代、戦前、戦
争、現代が表現されている。
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　学生が作成したコラージュ作品には、グアムを自分が
どのように理解しているかを表現することに加え、グア
ムの人に伝えたいメッセージも込められている。多くの
作品には、チャモロの歴史、第二次世界大戦の記憶、現
在の様相などが表現され、作品の基底に平和や交流がメ
ッセージとして語られている。こうした作品をグアムで
の展示会で見た地元の人やアメリカ本土から来ていた教
師が、学生の作品を高く評価し、購入を希望するほどで
あった。カストロ氏はグアムで著名なアーティストであ
り、めずらしいテーマであったことから、アーティスト
間では評判の展示会となった。

　コラージュ作品のデザインの意図を生徒に書いてもら
ったもののうち 2 つを英語に翻訳し、展示会場にパネル
として掲示した。作品との対話からではつかみきれない
思考を地元の人と共有するためである。

Student Concept A
　　The image of a “tourism” comes to mind when I 
hear about Guam - Blue skies, shining sea, white sand, 
resort hotels, Aloha dance and shopping. Using the 
tour company’s brochure, I incorporated these images 
on the edge of the design while focusing on the 
Chamorro people as center stage. I chose photos of the 
Chamorro way of life and Chamorro dance portraying 
the “Chamorro as the indigenous people” of the island.
　　The outer area of the collage features Guam as a 
resort island with the beautiful blues and greens of the 
ocean and coconut trees and the landscape. As you 
move toward the center, the transition to photos of 
houses, buildings and memorials around the Chamorro 
people featuring the “real Guam”, which is the opposite 
of the resort side of the island.
　　I learned in my research that Guam was 
controlled by Spain, the US and Japan. I wanted to tell 
the negative stories of Guam which are so important. 
The sad colonial history of Guam must not be 
forgotten and is symbolized through the mono-color 

photos. I wanted to feature the attractive resort island 
of Guam as well as the dark shadows of Guam’s 
history through this work.

Student Concept B
　　Almost all Japanese, both young and old alike, 
view Guam as a wonderful vacation spot. There are 
many things about Guam that the tour guides don’t 
tell us, like the long history of the Spanish occupation 
and how the Spanish culture melded in with the 
Chamorro culture. It is possible that authentic 
Chamorro culture might be gone. I heard the 
resistance against the US was not as strong as that 
against the Spanish.
　　Guam was occupied by Japan during the war and 
the Chamorro people were forced to learn the 
Japanese language. Some Chamorro people were killed. 
During this time, Chamorro ladies were kidnapped to 
be comfort-women and overall, the islanders wanted 
the US to come back to Guam. After the war, there 
was a huge investment in the island by Japanese 
businesses who built hotels.
Not very many Japanese tourists know this part of 
Guam history, they simply come to enjoy Guam. How 
can the local Chamorro’s be forgiving? Japan occupied 
many countries during World War II while Guam was 
occupied for hundreds of years. The Chamorro culture 
was aff ected by other cultures, however the people of 
Guam are making eff orts to perpetuate their culture. 
The culture and language are being taught in the 
public schools in Guam and students from Asia, the US 
and other Pacific islands are learning the history of 
Guam and the value of Chamorro culture.
　　I believe the Japanese people today do not have a 
serious sense of the war, this is called “Heiwa-boke”. 
During my studies in Sweden, the students from other 
countries knew their culture and historical facts very 
well and discussed issues in their daily life with great 
perspective. I was often ashamed at being ignorant of 
my country.
It is not too late. I believe if we learn to share and 
respect our cultures with a deeper understanding will 
only strengthen the relationship between Guam and 
Japan.

　そして、この作品展 “East Meets West” を日本に誘致

〈写真 3〉展示会 “East Meets West”には多くの人が集まった。
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し、帝京大学学園祭「青舎祭」（2013 年）において、規
模を縮小した巡回展示をアーティストの協力を得て行っ
た。まさにグアムと日本の両方で行うことで展示のテー
マをより深めることが出来たと言えよう。展示の主催者
であるカストロ氏も来日し、関心を寄せる人々が集うこ
とが出来た。

