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グローバリゼーションとは本来、全人間が裕福となり、幸せになれるように行われたこ

とであるが、結果的に一部の人間だけの幸せが満たされ、多くの人間が不幸に陥る、とい

う真逆な状況を生み出してしまった。この状況が生み出された背景として、「幸せ」とい

う価値観が画一化されてしまったことではないか。確かに、お金やものをたくさん生み出

すことが、「幸せ」だと感じる人が多くいることは、資本主義が続く現代から考えると分

かることだ。 

しかし、授業で見たＤＶＤに映し出された、ラダックの暮らしから分かるように、「幸

せ」とはお金を儲けることだけではない、多様な捉え方があるはずだ。その多様な捉え方

を認めないところに、グローバリゼーションの問題点があるのではないか。そこで、ヘレ

ナさんの述べた解決策として、都会で暮らす人々が田舎で暮らす人々の生き方を学ぶ、と

いう提案があった。私は、「幸せ」の画一的な考えを変えるのに有効な策だと思う。例え

ば日本国内において、都会に住む人が時間に追われた日々から離れ、田舎で自給自足をし

ながらゆっくりと暮らすように転換するという現象が現れ始めた。これは日本国内に過ぎ

ないが、世界中でこうした都市でのお金儲けのための暮らし以外の価値も認められるべき

ではないか。情報機器が発達し、誰もが世界中の人々と容易にやり取りできるようになっ

た現代において、それぞれの地域の「幸せ」に対する価値観を知り、認め合うことが必要

だ、と強く感じる。つまり、グローバリゼーションは完全にマイナスな側面を生み出すも

のではなく、多様な価値 観を認め合うことでプラスな側面を持つことが出来ると思う。  

また、参考文献の中で、グローバル人材や英語教育についての話題が取り上げられていた。 

最近では、小学校でも英語の授業が義務化され、ますます英語の影響が強くなっている。

英語教育に関しては議論の絶えない話題であるが、私は英語より日本語を使う能力を重要

視した方がいいのではないか、と思う。というのも、私は現在外国から日本に移住してき

た子供たちに日本語を教えているが、彼らは日本語を使うこと（特に読む、書くこと）に

とても苦労しているからだ。彼らは、母語の文法的理解が完全でない中、新たに日本語を

習得しなければならず、結果として両方の言語が中途半端なことになっているのだ。日本



人も同様に、英語を習得するためには、まず日本の教育における母国語である、日本語を

きちんと習得する必要があるのではないか。ここで言いたいのは、「英語を習得するのが

世界の常識だ」という流れに流されないことだと思う。グローバリゼーションが進む現代

において、何も考えずにただ世界の流れにあわせるのではなく、他国を参考にしつつ自国

の考えを尊重してい かなければならないのではないか。  したがって、グローバルな世

界に生きる私たちは、画一的な考えに流されず、一人ひとりのもつ多様な考えを知り、認

めていくことが大切であり、それができることでグローバリゼ ーションがうまく働くこ

とが出来るのだと思う。 

 

 

グローバリゼーションについての感想 

 

私のような二十代はグローバリゼーションという言葉を絶対見慣れています。教科書で

いつもその言葉を見えます。私たちもグローバル人才になるのを目標として一生懸命頑張

って、子どもの頃から先生にそんなに教えられましたからかもしれません。グローバリゼ

ーションっていったいどんな影響がありますか。次は私の知る限りでは、自分の考えです。 

中国では、グローバル化にしたがって、外国とすすんでに行き来していくと宣伝します。

もちろん、英語を学ぶことが大切な地位につけます。小学校から英語使用能力が重視して

きます。グローバル化の一つの影響は英語の特別な重視です。英語は中国の大学入学試験

の一つ重要な科目になっています。それに、大学に入ったら、専門によって中国語を勉強

しない可能性があります。しかし、英語はどんな専門でもその授業があります。さらに、

いい会社に入ったら、英語使用能力は必須の条件で、英語能力証明書が必ず取ります。あ

る場合で、英語の重要さはもう母語としての中国語をこえます。たくさんの英語塾があり

ます。現在、いい大学に入るには、いい高校。いい高校を入るためには、いい中学校。受

験戦争がますますはげしくなります。学生だちのストレスもふえていきます。今、中国の

学生の自殺率は年々高くなってきます。 

また、都市化の問題がますます深刻になっていきます。地方から都市へという、都市化

の現象の一つです。例えば、うちの村のたくさんの住民が都市で家を買って、地元の部屋

を老人に任せました。上映会でみた中国の重労働の仕事をする人のインタビューは本当に

そんな人の現状をあらわしました。うちの村の住民は彼らのように自分の田舎を離れて、



大都市で働いてお金を収めました。息子のために部屋を買って欲しいですから、体に悪い

仕事でもやります。それは時代の悲しみだと思います。農村の土地を捨てて、大都市の部

屋を一生懸命買うのは人の虚栄心だけです。 

グローバル化に連れて、人々が地元の資源に注目されないですが、外国からのものが本

国より良いという考えが現れました。あのビデオで出た中国人のようなアメリカ文化が本

国より先進たと思った人が確かにいます。それはもう一つの悪い影響です。劣等感が生き

ます。地元の文化を否定し、伝統的な工芸に興味がなくなるし、自分の肌の色がきらいに

なります。今、特有の工芸が消える原因の一つになるかもしれません。近年、中国人が日

本への旅行が大人気になります。それは日本の化粧品などが中国より良いという考えです

から。にも関わらず、国内より値段も安いと思います。 

もちろん、グローバル化もいろんな利点をもたらしています。世界の距離がますます短

くなります。他国の食品が安い値段で、美味しいですから、普通の百姓にとって本当に便

利です。一方で、それに伴って就職現状も激しくなってきます。 

それ以上は私の考えです。 

 

感想文 

               

