情熱と経験を“研究”に落とし込む
Pouring Passion and Experience into “Research”
鄭先生との出会い

Meeting Professor Jung

鄭

Jung We first met when Ruka came to my office for advice.
She was taking my class.
Saito I have been doing volunteer work in Minamisanriku-cho
in Miyagi Prefecture for five years since high school, helping
the town to recover from the 2011 earthquake and tsunami.
Based on that experience, I wanted to do my graduation project on the role of communication in local communities after a
disaster. That’s why I went to Prof. Jung’s office.
Jung Most of the students who ask me to serve as their
senior thesis advisor are interested in the Internet, Social Networking Service (SNS) and the media but not many of them
have a serious interest in local communities. So, I vividly
remember meeting Ruka at the time. I was impressed by her
continuous dedication to the reconstruction work. At the same
time, I felt her strong passion to help people in Minamisanriku-cho. But she didn’t have the theoretical and methodological
knowledge for turning her passion into research. I thought that
I would be able to teach her the necessary theories and methods and draw out her full potential.
Saito I heard that the professor herself was doing similar
research in Fukushima. When I told her about my plan to go to
graduate school and continue my research over a long span of
time, she was kind enough to suggest that “we can conduct
research together in the future.” I remember I was so happy to
hear her say that and I was enormously encouraged.
Jung I myself was able to build my base of research by joining
a research project led by my professor, Sandra Ball-Rokeach
in graduate school. I was hoping to pass on what I personally
experienced to the next generation. So, from the time I met
Ruka, I have helped her grow as a researcher.

私の授業を履修した齋藤さんが、相談があると私の研究室に

来てくれたのが最初の出会いです。
齋藤

高校生の頃から 5 年間、宮城県南三陸町で震災復興のボラ

ンティアを行っていました。その経験から、災害後の地域社会にお
けるコミュニケーションの在り方を卒業論文の研究対象にしたい
と思い、先生の研究室の扉を叩いたのです。
鄭

メディ
私の研究室を訪ねてくる学生は、
インターネットやSNS、

アに興味を持っている人がほとんどです。彼らの中に、ローカルコ
ミュニティに関心を抱いている学生は多くなく、私にとっても齋藤
さんとの出会いはとても印象的でした。彼女の話を聞き、復興作業
に携わり続けた献身的な姿勢に感銘を受けるとともに、南三陸町
を助けたいという強い情熱を感じました。しかし、それを研究に発
展させるためのリサーチ手法やメソッドを持ち合わせていなかっ
た。私なら、その理論や方法論を教え、彼女の可能性を最大限に引
き出せると直感しました。
齋藤

先生ご自身も、まさに福島で同じような研究を進めておら

れることを伺いました。さらに、大学院に進学し、長いスパンで研
究に取り組もうと考えていることをお話しすると、
「ゆくゆくは共同
で研究しよう」と言っていただき、とても嬉しく励みになったのを覚
えています。
鄭

私自身、大学院時代に師事していたサンドラ・ボール・ロキー

チ教授の研究グループに参加したことで、リサーチの基礎を築くこ

Words to Live by
人生を変えた師からの言葉

コミュニケーションと地域コミュニティの関わりを研究す
る鄭朱泳（ジョン，ジューヨン）先生と、先生の下で卒業
研究として宮城県・南三陸町で調査研究を進める齋藤

とができました。自分が経験したことを次の世代に伝えたいと感じ
ていたので、出会った時から今に至るまで、齋藤さんが研究者とし
て成長するよう、サポートをしています。

瑠夏さんにお話を伺いました。
We have talked with Senior Associate Professor Joo-Young
J. Jung, who is studying the relations between communication and local communities, and with Ruka Saito, who is
doing her graduation research in Minamisanriku-cho in
Miyagi Prefecture under Professor Jung’s guidance.

印象に残っている先生からの言葉

Professor’s Words still Echoing in Memory

齋藤 お世話になり始めてからは、さまざまなアドヴァイスをいた

Saito Since she took me under her wing, I have been gaining
basic knowledge and skill to conduct research in local communities while receiving all kinds of advice. I visited Minamisanriku-cho in summer, interviewed 10 people in total and began
writing my thesis. Wherever I go, I always remember the
professor’s words, “turn experience into research.”
Jung In order to complete her thesis and go on to graduate
school, Ruka needed to channel the experience of her volunteer work to “research.” She had a clear passion and goal.
What she needed to acquire was research skills. So, I suggested that she take research methods classes in addition to
communication theory classes so as to learn analysis and
research methods.
Saito The desire to help the people of Miyagi alone is not
enough to carry my research forward. By reading many academic journals on topics similar to mine, getting a variety of
knowledge and methods and learning “how to formulate
research questions” from Professor Jung, I was able to polish
my theme to the level where it could be considered as a serious

