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スティーブ・マッカーティはボストンで生まれ、ハワイ大学大学院で日本を専門に

学びました。約 40 年の日本滞在のうち、22 年間は教授として勤務している。現在、

大阪女学院大学および国際協力機構 JICA で講師を務める。1998 年からは、世界 

オンライン教育学会の会長も務めている。日本、アジア研究、バイリンガリズム、

テクノロジーを使った言語教育、オンライン教育などに関する著作は、日本語版の

リンク集もご覧いただけます: https://japanned.hcommons.org 

 

概要：この章では、日本に対するスティーブ・マッカーティの経歴をたどる。大学

院で日本を専門に学んだ後、アジアの宗教の融合を発見するまでの数十年にわたる

物語である。その過程で、著者は日本人の家族を得て、1993年に教授となった。四

国を中心に、名古屋、大阪での日常生活が描かれている。多くの野球チームで活躍

し、人気チームに参加することになった。日本語で日常生活を送ること、大学で教

壇に立つこと、原典を研究することなどが、言語能力の向上と文化変容の動機づけ

となった。著者は、言語教育や研究組織を率い、地元の先生方と四国の多言語ガイ

ドブックを共同制作した。2004年に大阪に移住してからは、家族全員がそれぞれの

道で成功した。JICAから招かれ、世界各国から訪れる公務員に定期的に日本を紹介

するようになった。明らかに日本の言語、文化、人々に接触するすべてが私の反省

を促すことに役立った。 
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高松市の山の斜面には、当時新興住宅が建てられたが、まだ下水道はなく、道路の

下に水路があり、汚水が流れていくだけであった。私たちも皆と同じように、町内

会に所属し、実務的なことや、息子たちが参加する運動会などを取り仕切っていた。

ある日、自治会長が、私たちも含む、坂の上に住む夫婦を集めた。多くの日本人は

駅の近くに住みたがるが、私は山や田んぼや竹林の景色が好きだった。自治会長が

「地下の排水路はコンドームでふさがれている」と、単刀直入に話した。誰にでも

起こりうることなので、皆が緊張の面持ちで沈黙した。そして、その視線の先には

私と妻がいた。しかし、妻は妊娠８カ月であったので、私たちはほっとした。 

なぜ日本なのか？ボストンからホノルルまでの形成期 

どうしてこんなことになったのだろう。一時は、日本の最も伝統と信仰のある島で、

自治会の会長（実権は妻）にもなっていたのに。それは、生まれ故郷のボストンか

ら、ずっと西へ向かったからである。それまでも『羅生門』という印象的な映画や

ボストン美術館の展覧会など、遠い日本を垣間見ることはできた。ノースイースタ

ン大学では、物理学から哲学に加え、さらに東洋の宗教に足を踏み入れてしまった。 

このように遠回りをしたがその後、アジアの影響が強いホノルルに住むことになっ

た。州議会でインターンをしていたとき、上司の議員はチャイニーズハワイアンや

フィリピン系人、知事は日系人であった。ハワイ大学に編入し、大学院でアジア宗

教を専攻することになり、国や言語を選択することになった。日系人、沖縄人、ハ

ワイに滞在・留学している日本人と親しく付き合うおかげで、日本を専門とし、日

本語を一生懸命勉強し、日本に移り住むことを決意したのは、何を勉強したかとい

うことよりも、そのような人たちに感銘したからであった。1979年の学会で、ハー

バード大学教授の日本学者エドウィン・O・ライシャワーに、私は「日本語を勉強

しようとしている」と話した。ライシャワーは目を輝かせ、「日本は成長の上昇気

流に乗っている国だよ」と言ってくれた。その後の日本経済発展を考えると、それ

は、なんと控えめな言葉だったことか。 

毎日約 3 時間日本語を勉強することで、日本での生活にも役立つ勤労意欲が身につ

いた。ひらがなやカタカナだけの文章より、漢字もある文章の方が読みやすいこと

を認識し、最初から漢字を勉強した。キャンパス内の日本人学生たちは、言語交換

やおしゃべりを楽しんでいた。学内の組織は、私のような参加者のために「日米学



生協会」と改称しており、仲間として歓迎してくれた。 

有望な研究分野の一端を垣間見る：日本の宗教の融合 

大学院時代、正面にプルメリア、裏手に日本庭園がある東西センターをよく訪れた。

ここはアメリカ国務省の外交シンクタンクでありながら、気軽にイベントに参加す

ることができた。ある時、センターに滞在している人が、日本の聖域について興味

深い講演をした。彼は、自分の発見は非常に特権的なものだと述べていた。私は若

い頃ボストンで仏教を学んだが、日本固有の宗教である神道には詳しくなかった。 

その講演者は、大昔に仏や菩薩と神道の神々が同一化され、山が象徴的に曼荼羅と

なって巡礼者が入ることができるように配置された場所で、シンクレティズム（異

なる宗教の融合）について力説した。40 年以上かかって、本州のその場所と九州の

そのような場所を特定することができた。そして、仏教、神道、その他のアジアの

主要宗教および民間宗教の共存と相互作用を示す明確な証拠がある四国の第三の場

所を特定することができたのである。(詳細は後述) 