 今まで、グローバルについて、資料を読んだり、ビデオを見たりしました。自分の考え

方も変わりました。以下、三つの方面に分けて感想を書きます。 

一、 グローバルの定義 

 ここ数年の間に、政治の世界で、ビジネスの世界で、あるいは教育の世界で、最も頻繁

に使われた言葉は「グローバル」です。経済のグローバルは特定の作物を商品として生産

し、海外に売るための経済。授業の時、メンバーと相談し、ポイントを書き、組の代表と

して発表して、ビデオを見ていた瞬間、グローバルの消極的な影響を無視に気づきました。

経済的のグロバール化、国際的な交流や協力とは、はっきりと区別する必要があります。

現在、世界中で様々な条約を結びながら政府がやろうとしているのは、グローバル企業が

世界中で自由に活動できるような環境を整えることです。その先にあるのは競争のストレ

スからくる不幸せであり、破壊であり、競争でしょう。企業が吸収合併して大きくなって

いき、世界中の経済を席巻し、さらに競争を繰り広げることと、平和を求める意志に基づ

いた人々の対話や交流や助け合いとは、全く異質なものだと考えたほうがいいのではない

しょうか。誤解してもらいたくないのだが、私はいわゆるグローバル化と言う現象を否定

したいのではない。それは、否定しようが肯定しようが必ず進行する、文明の歴史的な必

然のようなものだからです。良かれ悪しかれ私たちは、グローバル化と付き合いながらや

ってゆくしかないです。 

二、 グローバルの影響 

 一方で、世界中のビジネス界、政治のリーダーたちは、グローバルの経済をとる、それ

をますますグローバルな規模へと進しすすめるほうに向かおうとしています。GDPの物差



しを使って、これこそが富を増やし豊かさを増やしていく道筋だ、とかれらは主張してい

ます。ければ、このプロセスは同時に、地域の人々がますます自立できなくなって、外へ

の依存を深めていくということを意味しています。自分の食べるものや着る物や住む家を

自分の手はでは供給できなくなって、外部に頼らざるを得ないという依存の罠にはまり込

んでしまう。これが、経済発展の裏面です。 

 そして、このような過酷な競争の末に、果たして人々は幸せになれるでしょうか。いい

え、実際には、この競争故に世界中の人々はますます不幸になりつつあります。あらゆる

国で、子供たちは、ますます大きなプレッシャーの元に生きています。もっと勉強して、

試験に合格し、いい学校に行って、いい就職をして、というふうに、ますます自分の時間

を競争に勝つために注ぎ込むようになる。 

留学生として、もっと印象深いことは、地元の大人たちから文化的な価値観や生きる知恵

を学んで成長していくという伝統が崩れているのです。 

三、 解決方法 

 グローバル化からローカル化になっても、GNHという新しい価値観を判断しても、コミ

ュニケーションを持たなければいけない、ということです。そして彼らが必要としている

情報を提供するのです。一方で北の側、都会の側では、自分たちの生き方が全く持続可能

な道へ進むためのヒントを探ラなければいけない。 

 ちなみに、グローバルは時代の産物、簡単に変わられることではない。だから、グロー

バルの悪い影響を抑えることも長く努力することが必要です。同時に一人だけではなく、

更に人々や政府の間、国々の協力も欠かさない部分です。 

 

 

 

『幸せの経済学』についての感想 

 幸せとはいったい何であるか。人によってやはり答えは違っていると思うが、強いて

言えば、多くのお金を稼いだり、大きい家を持ったり、いい仕事を勤めたりするという

ような答えは普通である。豊かな生活を送ることができるのがみんなの夢である。今、

幸せの基準は一つのことになり、それはお金である。経済の発展さえ実現できれば、何

もかも犠牲できる。自分の時間も健康も犠牲できる。「若い者は今の時間と健康を代価と

してお金を稼ぐが、残りの人生の時間と健康をこのお金で買う」とよく言われている。 

 グローバル化につれて、世界の国々は経済の発展を図って、人々はこの発展のため

に、一生懸命に働いている。人々が非常に忙しい、幸せとはいったい何であろうかとい

うことを考える時間もないほど忙しい。なぜというと、激しい競争のせいで、みんな生

きていくために、働かなければならない。 

 グローバルは地球を小さくする、人々の生活が便利になるのは事実である。が、世界

の国々を欧米国のコピーものにもする。経済も、教育も、政治も全部欧米に学んで、み

んな時間の流れにつれて自分のものを失っていく。特に教育自分の民族の文化を尊重し

なればならない。子どもは民族の未来である。一つの民族の子どもはどのような価値観



を持っているかはこの民族の未来はどうなるかということに影響を与える。新しいヒト

やモノにであうとき、そのヒトやモノのいいところが気付くと、学びたくなるのは当然

であろう。が、いいか悪いかと判断する基準は何であろうか。基準というものは存在し

ない。ただ自分と違っているに過ぎない。違っているこそいいと思うのである。それだ

けである。では、学んで、比較して、やはり自分のものがいいという結論を出すことは

よくある。 

 中国人はよく言う言葉がある。それは「自分の根を守ろう！」である。根とは基本で

この民族の一番大切なものである。一つの民族にとっては、伝承ということは一番大切

である。確かに、経済の発展も一つの国にとっては大切なこもである。GDPと GNPも重

要である。が、少しこの発展のスピードを落として、自分に一番ふさわしい発展はいっ

たいどのようなものかとよく考える。物質的だけでなく、精神的にも発展できるのがい

いんではないか。現在の人々は経済の発展を実現する同時に、資源、自然環境、自分の

時間や健康まで失っている。そうではなくて、そのバランスをとって、前に進んでいく

ともっといいんではないか。 

 

 