だきながら、ローカルコミュニティでリサーチを行うための基礎知
識や手段を身につけてきました。夏には南三陸町を訪れ、延べ 10

人にインタビューをして卒論に着手し始めています。どんな場面で
も、先生から頂いた「経験から研究への転換」という言葉は、常に
意識しています。
鄭
齋藤 瑠夏

教養学部 4 年
メジャー：メディア・
コミュニケーション・文化

Ruka Saito

4th year, College of Liberal Arts
Major: Media, Communication and Culture
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齋藤さんが卒論を完成させ、大学院に進学するために必要な

のは、これまで行ってきた「ボランティア」の経験を「研究」に転換
鄭 朱泳 上級准教授

メジャー：メディア・
コミュニケーション・文化、
グローバル研究

Senior Associate Professor
Joo-Young J. Jung

Major: Media, Communication
and Culture; Global Studies

することでした。彼女の場合、情熱や目標はしっかりしていたので、
あとはリサーチのスキルを身につけるだけ。私が教えるコミュニ
ケーション学の理論に加え、社会学の講義を勧め、分析・調査方法
を学んでもらいました。
齋藤

単に「宮城の方々の力になりたい」という想いだけでは調査
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“地域”と“コミュニケーション”にお互いの視点で迫っていく
Tackling Issues of “Community” and “Communication” from Their Own Perspectives
は進みません。扱うテーマと近い内容の論文をいくつも読み、また
先生からさまざまな知識や技法、
「問いの立て方」を教えていただ
くことで、研究として取り扱えるレベルまでテーマを磨きあげるこ
とができました。
鄭

theme for research.
Jung Many students are full of ideas for research. On the
other hand, many of their ideas are abstract. One of the
important roles of mine is to guide them to develop their ideas
and thoughts to researchable themes.

研究のアイディアを持っている学生はたくさんいます。一方で

それらは抽象的なことが多いのもまた事実です。ポイントは学生の

Knock
Knock

潜入！ 研究室

Let’s Explore the Social Scientist’s Office!

学問の深奥を究め、文化の進展に寄与するICUの研究活動をレポートします。
We report research activities at ICU that plumb the depths of scholarship
and contribute to the development of culture.

Open Communication for
a Better Society
より円滑なコミュニケーションが
より豊かな社会を生み出すと信じて。

発想をいかにリサーチャブルなテーマに導いていくか。それが私の
重要な役割の一つだと思っています。

これからの目標について
齋藤

On Future Goal
※

現在の目標として、ICU の「5 年プログラム 」で大学院に進

学し、研究を掘り下げて修士論文につなげていくことを想定してい
ます。私が今焦点を当てているのは、南三陸町の歌津地区にある寄
木という漁村。そして修論では、同じ地区内の別の漁村にも視野を
広げ、寄木エリアの特異性やその理由を解明しようと考えていま
す。可能なら、共同研究、もしくは何かしらのお手伝いという形で
先生の研究に貢献したいという思いもあります。
鄭

齋藤さんはこの 1 年で、自身の研究を理論的にも方法論的に

もさらに発展をさせました。その頑張りには本当に目を見張るもの
があります。大学院でも真剣に取り組めば、私の研究との接点を見

出し、さらに面白い研究に発展させられるのではないかと期待して
います。
※5 年プログラム：学部 4 年、大学院（博士前期課程）1 年の計 5 年で「学士」と「修士」の学位を
取得するプログラム。
（P. 3〜12 参照）

Saito My present goal is to do graduate work under ICU’s
“5-year Program*,” go deeper in my research and work on my
master’s thesis. I am focusing at present on a village called
Yoriki in the Utatsu district of Minamisanriku-cho. In the master’s thesis, I am thinking of expanding my perspective to
include another fishing village in the same district and explain
the uniqueness of the Yoriki district and the reasons for this
uniqueness. I am also hoping, if possible, to conduct joint
research with Professor Jung or to contribute to her research
somehow by doing whatever I can.
Jung In the last one year, Ruka has been developing a theoretical and methodological framework for her research. Her
dedication to her academic work is quite remarkable. I am
hoping that, with serious efforts in graduate school, she will
be able to find a point of contact with my research and develop it into a more interesting project.
*5-year Program: A program which allows students to obtain both a bachelor’s
degree and a master’s degree in a total of five years, four years at the undergraduate level and one year at the graduate level (See P.3-12).

