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Ⅰ．基礎セミナーA（前期）「多文化社会を生き
　る」（代表：松浦まち子）

１．授業のねらい

　外国文化を持って日本で暮らす人々に焦点をあて，

彼らの視点を通した日本を知ることによって，日本社

会の課題に気づき，様々な文化を持つ人々が共に生き

ることについて考える。

２．受講者及び講師

　開講５年目の授業で，受講生は９名（内訳：文２名，

法１名，経済３名，工２名，農１名），TA は法学研究

科博士後期課程１年のブルハノフ　アクマルさん（ウ

ズベキスタン）にお願いした。ゲストスピーカーとし

て櫻庭セルソ智氏（ブラジル，情報科学研究科博士後

期課程１年，５／17），イスラム文化会及び Dr. S. イス

ラム・カーン氏（バングラデシュ，環境学研究科特任

教授５／24），金栄一氏（在日韓国人，５／31），稲垣

達也・アイーダご夫妻（６／14）に参加してもらった。

平成19（2007）年度は，浮葉正親，髙木ひとみ，松浦

まち子（責任者）の３名が担当した。

３．授業内容

３－１　スケジュール

　４／12　 オリエンテーション，自己紹介，プレゼン

テーション実演

　４／19　 ウズベキスタンへようこそ（TA の出身国

の文化を学ぶ）

　４／26　 体験した異文化について発表する，異なる

文化を持つ隣人について調べよう

　５／10　異文化疑似体験

　５／17　ゲストスピーカー「日系の人々と文化」

　５／24　ゲストスピーカー「イスラムの人々と文化」

　５／31　ゲストスピーカー「在日の人々と文化」

　６／14　 ゲストスピーカー「国際結婚した人々と文

化」

　６／21　 レポートを書く時の留意点と文献検索方

法，グループ分け，発表準備

　６／28　発表準備

　７／５　発表準備

　７／12（＋補講）　発表と討論

　７／19　発表と討論，まとめ，授業アンケート

３－２　口頭発表テーマ

　・国際結婚～日本での生活～

　・イスラムの死生観

　・ 外国籍の子どもたち～ナショナルスクールに通う

子どもたち

　・国際結婚～日本の国際結婚に対する制度

　・在日コリアンの民族意識の変化

　・海外留学について

　・中国人留学生の真実

　・イスラーム建築～モスク～

　・ 愛だけで国際結婚できるのか～覚えておきたい法

知識

３－３　レポート集

　毎年「レポート集」を作成して学生に配布している

が，一人一人に各教員からのコメントを添付してい

る。大学１年生の前期に行なう授業であればこそ，今

後の大学生活への厳しくも温かいヒントが含まれてい

る。４年生になったときにこのレポート集を手にして

自分の成長を確認してほしいものである。

４．評価

⑴ 　この授業では，留学生や地域に住む外国人等をゲ

ストスピーカーとして招き，それぞれの立場での話

をしてもらう機会を４回（４～８人）設けている。

ゲストスピーカーの話は，学生にとって，どんな書

籍にも勝る大きな衝撃を与え，学生に今まで考えて

みなかったことを考えさせ，印象深く残ることを毎

年感じる。まさに生きた教材である。今後に向けて

はこれらゲストに何らかの形でお礼の気持ちを表わ

せたら…と思っている。

⑵ 　2007年度は定員12名のところ９名であった。一方

で，第１希望にもかかわらず受講許可されなかった

異文化交流実践を授業へフィードバック

松　浦　まち子　・　浮　葉　正　親　・　田　中　京　子
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学生が涙声で受講希望の電話してきた。バランスよ