環境問題をもたらすグローバリ化 

               ――感想文 

以前、グローバリゼーションについてわたしはいつも積極的に考えていた。海外から資

源や技術・人材を簡単に安く導入すやすくなるや世界により簡単に自国の製品や技術を売

り込み利益を上げられるなど。グローパルからローカルへというビデオを観た後、グロー

パルはいい点ばかりでなく、いろいろな問題点も存在しているということを知った。 

一番気づいたことはグローバル化は発展途上国に深刻な環境破壊を引き起こしている

ことである。先進諸国では環境保護に関する法律が整備されて、今は公害や環境破壊に悩

まされることはなさそうだ。そのために多くの人々が公害問題に鈍感になっているが、実

際には世界中で環境破壊が凄まじい速度で進んでいる。その環境破壊と引き換えに得られ

た資源が先進国に輸出され、消費社会を支えているという現実がある。その一方、途上国

のグローバル化によるひどい環境破壊の状況は、先進国にほとんど無視されるようだ。 

近年、中国は数々の環境問題に直面している。ご存知のように、PM2.5をはじめとする

大気汚染、川や湖など地表水、地下水の汚染、近海で深刻化している海洋汚染、大量の処

理していない廃棄物、土壌汚染、温室効果ガスなど、多くの環境問題が出現した。中国ば

かりではなく、ほかの発展途上国でも様々な汚染問題に悩んでいる。確かに、グローバリ

化は途上国にたくさんの機会をもたらすことかできる。でも一方、農民たちは土地を失っ

て、低廉な給料を得て、工場で働かなければならない。そして、就職の競争も世界中の人

びとに不幸にする。 

だから、ひたすら経済を発展するわけにはいかない、将来のために、子孫たちのために、

私たちはグローバリ化を真剣に考えなければいけない。 



 

 

『幸せの経済学』を見た感想 

 

 今回のドキュメンタリーを見て、考えたのは幸せとはいったい何だろう。「幸せであ

る」という心の状態と「経済的な成功・収入」は、一定水準を超えたとたん必ずしも相

関しなくなる。「幸せである」という心の状態と「自分の自由時間（＝ワークライフバ

ランス）」も、実は必ずしも相関していない。でも、人がどういう心持ちで世の中を捉

え、どういう姿勢で自分の人生を日々生きているかは、自分が「幸せである」という心

の状態に大きく相関する。ポジティブ心理学でも、「成功するから幸せなのではない。

幸せだから成功するのだ」と言われていて、心の持ち様が「結果としての状態」に与え

るメカニズムが実証されつつある。 

 また、経済の増長(つまりＧＤＰ)は人々の幸せに関係あるなのか。現在、GDPは攻撃

の的になっている。その批判は次の 3つに集約される。①GDPはそれ自体欠陥のある指

標である、②持続可能性や持続性を考慮に入れていない、③進歩と開発の測定には別の

指標のほうが優れている場合がある、というものである。他方、心理学的研究を重要視

する行動経済学が台頭し、経済学者と国家のリーダーたちは、国の状態を別の基準で、

しかも「幸福」のような曖昧とも思える概念で測定しようと試みている。たとえば、

UNDP（国連開発計画）の HDI（人間開発指数）の取り組みや、GNH（国民総幸福量）の最

大化に熱心なブータン王国の例などが挙げられる。このように、GDPの代替案について

各界で真剣な議論が高まっており、経済政策に実際的な影響を与えるようになるかもし

れない。 

 最後に、国民の幸福のために、政府は何をすべきだろうかという質問が出てきた。経

済はすべてのトラブルを解決するキーワードではなくて、国民の幸福こそ政府のすべて

の政策の出発点ではないだろうか。 

 

  

 『幸せの経済学』を見て        

 人間の幸福に関する最も大事なのは平和であることだと私が思う。   



 グローバル化社会に進むことによって、確かに、以前より生活が便利になり、豊かにな 

ったが、一方私たちの社会だけでなく、自然を壊し、文化の多様性が失われつつある。  

今回、『幸せの経済学』を見て、更に、グローバル化によって、社会に人に悪影響を及

ぼ すことを感じていて、便利すぎるのは人が退化していくような気がする。   

 今は、世界中のどこでも同じように感じる、どの地域でも貧富の差は広がる一方だ。世 

界中で失業の不安が蔓延し、年金の保証もない。将来私たちは仕事に就けるかさえ分か

ら ない。なぜこういう問題が出たか、通商や金融における規制緩和が問題だからだ。

TPPな ど貿易自由化を進む動きにどの国も NOとはっきり主張すべきだと思う。政府は

巨大なグ ローバルな貿易に夢中なので、健全な食べ物さえもえられないところもある、

という実情 を無視されている。グローバル化社会に進むことによって、私たちは本来持

っていた文化 と自然に対する感謝な気持ちは失いつつあり、もたらしたのは、競争しな

ければいけない 心なのだ。競争によって、人がどんどん進歩していくとは間違いない

が、過酷な競争の末 に、果たして人々は不幸になる。なぜか、周りの人との繋がりがど

んどん薄くなっていき、 感情のない『ひと』になってしまうからだ。   

 ところが、ローカル化への道は、再生と再構築のチャンスになる。生物多様性だけでな 

く、文化の多様性も守られる。繋がることの喜びを人間だけでなく、『命』と共に感じ

られ るという考え方に同感する。ローカルな経済で強化されるのは、安全した暮らしや

仕事だ。 しかも、精神的な健康を増進することにもつながる。より身近に地域の文化を

直に感じ、 メデイアや広告の犠牲になることもない。次の世帯のためには特に大事なこ

とだと思う。 健全な自尊心や創造性を守ることにもなると信じる。   

 ところで、資料に書いてあるように、経済のグローバル化と国際的な交流や協力とはは 

っきり区別すべきことは重要だと思う。なぜかというと、国と関係なく、人は平等で、

命 は同じ大切なものである。お互いに助け合い、活発な交流をすることによって、維持

可能 な世界につながると思うからだ。 

「幸せの経済学」 感想文 

 