鄭 朱泳（ジョン，ジューヨン）上級准教授

専門 新たな情報・通信技術が社会に与える影響／地域社会におけるコミュニケーションの役割
経歴 韓国・延世大学を卒業後、アメリカ・南カリフォルニア大学にて修士号と博士号を取得。

複数の大学で研究者としての経験を積み、2009 年に ICU に着任。2014 年より現職。

Senior Associate Professor Joo-Young J. Jung
Specialized Fields: Social implications of new information and communication technologies /
the role of communication in local communities
Biography: After graduating from Yonsei University in South Korea, Professor Jung received a master’s degree
and a Ph.D. from the Annenberg School for Communication and Journalism at the University of
Southern California in the United States. She acquired experiences in multiple universities as a researcher
and took up her post at ICU in 2009. She has been holding the present position since 2014.

動き始めた技術革新を目の当たりにして
コミュニケーションの分野に関して、大きく分けて二つの主題
で研究に取り組んでいます。
一つは、情報・通信技術と社会の関係について。私が本格的に
研究に従事し始めたのが 1998 年。折しもインターネットが新た

なメディアとして認知されつつある時期でした。もともとジャー
ナリズムやコミュニケーション学に興味を抱いていた私は、情
報・通信技術の変貌を目の当たりにし、社会の在り方との関係性
に強く関心を持つようになりました。

研究を進める中で印象的だったのは、文化的差異が技術の発
展に大きく影響することです。例えばスマートフォンの普及前に
流通していた携帯電話。海外の端末に比べて、日本の製品は画
面の大きな機種が主流でした。これは日本で早い段階からメー
ルやカメラ機能の文化が発達したためだと考えられています。

地域の強い結束が、被災地を救う
もう一つのテーマは、地域社会におけるコミュニケーションの
役割についてです。私の研究では地域社会は「住民」
「地域に根
差した組織」
「ローカルメディア」の三つが核となって構築される
としています。この三つの関わりを「ストーリーテリング・ネット
ワーク（Storytelling Network）」 図1 と呼んでいますが、互い
の関わりが強いほど、災害などの非常事態が発生しても住民は
適切かつ迅速に対応できるとされています。
15
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Facing the Advancement of
Communication Technologies
I have been involved roughly in two research areas in the
field of communication.
One of them is on implications of information and communication technologies for society. I started my research in
1998 when the Internet was a new form of media. I was
initially interested in journalism. But observing rapid technological developments, I became fascinated by the implications of information and communication technologies for
society.
As I continued my research, I found it striking that cultural differences have a strong impact on the development of
technology. One example is the cellular phones widely used
before the spread of smartphones. Japanese products came
with wider screens compared with devices in other countries.
This is considered to be due to the development of culture in
Japan in which emphasis was placed on email and camera
functions from early stages.

Strong Bonds in Local Community
Save Disaster Area
The other theme of my research is the role of communication
in local communities. In my research, the local community
consists of three cores—“residents,” “organizations rooted in
the community” and “local media.” The relationship among
these three is called the “Storytelling Network” ( Figure 1 ). The
stronger the mutual relationship is, the more rapidly and
appropriately will the residents of a community be able to
respond even when an emergency situation like a disaster
strikes.
But we have to note that the application of this idea is
The ICU No.41 December 2017
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図 1 Figure 1

教員の近著

図 2 Figure 2

ストーリーテリング・ネットワーク
Storytelling Network

NPOs, others

Local media

Storytelling Network after the spread of the Internet

NPOなど

ローカル
メディア

NPOs, others

Local media

Below are some books written by ICU faculty members and published after June 2017.
Meet people with diverse values and gain new insight — discover liberal arts through these books.

NPOなど

ローカル
メディア

NPOs, others

Local media

HELP !
HELP !

HELP !
住民

住民
Residents

支援

Support

支援

Residents

被災地

Disaster
area

住民
Residents

迅速、
適切に支援
Swift,
appropriate
support

※茶色太字は本学教員
Bold brown font indicates ICU faculty

2017年6月以降に発刊された教員の書籍をご紹介。

リベラルアーツらしい、多様な価値観・見識にぜひ触れてみてください。

地域社会 B Local Community B

NPOなど

ローカル
メディア

3つの結束が強い

Solidarity among the three is strong

地域社会 A Local community A

Recent Publications of Faculty

インターネット普及後のストーリーテリング・ネットワーク

Support

被災地

Disaster
area

地域社会は「住民」
「NPO などの団体」
「ローカルメディア」から構築され、
この 3 つの結束が強い方が、非常事態への対応が早い。

The local community consists of “residents,” “NPOs, other organizations” and “local media.”
The stronger the solidarity among these three, the swifter the response to a disaster.