く配置するための教養教育院のご苦労も理解できる

が，定員割れとの矛盾を感じた。

【参考】学生からのコメント（アンケート自由記載欄�

より抜粋）

★ 　すっごく楽しかったです。あと，授業を通してい

ろんな人と出会えたし，いろんな考えを知ることが

できてよい経験ができました。

★ 　ゲストスピーカーの話をたくさん聞けて，普段の

生活では絶対にできない体験をたくさんできてほん

とうによかったです。講義自体の雰囲気もとてもよ

く，基セミに来るのが楽しみでした。一緒に受けて

いる人たちも，海外に行った人，留学生の友達を持

つ人，いろいろな人がいて意見を聞けて，気づくこ

とがたくさんありました。

★ 　少人数制なので発言しやすくてよかった。いろん

な人の話が聞けて，他の文化や宗教について知るこ

とができた。発表の練習をする場としてとても有意

義な時間になったと思う。

★ 　元々外国の文化に興味があり実際に話を聞けてす

ごいよかったです。

★ 　もっと，フレンドリーな雰囲気だったら異文化に

対し，今より興味も増え質問や自分の意見が言いや

すくなると思う。機械のトラブルが多かった気がす

る。

★ 　教員，TA のサポートが十分でⅠ期の間楽しく授

業に参加できました。

Ⅱ．教養科目「留学生と日本－異文化を通して
　の日本理解－」（代表：浮葉正親）

１．授業のねらい

　外国人留学生と日本人学生が討論や協同作業を通じ

て，両者の日本に対する理解と相互の理解を深めるこ

とを目的とする。名古屋大学内およびこの地域で異な

る文化を持つ人々が共に学び生きることの意味を考え

直し，多文化共生のあり方を模索する。

２．受講者及び講師

　学部生は24名（日本人学生19，学部留学生５）。受講

生の学部別内訳は，文学部１，教育学部２，法学部４，

経済学部８，情報文化学部２，工学部６，農学部１で

ある。学部留学生の国籍は中国３，ブルガリア１，マ

レーシア１である。これに10月に渡日した日本語・日

本文化研修生22名（中国５，インド４，インドネシア

３，韓国３，ベトナム２，タイ１，イラン１，スロバ

キア１，スウェーデン１，ロシア１），日韓共同理工系

留学生５名，短期交換留学生４名（いずれも韓国）を

加え，日本人学生19／留学生36，計54名で授業を行っ

た。

　平成19（2007）年度は，浮葉正親（代表），田中京

子，松浦まち子，堀江未来，高木ひとみの５名がこの

科目を担当した。全15回の授業内容と担当は以下のと

おりである。

３．授業内容

３－１　スケジュール及び担当者

　10／１　オリエンテーション（１）（全員）

　10／15　オリエンテーション（２）（全員）

　10／22　異文化との出逢い（田中）

　10／29　留学生と日本社会（松浦）

　11／５　異文化コミュニケーション（堀江）

　11／12　グループ活動について（浮葉，高木）

　11／19　グループ発表準備（全員）

　11／26　グループ発表準備（全員）

　12／３　グループ発表と討論（全員）

　12／10　グループ発表と討論（全員）

　12／17　グループ発表と討論（全員）

　12／25　グループ発表と討論（全員）

　１／12　グループ活動から学ぶ（高木）

　１／21　多文化社会について考える（堀江）

　１／28　まとめ（全員）

３－２　グループ発表のテーマ

　グループ１：日本人の食事マナー

　グループ２：恋人との関係

　グループ３：人目を気にする日本人

　グループ４：人前での愛情表現

　グループ５：日本のテレビ番組

　グループ６：成人式

　グループ７：日本の結婚式

　グループ８：働いていますか？

　グループ９：名字について
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４．評価

　昨年に引き続き，グループ活動に対する評価を重視

し，全体の40％（発表30％＋自己評価10％）とした。

その他は，レポート30％，出席15％，クラス討論への

参加度15％（10％は自己評価とした）である。グルー

プ発表に対する評価は，五つの評価項目を作り，５名

の教員による評価を15％，他の学生による評価を15％