「幸せの経済学」というテーマの示すように、急速的に発展してきた経済が我々の生活

に豊かにさせた。工業文明のため、様々な製品が作られ、人間の生活が非常に便利になっ

てきたと思われる。それに、交通や通信発展の結果、世界各国におけるコミュニケーショ

ンが頻繁に行われ、グローバリゼーションは順調的に進んでいる。我々の暮らしが昔より

徐々に幸せそうになってきた。しかしながら、経済の発展につれて、多くの人は長い労働



時間によるストレスや孤独に襲われ、環境問題もますます深刻になってきた。言い換えれ

ば、経済の急速的な発展は我々の生活にたくさんの不幸も招いた。グローバリゼーション

による地球の縮小・活動の拡大や深化は環境のみならず、人の心にも危機をもたらした。 

「幸せの経済学」から、グローバリゼーションというと、世界展開のために、一連の規

制緩和であるということが分かった。規制緩和の過程において、生産者や資本者が大きな

利益を追うために、たくさんの製品を作り出し、全世界で一つの消費社会を作るというこ

とに夢中している。しかしながら、消費社会の侵入につれて、もともと幸せな生活がかえ

って不幸になってきた。まず、自然資源がむやみに開発され、生産による汚染問題も深刻

になってきた。自然資源には再生不可能の資源がたくさんあり、保護されないと絶滅する

恐れがあるだろう。資源の絶滅は生態バランスを破り、最後に環境汚染問題とともに人間

の共同居場所である地球を壊滅させる恐れがあると思われる。次に、グローバリゼーショ

ンにおける消費社会や商品社会は知らず知らずのうちに、もともと精神的に豊かで幸せな

人々に不安や悩みももたらした。例としては、「幸せの経済学」という映画の最初の部分

の示すように、ヒマラヤ山の麓で自然の資源に恵まれ、もともと豊かな暮らしをしている

村の人々は、グローバル経済発展や消費社会の侵入の影響を受けて結果的に現代社会に起

こっている自然浪費・環境汚染・失業・生存競争などに直面し、その結果、昔の笑顔や幸

せを失い、だんだん不幸になってきた。 

グローバリゼーションによって、世界の空間距離が縮小され、各国や地域における物質

や文化の交流が頻繁になってきた。その一方、文明や人間の本来の自分らしさは失われつ

つある。映画から、グローバリゼーションは、世界展開のために、一連の規制緩和である

ということが分かった。その規制緩和の過程において、各地域における特色文明のみなら

ず、一人ひとりの人間も世界一体化流れに襲われ、知らず知らずのうちに、本来の自分ら

しさを失ってしまったではないか。たとえば、たくさんの人は同じタイプの服を着て、同

じものを食べて、同じことを繰り返している。その結果、自分の特色を示しているものが

この一体化流れの衝撃でだんだん失われてしまっただろう。何と悲しいことだろう。 

 

幸せの経済学を見て 

 

 「幸せの経済学」を観て見えてきたことはグローバリゼーションの目を背けられないデ

メリットだ。一般的にはグローバリゼーションと聞くと様々な商品が手に入る、異なる文



化に触れあえる、どんなに離れていても連絡が取れる、技術が発達する、安い値段で商品

を買うことができる、利益が得られるといったポジティブなイメージがわく。しかしこの

映画を観てみると実際はそれ以上に、悪い結果ばかりを引き起こしていた。 

 印象的だったのはラダックの例だ。１９７０年代にグローバリゼーションが始まったと

いうことであったが、それ以前のラダックの様子はとても穏やかで住民たちは土地に根差

した持続可能な生活を送っていた。そこの地域だけで住民たちの生活が循環しており、失

業の心配もないという。住民たちは、自分たちの生活は幸せだと言っていた。しかし１９

７０年代、欧米諸国によるグローバリゼーションが急激に始まってしまった。それは「援

助」という名目で、実際は利益のためであった。するとグローバル化の影響を受けたラダ

ックの人々が自国の文化、社会は貧しく時代遅れだ、と思い始めてしまったのだ。確かに

欧米の文化は先進的で魅力的だが、あれほど穏やかでコミュニティと自然が結びついた平

和な故郷を軽視させ、人々の精神を貧しくしてしまうグローバリゼーションは恐ろしいと

思った。 

これだけではなく、グローバリゼーションは多くの危機をまねくことがわかった。その

なかでも興味深かったのは各人のよりどころの変化である。グローバル化される前は地域

とのかかわりで自分を学んできたのに、グローバル化により世界が均質化され欧米の製品

を買うことでアイデンティティを形成していた。ただただ欧米へのあこがれを持っている

だけだ。 

ここで私が問題だと感じたのは、人々はこれらの危機をほとんど認識しておらず、ただ

ＧＤＰを上げようと必死になっていることである。「開発」「発展」「自由」といった表向

きはポジティブな言葉をなんとなく信じ込み、事態はどんどん悪化していっている。自国

はせっかく素晴らしい文化を持っているのにもったいないと思う。そこで、一度自国の伝

統的な文化を見直すべきだ。ＧＤＰの数値に惑わされることなく地域本来の経済活動に立

ち返るべきだ。すでに進行し続けているグローバル化を批判的な視点で考えることは大変

難しいことだと思うが、こうすることで各地域が自立し、「ＧＤＰは上がっているのに人々

の心は貧しい」といった矛盾が解消されていくはずである。 

 

グローバリゼーションについて 

 

グローバリゼーションといえば、最初に思いつくことはだいたいポジティブなことだと思

います。例えば世界の様々な地域の情報を取り入れるようになって、自分の国の文化と合

わせてもっといい社会を作れることができます。それは情報だけではなく、品物や様々な

国への移動可能など、人には多くの可能性が与えることになりました。現在はインターネ

ットを通して色々な国の人と知り合い、連絡を取ることが可能になって、実際に外国に行

かないで文化交流が可能になりました。 

グローバリゼーションのおかげで人々の生活がとても便利になりましたと言えます。しか

し、様々な商品がなくてとも人が幸せに暮らしていました。例えば様々な小さな国ではグ

ローバリゼーションの影響の前に現在よく使われているスマートフォンやコンピュータ

ーなどのような商品の必要性を感じていませんでした。自分の国でやることに集中してい

ましたので、外国語もそんなに注目されていませんでした。しかしグローバリゼーション

の影響がその国までも広がり、今までなかった物が売り始めて、違う生活を見ることがで

きて、それの必要性を感じることなり、外国の人に憧れるようになりました。そう考えて

みると、グローバリゼーションがある生活水準のレベルを作って、そして人がそのレベル



に対応したいことになりました。それが大きな問題と思います。実際にそのレベルに対応

する必要あるのですか。そのレベルに対応するにつれて人が競争心を持つことになって、

人にプレッシャーを与えて実際に自分に必要あるのか分からなくなります。他の人が持っ

ている高価な物、とある能力が羨ましくなって、同じようになりたい気持ちが目標にされ

ています。しかしその目標を達成するために世界の文化を導入することで自国の文化を見

えなくなります。つまり自分の個性がなくなります。様々な商品の場合はただ他の人が持

っているから、皆と同じようになりたい気持ちだけで欲しくなることが多いと思います。 

よく考えれば一番多くの利益を得ているのは政府です。人が色々な物を買い続ければ経済

が良くなります。そもそも商品があまりよく作られていないかもしれません、生産者にと

って商品が売っているのが一番大事ですから。そう考えるとグローバリゼーションがあま

り一般の人のためにそんなに良いことではありません。 

グローバリゼーションには賛否両論がちゃんとありますので、その区別するのがとても大

事だと思います。自分に必要な物が分かれば、そしてすでに持っている物を見失わないこ

とができれば生活がもっと良くなると思います。 

 