インターネット
Internet

被災地

Disaster
area

HELP !

インターネットの普及は、ストーリーテリング・ネットワークとは
別の情報入手方法や支援の方法を生み出した。
The spread of the Internet has created alternative ways to gather information
and provide support to others in addition to the “Storytelling Network.”

国語教師のための国際バカロレア入門
著者・編者： 半田

淳子

Author/Editor: Atsuko Handa

域に限らないこと。被災地とは離れた場所から支援を行う場合
も、同様のことがいえるのです。例えば、2001 年のアメリカ同時

多発テロ発生時、大学院生だった私はロサンゼルスでコミュニ

ティ内での関わりが支援活動にいかに影響するかを調査しまし
た。その結果、ロサンゼルスの中でも「ストーリーテリング・ネッ
トワーク」の結束が強い地域の住民ほど、寄付やボランティアに
積極的に参加していることがわかりました。これは、
「ストーリー
テリング・ネットワーク」を介して、人々が的確に情報や物資を入
手し、互いに状況に応じた対応が出来たためだと考えられます。

時代によって変化するコミュニケーションの形
これまでの研究経験から、東日本大震災発生時にもある種の
使命感に駆られ同様の調査を実施しました。しかし、得られた結
果は想定とは少し異なるものでした。もちろん「ストーリーテリン
グ・ネットワーク」と情報整理が密接に関係していることは変わり
ません。しかし、地域に強いコネクションを持たない住民の中に
も、的確な支援活動に取り組む様子が見られました。彼らの多く
は若者で、インターネットから正確な情報を入手し、他の人と繋
。メディアへのアプローチが年齢によっ
がっていました（ 図2 ）
て異なり、時代に従って変化することを改めて強く意識した出来
事でした。
現在は、東日本大震災発生当時の研究を発展させ、実際に福
島に赴いて調査を行っています。調査対象は福島県相馬郡新地
町という小さな漁村で、津波に飲み込まれてしまった町の一つで
す。焦点を当てているのは復興に向けた「ストーリーテリング・
ネットワーク」の在り方。地域の結束の強さが復興の意識や将
来の見通しにどれだけ影響を与えるか、町内の区同士の比較・
検証するために、インタビューや調査を進めています。
震災から 6 年が経ち、ハード面の復興は確かに進んでいます。

not limited to disaster areas. We can say the same thing
when support is provided from a place far from a disaster-stricken area. At the time of the 2001 terrorist attacks in
New York, for instance, I was a graduate student and was
part of a research on how the relations within communities in
Los Angeles were impacting residents’ lives and activities. I
found that the stronger the Storytelling Network was among
the residents of communities within Los Angles, the more
actively they were making donations or participating in volunteer activities. The reason for this is that people were able to
access information and resources through the Storytelling
Network and help one another in coping with the situation.

Given my previous research experience, I felt a sense of
responsibility to conduct similar research when the Great
East Japan Earthquake struck. But the results I gained were
slightly different from my previous studies. In addition to the
Storytelling Network playing an important role in coping with
disaster, I learned that people without strong connections to
their local community were also participating in disaster
relief activities. Many of them were young people and were
obtaining information and connecting with others over the
Internet ( Figure 2 ). This strongly reminded me that people in
different age groups approach media in different ways and
that their approaches change with the times.
At present, I am doing my research in Fukushima,
taking my project at the time of the Great East Japan Earthquake to the next level. The target area of my survey is a
small fishing village called Shinchimachi in Soma City,
Fukushima Prefecture. It is one of the towns engulfed by the
tsunami. The focus is on the role of the “Storytelling Network” toward the reconstruction of the area. I have been
conducting interviews and survey to compare different
neighborhoods in Shinchimachi to determine how the
strength of neighborhood connectedness is affecting their
sense of recover y and future outlook. Six years have
passed since the disaster and the physical reconstruction of
the town has made progress. The reality, however, is that
the people in the area are still going through social or psychological recovery. I would be happy if my research proves
to be of some help for them.
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しかし、住民の皆さんの “心の復興”までは及んでいないのが現
実です。この研究が、少しでも力になれれば嬉しいですね。
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