日本へ移った頃 

学内の掲示板に広島の英会話スクールの講師募集広告があったので、応募して初め

て日本に滞在し、契約終了後にハワイに戻った。日本は、私が想像していたような

ネオンが輝く電気街ではなかったが、実際に足を踏み入れると、まったく別の世界

に入り込んだようなワクワク感が長く続いた。2 度目の日本滞在は、1981 年、四国

の香川県高松市の緑豊かな環境での会話学校募集広告に応募して実現した。その後、

修士論文のために香川で研究し、仕事をしながら遠距離でハワイ大学を卒業するこ

とができた。ホノルルに戻ると、日本で出会った素晴らしい人たちに会いたくなり、

州議会でもう 1 回働いて、日本への片道切符を手に入れたのである。そして、日本

語の能力と研究者としての信用を手に入れ、ある宗派の管長をスポンサーに、高松

に戻ることができたのである。 

野球を通じた語学力向上と文化変容 

西日本のどこに住んでいても、少なくとも 1 つの野球チームから声がかかった。ハ

ワイよりレベルは高いが、スラッガーが必要なチームもあった。軟式野球も風車の

ような早いピッチングのソフトボールも長年多くのリーグで活躍していた。 



 

日本人はほとんどアメリカ人と同じスポーツをするが、宗教的にやるようである。

また、社会的な局面も強い。異文化間コミュニケーションに関する研究によると、

日本人は集団主義と個人主義の両方を持っているが、私は日本人がチームスポーツ

や祭りの踊りや共有の笑いなどの集団体験に没頭するのが特に好きであることに気

付いた。チームメイトの夜遊びに参加したり、彼らの家に泊まったり、選手同士の

ソーシャルネットワークにつながったりした。日本語をかなり話すことができ、あ

る程度文化に馴染んでいれば、日本の集団の中に入っていくことが可能である。 

テニスや野球などのスポーツは、自らをモノリンガルだと考える大多数の日本人に

とっても、多くの英語用語を使うので、日本語を学ぶための中間的な場にもなって

いる。また、日本語の教科書には載っていないような方言も、プレーという行為を

通じて、文脈の中で新しい語彙を理解するための「足場」になる。ただし、ラフな

野球選手から学んだスラングの中には、礼儀正しい会社で使ってはいけない言葉も

あることを、私は大学の女性職員の赤い顔から学んだ。 

英語を教えること 

日本で英語を教えるということは、一般的に言って、難しいことである。EFL の訓

練を受けた者は、言葉の壁、教える場所の制度文化、英語で発言することに躊躇す

る生徒たちにしばしば困惑させられる。日本人の英語教師は生徒の文化を知ってい

るが、海外生活の経験がない限り、文法や読解の訓練によってコミュニカティブな

教育法には限界があることが多いのである。私は日本に来る前に言語と文化を勉強

したが、英語を教えることは体験で学ばなければならないスキルであった。数年間

の会話学校では、教科書を使って、自分の失態から学ぶことができた。 

愛媛県松山市にある評判の良い英会話スクールが突破口となった。「俳句のふるさ

と」、野球の盛んな地域、四国遍路の 4 分の 1 を占める県、比較的英語教育や国際

化に熱心など、1984年頃の松山は、私にとって理想的な場所であった。日本語と英

語の俳句が出版され、地域社会でのさまざまな活動で新聞やラジオ、テレビに登場

することも多くなった。 

そこで、バイリンガルとコミュニティ・サービスを理念とする全国語学教育学会



(JALT)の松山支部を設立した。実は、松山には国際的なコラボレーションを行うた

めのネットワークがすでに出来上がっていたのである。というのも、松山には今村

茂男という日米両国にまたがる素晴らしい教授がいた。今村教授は、何年か前から

中等・高等学校の英語教師の現職研修を行い、口語英語を教える訓練を行っていた。

その夏期セミナーを私が他の外国人教師たちとボランティアで復活させたところ、

県の中等・高等教育教員団体から現職研修として正式に認められた。松山支部は

JALT の歴史上、人口比で最も成功した支部の一つであり、今日まで日本人と外国

人の語学教師がバランスよく支部活動をしていることを嬉しく思っている。 

松山で培ったソーシャル・キャピタルと上級レベルの日本語、そして修士号という

最低限の資格の見込みで、香川短期大学の教員になるためになった。「外国人であ

ることを理由に特別扱いはしない」と明言され、入職時の仕事量は多く、給料も従