多文化共修科目 B課題 

                          

近年、グローバル化という言葉が盛んに用いられるようになってきた。そして、世

界はその流行に乗り遅れまいとグローバル人材の育成というものをより一層声を荒げて

主張するようになった。日本国を例にとると、2020 年のオリンピックに向けて英語教育

に以前にもまして力を入れてきていることからそのことがうかがえるだろう。しかしなが

ら、グローバル化の本質を人々は見抜いているのだろうか。グローバル化が真に素晴らし

いものだといえるのだろうか。こういった疑問を「幸せの経済学」という作品は我々に投

げかけている。 

私自身、グローバル化について深く考えたことがなかったので、この作品を通して

いろいろと考えさせられた。まず、グローバル化によって引き起こされる問題点である。

近代化を進めるといえば聞こえはいいが、その実態は近代文化の進出による伝統文化の消

滅である。映画ではラダックの例が取り上げられていたが、ほかにも世界各国に存在する

小さな集落（村）にその影響が出てきている。さらに、近代文化が進出するにつれて人々

の意識に自国の伝統文化に対する劣等感が芽生え始めてしまった。それまでは気にしなか

った服装、肌の色、食生活等、それらが近代文化に比べて一歩遅れていると意識しだして

しまったのである。そして、近代文化を求め人々は消費を拡大し都市部へ進出するように

なる。皮肉なことに、経済成長の割合自体はその影響で上がる。しかし、この経済成長は

両手をたたいて喜べるものではない。ヘレナ氏の言葉を借りれば、「経済成長と呼ぶもの

は、実は人びとの不幸せによって可能になっている。そして、グローバル経済は人びとを

不幸にすることで、ますます「豊か」になってゆく仕組みなのです。」（ヘレナ,2008）で

ある。まさにこの通りである。しかしながら、グローバル化の波が起きてしまうのは技術

進歩をしていく中では自然な流れであり、止めることはできないだろう。むしろ止めては

ならないだろう。この波を止めるということは、言い換えるなら進歩を止めるに等しい行

為といえるからである。では、私たちはどうこの波と付き合っていくべきなのだろうか。 

近代化の流入とは、異文化の流入であり、放置しておけばたちまち伝統というもの

はラダックの例にあるように壊されてしまう。だからといって、異文化を拒絶するのは間

違っている。私たちは、異文化の理解に努めるべきである。あくまで理解であり、同化す



るということではない。その大前提として自国文化の保護をするべきであり、人々も理解

の意識を持つべきである。その意識を持たせるためには教育の現場で異文化理解とはどう

いうものなのかをきちんと伝える必要がある。グローバル人材を例にとってみよう。おそ

らくグローバル人材とは英語が喋れて世界で活躍できる人材のことといった印象を持っ

ている人が少なからずいることだろう。しかし、それは勘違いである。グローバルな人材

とは、異文化を理解したうえで自国の文化、自らのアイデンティティを表現できる人のこ

と指す言葉である。このグローバル化の流れの中で確固たる自分を持つことがこの流れと

うまく付き合っていく方法であると私は考える。 

 

 

 幸せの経済学を見て 

 

ヘレナさんの提唱する幸せの経済はグローバリゼーションに対する私の考えに大きな

影響を与えました。グローバリゼーションが進み文化の画一化が進むのは果たして本当

に良いことなのか、文化が消えていくのは止めなければいけないことではないのかとい

う疑問を私は持っていました。それに対する答えは「経済的には画一化した社会のほう

が利便が高いからしょうがないことなのではないだろうか」でした。しかしヘレナさん

は私よりもはるかに素敵な答えを見出しています。 

ラダックの例の中でもマイナス面での描写が多いことは否定できませんが、それでも明

るい未来を指し示しています。ラダックが政府からの援助により経済化しラダックが本

来もっていた文化がなくなり、それまで外部とは離れた独立した充実した暮らしを営ん

でいた村は経済弱者に一転します。経済化によってむしろ富を得たラダックの人もいた

かもしれません。ですが富んだものがいれば貧しくなってしまうものもいるのが経済社

会です。さらにラダックの変化は金銭的な面のみにとどまりません。精神的、とりわけ

美意識に大きな影響を与えました。白い肌、青い目、金髪などに憧れる子供が増えたの

です。このように経済化が進んでいきそれが文化に大きな影響を与えたケースはラダッ

クだけではないはずです。 

長期的な視野で見てみれば日本もその例に漏れません。美意識や建築様式などが大きく

変化していきました。それらが変わっていくさまを直接見ることが出来なかったのは不

幸かもしれません。あまりに長期的なスパンで変わってしまったがために変化に対して

気づいたり対策を打ったりすることが難しいからです。ですがその点でいえばラダック

は幸せなのかもしれません。政府が援助を急速に進めたおかげで短期間で変化していっ

たのですから。変化する前と後とを知っている人がいれば、元に戻れる可能性や希望を

捨てきることはできないはずです。 

ヘレナさんの打ち出したローカライズという考えはラダックを元の豊かな生活に戻した

いという願いから生まれたものではないでしょうか。グローバリゼーションによる生活

の変化は止められる、これは私は思いつきもしなかったことです。良い面での文化交流

はもちろん進めるべきですが、ラダックでおきたことを起こさないための手段としてロ

ーカライズは必要な手段です。グローバリゼーションとローカライズを同時並行してい

ける世界を作る手を探りたいと私は感じました。 



 