とした。結果的には，どのグループも積極的に発表に

取り組み，22～27％を獲得した。発表のなかにはイン

タビューやアンケートによる調査の結果をパワーポイ

ントにまとめたグループも多く，全体に工夫が感じら

れた。レポートについては，レポートの採点基準や採

点方法について再検討しなければならないと感じてい

る。

　以下は，最終日に学生たちが提出したアンケートの

自由記述の抜粋である。

★ 　この授業では，自分の気づきを得ることに焦点が

あてられていて，他の授業とはちょっと違う気がす

る。しかし，そこがいいところでもあると思う。た

だ，最終レポートの負担が大きくて困っています。

個人的には，この授業で学んだことはたくさんある

が，目標がどこか分かりにくかった。実践はできた。

気づきもできたと思う。でも，理解ができたかは正

直わからない。というか，理解が何かわかるのが難

しい。

★ 　留学生のみんなから教えられることも多くあり，

特に自分の意見をしっかり持って発言するというこ

とを見習いたいと思いました。物事を進めるにあ

たって，他人任せにするのではなく，積極的に関わ

り，主体的に行動することが大切なんだと感じまし

た。また，日本人として「日本」について知ってお

かないと恥ずかしいと思いました。尋ねられたとき

に答えられないと情けなく感じたからです。

★ 　この授業を通して，色々な人と出会うことができ

ました。心理学のゲームをやりながら，他の文化に

接しました。時々日本語だけで自分の感想やアイ

ディアを伝えるのが大変でした。グループ活動のと

き，日本人の学生はいくら忙しくてもちゃんと集合

時間に来ました。この授業を通して自分を磨けまし

た。このような授業がもっとあれば，絶対参加した

いと思います。（留学生）

　今年度は，日本人学生の受講者が少なく，留学生と

の割合が約１対２となってしまった。しかも，グルー

プ活動が始まるまでに脱落した学生が数名（すべて日

本人）いたため，各グループに日本人学生が１～２名

ということになってしまった。過去10年間，日本人学

生と留学生の割合はほぼ１対１を維持してきたので，

初めての経験に戸惑った。昨年度からこの授業の内容

は，本学ホームページ「名大の授業」に公開されてい

る（http://ocw.nagoya-u.jp/）ので受講者が増えてもよ

さそうなものだが，あまり効果はなかったようだ。今

年度だけの現象なのか分からないが，来年度も日本人

学生の受講者が増えないならば，何らかの対策を検討

しなければならないと感じている。

Ⅲ．大学院授業「異文化コミュニケーション論」：
　国際言語文化研究科　多元文化専攻メディア
　プロフェッショナルコース（担当：田中京子）

　2003年度に国際言語文化研究科日本言語文化専攻に

て開講した科目「異文化接触とコミュニケーション」を

３年間継続し，昨年度より「異文化コミュニケーショ

ン論」の題で同研究科の国際多元文化専攻メディアプ

ロフェッショナルコースの授業として行なっている。

異文化コミュニケーションの理論と実践を核としなが

ら，メディアと異文化コミュニケーションの相互の影

響を視野に入れて，少人数セミナー形式の授業を進め

た。

１．授業のねらい

　母語や背景となる文化が異なる人たちが，意思疎通

をはかりながら共に生活しようとする時，どんな創造

や衝突があるか，文献購読や経験学習，討論を通して

考え学ぶ。

　コースの中では，共通言語として主に英語を使用し

て話し合いや実習を行うことによって，言語能力が

様々な人たちの間のコミュニケーションの特徴を実体

験し，積極的で公平なコミュニケーションについて考

察する。

２．参加者

　国際言語文化研究科日本言語文化専攻・多元文化専

攻の大学院生10名と，TA と担当講師の12名で進め，

必要に応じて学内外の学習支援者の協力を得た。

　年齢60歳代から20歳代までの男女，出身はアジア４
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地域，合計約10言語を使用できる，英語と日本語の運