来の終身雇用制の下では少しずつしか上がらない。その 1985 年以来、74 学期連続

で教壇に立っている。 

また、専任教員になったことで、教育や管理業務にとどまらない活躍の場が広がっ

た。全国語学教育学会 JALT が提供してくれた専門能力開発の機会に感謝し、香川

支部長、全国バイリンガリズム研究部会長、そして全国執行委員として、日本の英

語教育界に貢献し続けられるよう努力していた。 

また、四国は歴史と文化が豊かであるけれども、海外ではよく知られていないから、

四国の情報を世界に発信する活動も行っていた。1995年に香川短期大学がインター

ネットに接続された間もなく、北米で始まっていた e ラーニングに取り組み、全米

短期大学オンライン会議での発表やプログラム委員会長として遠隔的に勤めた。そ

して、世界オンライン教育学会 (WAOE) をカリフォルニア認定の非利益組織として

創立した。 

結婚と家庭生活 

香川短期大学から姉妹校提携のために 1987 年にハワイに派遣され、そこで偶然、

大学の卒業旅行に来ていた名古屋出身の魅力的でしっかりした女性に出会った。帰

国後、彼女と日本語で文通し、結婚することになった。 

彼女の両親や祖父母は気さくで、まるで家族の一員になったような気分であった。



義父は堅実なブルーカラーの仕事をしていた。定年間際、会社の休暇ロッジで上司

と自由に話したことを聞いて、上司が義父に「意見があるなら言ってほしかった、

不満があることを知らなかった」と逆切れした。私の思ったことは、40 年以上も同

じ会社でポーカーフェイスを保ちながら、私生活では歯に衣着せぬ物言いというこ

とが西洋人に考えられない行動である。 

義父とよく宗教の話になり、日本人が複数の宗教に属していることを確認した。複

数の宗教を信仰することは、ほとんどの文化圏では考えられないことなので、私は

日本のこの特徴に魅力を感じるとともに、研究する上でも興味深い。国際協力機構

JICAの海外から研修をしに来る職員に日本を紹介するとき、義父が仏壇の前でお祈

りをし、神棚の前で手を合わせて神様を呼び出す様子をパントマイムで表現してい

る。 

我が家には二人の息子がおり、当初は「人と違うからいじめられるのでは」と心配

していたが、のどかな子供時代全体では、小学 2 年生頃に数回、猫なで声をかけら

れたくらいであった。近所の子供たちと自然の中で遊んだり、四国遍路の寺の周り

で遊んだりしていた。我が家にはグラフィックユーザーインターフェースを備えた

マッキントッシュがあり、早くからコンピュータを利用していた。3 歳の子供が近

所の 4、5 歳の子供たちに日本語と英語でコンパクトディスクのゲームの遊び方を

教えているのを見たことがある。 

子供たちが 10代になり、エレクトロニクスに興味を持ち始めた頃、次の教授職のた

めに大阪に引っ越して来た。関西は教育の場が多く、妻は大阪の百貨店に就職する

ことができた。長男は立命館大学でシステム工学を学び、IT と語学を活かして東京

でキャリアを積んでいる。次男もエンジニアの道を歩んでいたが、音楽に変えた。

心配したが、彼も長男と同様、正社員からより良い仕事に就き、現在はエンターテ

インメント業界でサウンドディレクターとして活躍している。彼を通じて、私たち

には 4分の 3が日本人の孫娘ができた。 

異文化間コミュニケーションとバイリンガリズム 

日本では毎日が異文化間コミュニケーションとバイリンガリズムの世界である。こ

れらは隣接する学問分野であり、異文化コミュニケーションは、外国文化に滞在す



る人々に、あまり言語を学習することなくガイダンスを提供するという点で別れて

いる。しかし、バイリンガルになることで高度な異文化コミュニケーションが可能

になり、バイカルチュラル（二文化所属・併用）になる可能性もある程度広がる。

日本の企業や家庭では同化圧力が強いが、日本では多くの外国人住民が「ネイティ

ブ化」ではなく、母国の文化に忠実であることが、日本社会で歓迎される傾向にあ

る。また、アクセントのない日本語を話すと、日本人は日本人の行動や態度を私に

期待することになり、それがかえって相互理解の邪魔になることもある。「付加的

バイリンガリズム」とは、第一言語を維持・強化しながら第二言語を習得するプロ

セスであり、同様のプロセスにより文化的アイデンティティを拡大することもでき

る。 

最初は自分の言語発達のためにバイリンガリズムに興味を持ったが、その後、日本