『幸せの経済学』及び参考資料を読んで、私は本当に幸せなのかと考えさせられた。

「幸せ」を測る物差しには GDPなどの経済的な結果が用いられ、この考え方で人々がよ

り幸せになるためには、より消費社会的な生活を送る必要がある。 

ラダックの例でもみられたように、都市化に伴い、自民族としての誇りや伝統に劣等感

をいだき、それをすて、統一的なグローバルなものを好む。個のアイデンティティを否

定し、「金髪青目白人」といった理想を抱く。それまでは幸せであったはずなのに、他

者と比較し自分たちは不幸であると錯覚する。不幸から脱出するためお金が必要にな

る。豊かな生活を送るためだ。お金を使うことに比例して GDP、GNPは成長していく。こ

れは経済的な発展がなされたこと示し、すなわち幸せになっていることを示している。 

その一方で、都市化、工業化により職を追われた人々も存在している。生きるためには

職がいる。お金がいる。豊かになる人々がいる反面、厳しい生活に身を置かねばならな

い人がいるのも事実である。 

グローバリゼーションがもたらす幸福は、すべての人類にもたらされるものではなく、

政府や一部の特権階級の人間にのみ恩恵を与える。その一方で不幸になっている人の存

在を無視し、経済成長は国民を幸せにすると迷信しその政策を進めていく。 

金銭的な面で豊かな生活だけが、優れた容姿、能力だけが幸せだとは思わない。現に私

は金銭的にも容姿の面でも優れているとは言えない。しかし、私は幸せだと断言しよ

う。私にはそう思わせてくれる友人がいる。そのうちには性別、個性、人種までもが異

なる人々がいる。彼らには彼らの、私には私の良さがあり引け目を感じる必要はない。

どうして自分自身を他の誰と比べる必要があるだろうか。多くの個性に囲まれながら生

きていける人生は幸せそのものだと私は思うと同時に、昨今のグローバリゼーションに

よってその個性が失われつつあることを悲しく思う。 

 

岡 智之先生  課題感想文   2015年 11月 6日 

月曜１限 多文化共修科目 B        

 

 グループで「グローバリゼーション」について話し合ったときは、グループのだれもが

「グローバル化はより良い社会をつくる」という意見を持っていました。「グローバル化

は国と国との距離を縮めて交流を活発化させた、良い現象である」というのが私たちのグ

ループの考えでした。 

 しかし、ビデオを見て「グローバリゼーション」がもたらしたメリットは、すべて表面

的な豊かさにすぎず、むしろ今まで以上に人々の幸福を減少させているということを痛感



しました。人々の幸福を減らす要因となるものは、主に「人々のつながりの疎遠化」「西

洋に対する劣等感」だと考えています。貧富の格差が嫉妬を生じさせ、人々のつながりが

希薄になりました。また、西洋に対する憧れは、自分化の疎遠化（アイデンティティの喪

失）につながりました。途上国特有の地域社会を崩壊させ、人々から「幸福」を奪った「グ

ローバリゼーション」について、先進国は今一度その必要性を問い直すべきだと思います。 

 

 

 月１多文化共生 

資料を読んでの感想 

グローバル化に対する私の意見は、かつてはポジティブなものでした。しかしよくよく

考えてみると、そのポジティブなイメージに具体性はなく、ただ単になんかかっこい

い、目新しくて面白そうというような、浅はかなものだったことに気が付きました。さ

らに言えば、私の考えていた「かっこいい」グローバル化のイメージは、欧米やアメリ

カの文化からくるものであり、それらに対する憧れだったのです。それは同時に自らの

生まれ育った地域の文化を軽視しているということにもなります。私はこのような考え

方自体を自明のこととして捉えていましたし、そこに疑問を抱いたこともありませんで

した。グローバル化やディベロップメントの悪影響が、私の中に何食わぬ顔して潜んで

いたのだと、今回の授業全体を通して気づくことができたのは幸いでした。この思想が

現代の社会の仕組みによって作り出されたものだ、ということを知らずに生活していた

かもしれないと想像するとぞっとします。より多くの知識を吸収し、当たり前だとされ

ている事柄に対して疑問を抱き、改善策を考えていけるよう、日々努力しようと身の引

き締まる思いがしました。そしてそう考えさせてくれた授業に出会えたこと、これから

も受け続けることができるということに対して高揚しています。 

ここで、資料の内容に対する意見を述べたいと思います。グローバル化が進行し、発展

してきた現代の中で浮かび上がってきた影の部分。そのことに関しては初めて知り得た

事ばかりでした。グローバル化の華やかな一面しか見てこなかった私にとっては新鮮な

視点だったため、資料に記載されたことを鵜呑みにし、納得することしかできませんで

した。先ほども取り上げましたが、自分たちの文化に対して、劣等感を感じるように

「なってしまったこと」に衝撃を受けました。グローバルな社会によって、多種多様な

文化と触れ合う機会が増えることで、異文化を受け入れること、自分と異なる考えを理

解することができる世の中になってきたという点では、良い方向に向かっていると捉え

られます。しかしそのことを考える上でも、文化どうしの優劣の差の存在を無視するこ

とはできません。その国の発展具合から優劣の差が生まれていることを考えたときに、

人々の幸せの基準が経済力になってしまっていることを発見することが出来ました。私

はそのことに関して非常に不快感を覚えます。お金というたかだか一つのツールに、自

分の人生を振り回されている気がするからです。お金を中心とした人生の最後には何が

残るのでしょうか。いくら考えてみても何が幸せか答えを出すことはできませんが、経

済の成長を追い求めるだけでは幸せにはなれないでしょう。筆者が述べていた解決策と



して、具体的な個人の行動目標が挙げられていましたが、現実的かつ効果的ではないと

思います。理想的すぎます。しかし、このように知識を世に広め、意見していくことに

意味があると思います。今度は私が情報の発信者となり、周りの人とこの問題を共有し

ていきたいです。 

 