4．チャモロダンスを踊り表現する

　スペイン、アメリカ、日本、アメリカの統治を経て、
チャモロ文化は大きく変化した。特に戦後のアメリカ化
政策において、チャモロ語を話すことをはじめとし、チ
ャモロの伝統的な習慣も影を潜め、1970 年頃、「伝統的
なチャモロダンス」なるものはなかった。舞踊家フラン
ク・ラボン氏の努力により「チャモロのものに最も近い
もの」が再現された。今やラボン氏率いる舞踊集団によ
って、また学校カリキュラム化によってグアムの「伝統
的ダンス」として普及している（中山、2012：pp165-
169）。文化人類学者エリック・ホブズボウムが言う所の

「創られた伝統」が「伝統」となろうとしている（ホブ
ズボウム & レンジャー、1992）。
　チャモロダンスは、古代舞踊、スパニッシュ舞踊、現
代舞踊の三種類にわけることができ、スパニッシュダン
スにはワルツやフラメンコのステップも混在している。
植民地支配の過程で舞踊そのものもハイブリッド化して
いるからである。グアムでは生徒に、チャモロ舞踊の歴
史やステップを教える中で、グアムの植民地時代の経験
を教え、チャモロ人がチャモロ舞踊を踊る事はアイデン
ティティの主張であることを教えている。
　スタディツアーにおいて、参加者がチャモロダンスを
体験する場を設けている。踊りを通して文化理解を図
り、また継承しようとしている若者との交流によって、
文化を維持すること、共有することの価値を体験的に学
ぶことが出来るからである。グアムのラボン氏をリーダ
ーとする NPO チャモロダンス団体 Pa’a Taotao Tano

（チャモロ語で「土地の人」の意）の協力を得てチャモ
ロダンスを通した交流プログラムは 4 年続けている。現

地で学ぶだけではなく、2012 年 10 月と 2013 年 10 月に
帝京大学において特別練習および講演会を行い、グアム
や先住民チャモロに興味がなかった学生にも学びの機会
を提供している。
　特に教育とアイデンティティ、文化保持の問題を話し
てもらい、教職を履修している学生への刺激となった。
一部の学生はグアムへ行き学んだ後も練習を続け、仲間
や後輩に踊りの輪を広げ、グアムから日本へチャモロの
ダンサーを招待して学ぶと同時に日本の踊り（ソーラン
節節など）を練習して披露するなどし、年々活動への参
加者は増え、発表をする機会もある。学生の表現技能も
伸び、高齢者福祉施設や地域活性イベントなどでギター
を演奏し、チャモロ語で歌うことも出来つつある。グア
ム政府が主催するチャモロダンスアカデミーでチャモロ
ダンスを学んだ一般社会人も合流し、ダンスグループ
Famagu’on Tano Yan I Tasi（海と大地の子どもたちの
意）として成長し、日本で二番目に誕生したチャモロダ
ンス集団として活動している。

　この取り組みに興味をもったグアムの劇作家ピータ
ー・オネデラ氏によるチームのための下記の歌詞が提供
された。

Famagu’on Tåno’ yan I Tasi
　Peter R. Onedera
Gi otro tåno’ put mås gi iya Hapon
Tokyo yan Teikyo na faneyåkan put tiningo’
Put ginen fuetsan palao’an ni’ må’gas yan prufesora
Ha petsigi kotturan CHamoru na hinanao.
Famagu’on Tåno’ yan I Tasi
Chumetton dos na klåsen taotao
Sa’ ma eyak i kostumbre yan i kotturan CHamoru
Iya Mari’ånas na ma empåtte i minaolek lina’la’.
Ya ma pega na dåndan, kånta yan lålai
Mambanidosa ni’ este na kinalamten
Put i tåno’, put i tåsi, put i hinangai
Famagu’on Tåno’ yan I Tasi tai fi nakpo’.

〈写真 4〉帝京大学で開催した展示会

〈写真 5〉帝京大学で開催した講演会
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（英訳）
Children of the Land and the Sea
　By　Peter R. Onedera
In the land not far away is Japan
In Tokyo and Teikyo University of learning.
Through the eff ort of a woman leader and professor
The push for Chamorro culture is her calling.
Children of the Land and the Sea
Binds together two kinds of diff erent people.
For learning of the Chamorro culture and of custom
For the Marianas, their lives they leave such wonder.
And they push through dances, songs and chants
With pride they encourage such devotion
About the land, about the sea, about a purpose
Children of the Land and the Sea, endlessly forever.