人と外国人を対象に調査を行い、バイリンガルになることの認知的・倫理的なメリ

ットを明らかにした。息子たちが生まれたとき、彼らをバイリンガルに育てみた。

現在私が教えている大阪女学院大学では、ある程度、バイリンガル教育の形でコン

テンツベースの英語教育が実践されている。長年にわたり、異文化コミュニケーシ

ョンとバイリンガリズムのそれぞれの授業を担当し、バイリンガリズムは私の主要

な研究分野の一つとなっている。 

巡礼の島四国・仏教と神道とは・神仏習合の名残のある主な神社 

注：この翻訳は日本人対象であるので、ここでは、一応英語による章の多くの日本

の歴史や宗教の説明を翻訳しない。自分の研究で発見した事を少し翻訳する。 

空海は現在の香川県の出身であり、私は幸運にも大学院よりの研究が同じく四国で

実地調査ができた。修士論文のテーマが空海であり、その後、香川に関する英語ガ

イドブックや、四国の英和ガイドブックを地元の教諭と一緒に作成した。 

私は世界の宗教という授業のティーチングアシスタントとして初めて神道を知り、

近年は行事や神聖な儀式に参加することで、より深く理解するようになった。2021

年 11 月、京都の文化研究所を率いる日本人の知人が、上賀茂神社で行われる千年

前の平安時代の儀式を再現した行列に、私と妻を招待してくれた。私たちは内宮に

入り、京都御所から移植された左近の桜を神に報告する儀式に参加できた。 



神仏習合の主な神社としては、最古の九州の宇佐八幡宮と本州の日吉大社が代表的

である。最近、比叡山に登り、森の中の道を探した結果、当時の社殿の跡やしめ縄

のかかった巨石、「神宮寺」と書かれた看板を発見することができた。宇佐八幡宮

と日吉大社は、私が四国で発見した神仏習合の第三の主要遺跡の背景となるもので

ある。 

曼陀羅化された山脈に見えてきたアジア宗教の総合 

大人になってからずっと、宗教的な神話やシンボルを含む象徴主義に魅了されてき

た。日本では、この興味から、古今の日本語による書類、僧侶へのインタビュー、

現地訪問などを通じ、四国にある仏教と神道の融合した場所の意味を明らかにする

ために、何年にもわたる探求を続けてきた。古代の人々が聖地を見たり、訪れたり

したとき、何を見たのだろうかという疑問に興味を抱いたのである。 

香川県琴平町を見下ろす象頭山にある金比羅山（琴平宮）は、古くは神仏習合の神

である金比羅大権現を祀る神宮寺であったが、明治の神仏分離で神社になった。象

頭山系は琴平町から隣の空海の誕生地である善通寺市にかけている。 

象頭山系で発見したのは、アジアのさまざまな宗教が代表されている。神社や仏閣

があるのはもちろん、御神体としての山や山岳信仰そのものが神道の要素となって

いる。金比羅の語源はサンスクリット語のクンビラで、ヒンドゥー教のガンジス川

のワニ神が仏教の守護神となったものである。秘伝的には、釈迦が重要な教えを授

けた象頭山の全体像とともに、インドから日本のこの地に飛んできたとされる。金

比羅山の奥の院である橋倉寺の住職は、私の研究の参考資料として、2 本の掛け軸

を見せてくれた。一つには金比羅大権現が白象としての金毘羅山に乗るように描か

れた。白象は仏陀とインドラの神話に登場する生物である。もう一つは古地図で、

金比羅大権現が空海のもとへ舞い降りる様子が描かれた。 

つまり、本地垂迹説のような神仏習合の九州と本州の拠点より多くのアジアの宗教

（ヒンドゥー教、道教、民間宗教）が四国の象頭山系で代表されていた。図解慣例

により、釈迦三尊と混合主義的な三尊二つも現れ、世界的に独特な神聖の豊なサイ

トを解釈した。全体として、象頭山系は巨大な曼荼羅とも言えるもので、幾何学的

に構成されたシンボルが聖域を確立し、巡礼者の注意を集中させるのである。 



～ ～ ～ 

日本における宗教の融合の証拠を探し出すことは、私の「日本への情熱」の一つで

あり、また、彼らの文化への関心を歓迎してくれた思慮深い日本人との深い関係を

築くことでもある。日本での生活は、単に母国との違いに適応する以上のものであ

る。日本に来たときに持っていた価値観や考え方と、日本で生活するうちに身につ

けた価値観や考え方を融合させる、いわば宗教的シンクレティズム（融合）のよう

なもので、その結果、ある程度、二文化のアイデンティティを獲得し、人生を豊か

にすることができた。  

～ ～ ～ 
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