私の感想では、グローバリゼーションとは「地球を一つにする」ということですが、それ

はもちろん世界の様々な社会に対してプラスもマイナスもの効果が持つと思います。いい

ことにグローバリゼーションがそれぞれの国への架け橋となりますので、地球が狭く感じ

ます。しかし、他の国の文化などが自分の国でも楽しめることはいいことだけではなく、

元々に興味が持った国にはよくないかもしれません。なぜかというと、その海外の文化が

自分の国でもあればその文化の独創性が失う可能性があるからです。そして、グローバリ

ゼーションとは現在、文化より、お金の動くのために存在していると思います。 

授業で見た動画から最も強く感じたのは「このような資本主義産業は嫌です」ということ

です。また、動画で出てきたことの一つは特に印象で残っています。それは「企業が子ど

もを育てる」という文章でした。つまり、子どもが好き嫌いを別にして、楽な生活ができ

るために、どのような仕事をすればいいかを考えてから自分の道を選ぶものです。私は前

からそう思っていて、これは大変な社会問題だと思います。私も出会う人に「日本語を勉

強している」と言ったら、その人たちによく「どうして日本語ですか？中国が最近経済的

に強くなっているので、中国語を勉強すればよかったのに・・」言われます。そういうと

きに、私は「日本語が好きだから」と答えたら相手が目をくるりと回すこともあります。 

貰ったプリントを読んで感じたものは、グローバリゼーションとは、オリエンタリズムと

少し似ているということです。オリエンタリズムというのは、欧米人が作ったアジアのイ

メージです。たとえば、欧米人が旅に出て、帰国したら旅した国について説明したりする

ことで「日本はこういう国ですよ」とか言って、一般的なイメージを作り出してしまいま

す。どうしてそれについて考えてしまったかというと、オリエンタリズムでも、グローバ

リゼーションでも、欧米が原因となっているからです。欧米がそのように自己中心的では

なかったら、もっと地球の様々な文化などが大切されていたと思います。 

 



感想 

 

 グローバリゼーションを議題にして、「幸せの経済学」と言う映画を本授業で見たんで

すけれども、本撮影での経済学は何でしょうと考えました。私の考えではグローバリゼー

ションとは、人と人の間にあるつながりです。その映画を見て、そして先生がいただいた

ものを読んでこういう結論を出しました。 

 人間は生まれて、成長して目的を作ってその目的が叶うために色々な活動をします。そ

れは自分の目的以外にまた何のために社会的にそれはどうでしょう。例えばある人は物理

学者なりました、研究とか色々調査をしました。それは今世界で起こっている戦争、貧乏

な生活をしている人、伝染病の被害者などのために何かいい役立つものにもなるのでしょ

うか。それぞれ専門や学問、社会などは相互的に関係があるはずだと私は思います。問題

は人間と人間の間にある関係、お互いのことを理解することだと思います。国々全部友情

を作ることが非常に大切で、それぞれ世界の人全員は自分の目的として世界はいつも平和

であるため貢献することがグローバリゼーションの意味であるのではないでしょうか。 

 

２１世紀は入ってからニュースとかで一番聞こえる言葉はグローバルだと思う。新聞で

よく出ている言葉もグローバルだと思う。企業も「改革、創新」のスローガンでグロー

バルの道で進んでいる。グローバル化はそんなにいいことだろうか？ 

 確かに、グローバル化を進んでいる現代社会では、様々な面で便利になっていった。

国と国の間で経済や政治そして文化的な交流は急増にしている。国境を越えて人口、も

のの移動と共に人々の国境意識を薄くなって世界は一体化に進んでいる。中国国内の実

情から見ると、国民の全体的な生活は１０年前より豊になった。子どもの教育は国際化

の方針に合わせて改革されている。以上のような様々の所から見れば、グローバル化の

進みは様々なメットルがある。 

 しかし、グローバル化の進みにより人々はあまり注目されていない悪影響もある。ま

ず、貧困問題は国際化になっている。近年では、国境を越える人身売買や器官売買そし

て伝染病も激増にしている。一国の政経問題について解決するのも国際的な協力が増え

ている。または国際的な軍事力とか強制的に介入する場合も少ないのではない。 

 私は最も注目している所はグローバル化によって伝統的文化とか忘れられている所で

ある。コストと人件費の節約のために伝統を代わりに科学技術の使用になってしまう。

今の私達若者は伝統的なものと徐々に外れて完全に現代化、科学化な世界で育てられて

いる。いくら革新のいい所があっても伝統的文化とか歴史の価値と比べられないと思

う。革新と利益を追求している現代社会人として後人に残られるのだろうか、それはこ

れから私達真剣に考えなければならない課題だと思う。 

 

グローバリゼーション  

グローバリゼーションによって、全世界は一つの社会になり、地理的な距離や境界を超え、

その一致した社会の人々の交流幅が広くなると思う。 

実は、グローバリゼーションは経済、文化、社会、政治、科学などに影響を与える。良く



も悪くも、グローバリゼ―ションは、現在の世界から欠かせないことになっていたのであ

る。 

グローバリゼーションにはいくつかの特徴がある。例えば、観光業の成長、技術の昇進、

文化交換、国際交流を広めることである。 

世界中の各国の様々分野での昇進はグローバリゼ―ションのお陰であると思う。 

私の意見では、グローバリゼーションは一番早く影響を及ぼす分野が文化である。なぜな

ら、マスコミの経由で、人々は自分の国だけでなく、他の国の文化に知りあって、そのお

かげで、その国を旅行したいと思い、結局、観光業にも影響を与えるからだ。 

グローバリゼーションの特徴はそれぞれ、連続的に関係があると思う。 

しかし、悪いところは、自分の文化を忘れ、新しくて面白いと思っている文化に近付くこ

とだと思う。 

 

 

多文化社会とコミュニケーション               

 