大地と海の子どもたち
　作詞：ピーター　R．オネデラ
そんなに遠くない島、日本
東京と帝京で学んでいる（人たち）
ある女性リーダーの努力があった
チャモロ文化を広げようと彼女は呼びかけた
大地と海の子どもたち
異なる（グアムと日本の）二つの人々を結びつける
チャモロの文化と習慣を学ぶために
こんなにもすばらしいものを手放そうとしているマリア
ナ諸島のために
ダンスと歌とチャントを通して広めている
熱意と誇りをもって推し進めている
大地について、海について、目的について
ファマグウン タノ ザン イ タシ、ずっと続く

　オネデラ氏は日本の小野寺家（栃木県）にルーツをも
つ日系である。戦争を境に日本の小野寺家とは疎遠にな
ってしまったが、家族の歴史がわからなくなる前に、次
世代にルーツを伝えるために、交流が始まっている。
　日本のチャモロダンス人口は少ない中で、その多くの
人はフラの延長線上にとらえて「型を覚え美しく踊る」
ことに集中したり、フラだけでは食傷気味のため「目新
しさとしてのチャモロダンス」としてとらえたりしてい
る。学生にとっては仲間とチャモロダンスを踊ること自
体、楽しいことである。しかし「楽しい」という感覚だ
けでなく、グアムを含むマリアナ諸島がコロニアリズム
に巻き込まれてきたこと、日本が過去にグアムを攻撃・
支配した歴史と、リゾート地としての島資源の消費では
なくチャモロ文化を尊重する姿勢を伝えるための活動で

あることを念頭におき、またグアムと日本をつなぐ役目
を意識して活動を行っている。2014 年 2 月にはグアム
での公演も行い、グアム政府より正式にチャモロダンス
グループとして認定を受けた。スタディツアーでの学び
をもとに、ダンスのチャモロ語歌詞の意味を歴史に重ね
て解釈し、「伝える」ことを目的にパフォーマンスを行
っている。

〈写真 6〉キャンパスでスパニッシュダンスを練習。

〈写真7〉キャンパスで古典的ダンス「漁に出る」を練習。

〈写真 8〉国際展示場で日本旅行業協会によって開催される
「JATA旅博」でグアムのパフォーマーと舞台に立ち、チャモロ
語で歌う。
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5．結語

　コラージュ作成と展覧会への参加、舞踊交流による表
現活動は完結がない。従来の報告やまとめとは異なり、
時間の経過によって主張や理解のあり方の表現を変える
ことが出来る。そしてスタディツアーに参加していない
人へも参加の機会を広げることが出来る。基地問題、先
住民文化保護と継承、環境問題、歴史認識問題、リゾー
ト化という形のコロニアリズムなど、日本とグアムは共
有すべき課題があり、それらの課題をスタディツアーや
事後の活動を通して学びながら、コラージュや舞踊を通
して表現する場を用意することにより、発展的に思考の
深まりを促し、また多くの人と成果やメッセージを共有
することができる。
　帝京大学に拠点をおいて展開しているこのグアムと日
本をつなぐ活動は、学生の成長とともに深まりとダイナ
ミックなパワーを引き出している。教員主導によるスタ
ディツアーではなく、学生が主体となったスタディツア
ーが提案され、現地との調整が始まっている。こうした
活動の流れを学生自身が整理し、活動の意義を再認識す
る場面もある。
　本論においては、主に大学教育における取り組みを述
べたが、グアムへ修学旅行に行く高校は、全国修学旅行
研究協会の調査によれば 2011 年には 66 校、9365 人に
のぼっている。コラージュによる表現は高校生にも効果
的である。また筆者らが国立民族学博物館において 3 年

〈写真 9〉JATA旅博で練習成果を発表する学生達。

〈写真 10〉大学祭において活動成果として発表する。

〈写真 11〉活動の流れをイラストで示したもの。継続するプランが左下に示されている。©下屋瞳。
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継続して行ってきた博学連携教員研修ワークショップ
「歌と踊りで語りつぐ南の島の物語」に参加した教員
が、小学校や中学校で異文化理解教育や国際理解教育の
活動において、チャモロの創世神話やチャモロダンスを
児童生徒と学ぶ実践が報告されてきている。このように
本論で述べた表現活動は、初等、中等教育においても効
力があると言えよう。
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