
 
 
 
 

 
 

 
以下の 2 つの授業は、北大サマー・インスティテュートの一部としてそれぞれ 8

月・9 月に開講されます。海外講師による最前線のテーマを扱う授業ですが、現在

のところ、受講者が十分に集まっていません。この機会をぜひ生かしてください。

詳しい授業内容については下記のリンクから、サマー・インスティテュートのホー

ムページで確認できます。 

1)Indigenous education and research in Australia: Position, 
commitment and contribution in Indigenous research  

オーストラリアにおける先住民教育と研究：先住民族研究における立場、コミットメント、貢献 

 
Since the United Nations officially declared the rights of indigenous peoples 
in the late 2000s, various debates have been held in each country and 
region over the history of indigenous peoples and their representations. In 
addition, recent research ethics trends have led to the questions, what 
contributions will be brought to the Indigenous communities, and then it has 
been increasingly difficult for especially non-Indigenous researchers to enter 
the community for research purposes. This course studies the theoretical 
framework on Indigenous research and the practical research in Indigenous 
communities, and then explores how we （should） commit and contribute 
to the research in Indigenous communities. 
国連が 2000 年代後半に先住⺠族の権利を公式に宣⾔して以来、先住⺠族の歴史とその表
象をめぐって、各国や地域でさまざまな議論が⾏われてきました。さらに、最近の研究倫理の傾向
は、先住⺠族のコミュニティにどのような貢献がもたらされるかという問題につながり、特に⾮先住⺠
族の研究者が研究⽬的でコミュニティに⼊ることはますます困難になっています。このコースでは、
先住⺠族の研究に関する理論的枠組みと先住⺠族のコミュニティにおける実践的な研究につい
て学び、わたしたちが先住⺠族のコミュニティの研究にどのように取り組み、貢献する（べき）かを
探ります。 
 
Lecturers: Maiko AOKI, Martin NAKATA/⻘⽊⿇⾐⼦（教育学院）、 
マーティン・ナカタ（Pro-Vice Chancellor, Professor, Indigenous 
Education & Research Centre, James Cook University, Australia) 
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Schedule 

August 3: 3rd and 4th period 
August 4: 1st, 2nd, 3rd and 4th period 
August 5: 1st and 2nd period 
Credit:1 
Language: English 
Format: On-campus or Online 
 ※新型コロナウイルス感染症の状況によって北⼤⽣のみ対⾯⽅式予定 
Course Number G075 HU students Course Code 101532 

問い合わせ先: maoki@oia.hokudai.ac.jp 

Website: https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/courses/CourseDetail=G075 
 

2)Visualizing and Witnessing Trauma and Memory in East Asia 
東アジアにおけるトラウマ（心理的外傷）と記憶を視覚化することと目撃すること 
 
This is an interdisciplinary course that explores the question of what it 
means to witness the traumatic memory of others through seeing or 
encountering the visual representation of the victims of war, conflict or 
disaster. Many of the assigned readings focus on cases in East Asia, such as 
the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki of 1945, the issues of 
comfort women during Japanʼs colonial and imperial period, the Great East 
Japan Earthquake of 2011 and South Koreaʼs Sewol Ferry Tragedy of 2014.
戦争、紛争、災害の犠牲者の視覚的表現を⾒たり遭遇したりすることによって、他⼈のトラウマ的
な記憶を⽬撃することの意味を探る学際的なコースです。読書課題の多くは、1945 年の広島と
⻑崎への原爆投下、⽇本の植⺠地時代と帝国時代の慰安婦問題、2011 年の東⽇本⼤震
災、2014 年の韓国のセウォル号沈没事件など、東アジアの事例に焦点を当てています。 

Lecturers: Eiko TSUCHIDA and Tomoe OTSUKI,⼟⽥映⼦（教育学院） 
⼤槻とも恵（Postdoctoral Fellow, Center for Japanese Studies,  
University of California, Berkeley, USA） 
Schedule: September 8-17, 1st period 
Credit: 1 
Language: English 
Course Format: Online 
Course Number G032 HU students Course Code 101533 

問い合わせ先︓tsuchida@imc.hokudai.ac.jp 

Website:https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/courses/CourseDetail=G032 