「幸せの経済学」を見て 

 「幸せの経済学」ではグローバリゼーションについて、事例などを通しながらそのデ

メリットについて触れている。それを見て、私は目から鱗が落ちるようであった。映像

の中で挙げられるデメリットを知らなかったというわけではない。指摘されていた内容

は考えれば納得のいくことであるし、「知らなかった！」と感嘆することもなかった。こ

れより、私はそれらを見て見ぬふりをしていたのではないかと気づいた。自分の中に存

在する「グローバリゼーションは文化間の垣根をなくす上でとても大切である」という

一方向からのみの視点に捉われ、広くグローバリゼーションについて考えることができ

ていなかったのではないかと感じた。「多文化共修科目 B」を受講した大きな理由は、授

業を通して自分の視野を広げたいからだ。これからは固定観念に捉われず、様々な視点

から物事を見るように意識し、この目標を達成したいと考えた。 

 また、「幸せの経済学」を見て、グローバリゼーションは押し付けるものではないと感

じた。映像中で紹介されたヒマラヤのラダックでは、農業や近隣での交易によって土地

に根ざした暮らしをしていた。住民たちは皆その暮らしに満足し、楽しく、豊かで、持

続可能な生活を送っていた。それが近代化によって周りの村々で道路が整備され、情報

や技術が流入するようになると、彼らは自分たちの村を批判的に見るようになり、周囲

に合わせようとして必死になった。その結果ラダックの文化の根本が崩壊してしまっ



た。それは、世間が近代化を押し付けたのが原因だと思う。世の中で起こっている近代

化が格好良く、今時だという価値観を強要することにより、ラダックの人々は自分の村

が持つ文化に自信を無くしてしまったのだろう。これはきっと、グローバリゼーション

においても同じことが危惧される。授業で提供された資料では、「グローバリゼーション

＝英語が話せること・英語教育の充実」という認識になってしまっていることが指摘さ

れている。グローバリゼーションとは、国境などに関係なく、全てのヒト・モノ・コト

が相容れることだと認識している。英語は確かに幅広く用いられており、世界でコミュ

ニケーションを取る上で駆使できることに損はない。しかし、「英語」をグローバリゼー

ションの一つの基準にしてしまっては、全てが交流することには繋がらないと思う。そ

れどころかラダックで起きたように、世の中に存在する言語や文化が消失する恐れがあ

る。文化間の交流、あるいはグローバリゼーションが進む社会においても、自己の文化

は保持していくべきだろう。 

 したがって、グローバリゼーションでは何かを押し付けるのではなく、それぞれの文

化をお互いが理解し、受け入れるという姿勢が必要なのだと思う。問題点ももちろん

多々あるが、参考文献にもあるようにグローバリゼーションは社会の流れであり、批判

してみたところで止めることはできない。受け入れて、その社会の動きと上手に付き合

っていくことが大切なのだろう。それができるのならば、グローバリゼーションはとて

も将来性のある傾向だと思う。 

 

 

 参考文献を読んだ感想 

 

小さい冊子を読んだ感想は授業で少し見た映画と被ることがあるが、自分が思う一番の

世界の幸せが感じづらくなっている原因は、“幸せを自分の外に求めていること”だと

思う。 

映画のテーマは幸せを経済やグローバル化からみつめている映画だったと思う。初めに

出てきた村はほかの経済などが介入する前は自分たちの生活に幸せを求めていたが、そ

の後は自分たちの生活をほかの国などと比較してしまったことが不幸の始まりだったと

思う。 

だから自分たちも、他と比べることで優越感だったり、存在意義を見出すのではなく、

時には比較することもあるだろうが、自分たちの生活に目線を向けることが大事だと思

った。 

大きいほうの冊子を読んで分かったことは、国家としてのグローバリズムが先走ってい

る状態が問題なのだと思った。もともと国家と多国籍企業の求める人材が異なってお

り、そこに今の状況を把握せず、やみくもにグローバル化を進めていると感じた。 

なぜ国家がグローバリズムを求めるかというと、先ほどの感想とも被るが世界での自己

定位に目線を向けているからで、やはり自己と他人を比較している状況がある。 

これを改善していくことが、個人や国家の幸福に繋がると思った。 

 

 



幸せの経済学の感想 

 

 グロバリゼーションは世界中に広がり、各文化を同一にしようとしている。その言葉

を聞いたら、いいイメージしか浮かばなかったのだが、それは浅い考え方だった。今ま

で、グロバリゼーションというのは自分の文化が一番だと思わず、国境を超えて多文化

の存在を認めると思っていた。しかし、『幸せの経済学』を見たら、グロバリゼーション

の恐ろしい面も見えてきた。この映画の主張しているのはグロバリゼーションが人間を

不幸にするということが分かった。 

 近頃、世界は繋がっているため、他国の文化が簡単に見られる。それで、自分にない

ものを求めるのである。例えば、アメリカの文化を受け、アメリカのように自由になり

たい、アメリカンファッションがカッコいいなどのような考えが湧いてきたら、今の自

分であることを捨てたがるなど。そういうことで、若者がアイデンティティを失くして

いるらしい。つまり、自分の文化を捨て、新しいアイデンティティを探していることに

よって、不幸になっているのだ。けれども、それは本当に悪いことなのだろうか。確か

に、自分の文化を全部捨てて新しい文化ばかり受け入れるのが良くないのだが、自分な

りになりたいことも悪いことでもないと思う。だから、自分の文化も守りながら、新し

い文化も受け入れることが望ましいであろう。 

 その上、グロバリゼーションによって、世界中のものが簡単に手に入れることができ

る。それに伴って、使い捨てる商品や輸入品が増えて来ている。人はものの価値に気に

しなくなり、使いたいだけ使ってしまうし、輸入・輸出することによって二酸化炭素が

発生するのだ。つまり、心理的だけでなく、身体的にも辛くなり、不幸になるのであ

る。 

 しかしながら、グロバリゼーションは確かに恐ろしい面がたくさんあるのだが、後戻

すことができない。時間が経てば経つほどつづいて行くのだ。従って、それを受け止

め、幸せに生活できる方法を探さなければならないと思う。つまりは、「グロバリゼーシ

ョンのせいで人が不幸になる」とせめないで、これからのために自分の元も忘れず、グ

ロバリゼーションを把握しながら生活していった方がいいと思う。 

 