用能力も様々な学生たちが参加し，他の協力者がいる

時にはさらに多様なメンバーとなった。

　メディアを専攻する学生の参加がなかったが，すべ

ての学生たちの専門にとって異文化コミュニケーショ

ンは重要な位置を占めていた。

３．TA：国際開発研究科D2　See�Eng�Teong さん

　TA は，中国の文化背景を持ち，マレーシアで生ま

れ育ち，イギリスで高等教育を受け，日本に留学して

いる大学院生であった。毎回授業に参加して出席確認

をし，討論に参加した。また授業１回分を使って，マ

レーシアの多文化環境とその課題について発表した。

学生が毎回宿題として英語で書くレポートの添削補助

を行なったが，学生たちは宿題を欠かすことなく提出

したため，毎回の添削の量は多く，熱心に取り組ん

だ。学生たちにとっては母語以外の言語で書くレポー

トの添削を継続的に受ける得がたい機会であった。全

員でまとめた論文では，講師と共に皆の論文を順序立

てて一貫性のあるものに繋いでいくという役割を果た

した。すべての仕事を，きちんとした時間管理と正確

さ，真剣さを持って遂行した。TA の補助は，参加者

全員にとってたいへん大きな支援となった。

４．授業内容

　⑴ 異文化間コミュニケーションに関する疑似体験学

習と振り返り

　⑵異文化接触の事例とその考察

　⑶文献購読（宿題，様々な文献からコピー）

　⑷文献についてのレポート（宿題，英語で執筆）

　⑸文献についての討論

　⑹ 発表（新聞記事・映画などを異文化コミュニケー

ションの視点から解釈）

　前期は異文化コミュニケーションの基本的知識を，

経験学習や事例検討を通して学び，ジェンダーとコ

ミュニケーションのテーマの時には名古屋大学セク

シュアル・ハラスメント相談所のスタッフが支援者と

して参加した。宗教とコミュニケーションのテーマで

は，名古屋大学イスラーム研究会メンバーが発表を行

い，討論に参加した。授業の場所も，文系総合館を中

心に，内容によっては他の研究科棟など適切な場所を

確保して行なった。

　後期は一人１時間使って，自分の専門または興味を

持つテーマを扱った新聞記事や映画の内容を，異文化

コミュニケーションの見地から解釈して発表した。記

事や関連文献は発表者が前もって参加者全員に渡し，

参加者は宿題として記事を読み，自らの解釈をレポー

トに書き，準備をして発表を聞けるようにした。内容

は各人の専門や文化背景を活かした興味深いもので，

言語も中国語，台湾語，英語，フランス語を扱ってい

た。発表後の討論も活発に行なわれた。発表者は発表

後に，全員のレポート内容も参照しながら論文をまと

め，TA と講師がそれらをつないでひとつの論文を作

成した。コースの終盤にはその論文内容について皆で

討論し，修正を加えて完成させた。

　参加者間に生まれるコミュニケーションの実践の中

では，参加者全体が非常に思慮深く，冷静に発言する

という姿が見られ，敬意と，時には遠慮も見られた。

はっきり目に見える摩擦等を実体験することはできな

かったが，言語運用能力の差によって生まれる発言量

の差や，年齢とも関わるとみられる発言に対する積極

性の違いなどを，討論の場で意識化し調整していく体

験ができた。また，学習支援者として新たな参加者を

迎えたときは，更に慎重な発言が多かったため，後日

の振り返りの中で，その慎重さの原因を探ることがで

きた。全員が発表前の準備等全く滞りなくこなし，宿

題もすべて提出するという，非常に学習意欲の高い学

生たちであり，レポートも高い水準のものが多くみら

れた。

５．課題

　教員はこれまで行ってきた国際交流関連業務や留学

生相談の中で培った異文化コミュニケーションに関す

る経験や知識を，個別教育（相談）だけでなく授業の

中でも生かすべく積極的にとり組んだ。逆に，この授

業を個別教育に還元して相談活動を発展させることも

意識している。個別教育と集団教育，教育と研究の接

点として，このセミナー式授業を大切に考えている。

　今年度の参加者は，年代層が厚く，出身地域も同じ

アジアの中でも異なる，等の多様性はあったものの，

欠席がほとんどない，宿題提出は完璧，発言が思慮深

く慎重という特徴を持ち，その面では文化的に類似し

た集団であったといえる。さらに多くの文化圏から個

性的な学生が参加することによって，挑戦度の高い

コースとなるであろう。
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　前期に使用した文献が異文化間コミュニケーション

について英語で執筆されたものばかりだったため，理

論編は西欧発のものに偏ったものとなっている。後期

の発表の中では他の地域発の新聞等をとりあげること

ができたが，今後は，参加者の言語能力をみながら多

様な言語による，多様な文化圏発の文献も使用してい

くべきだと思う。

６．成果発表

　国際言語文化研究科の論集である『メディアと文化』

第４号（2008年３月）に，参加者全員でまとめた論

文“Viewpoints of Intercultural Communication in the 

Media as Seen through the Researchers’ Collaborative 

Work”を掲載することができた。全員でひとつの文章

を作成するという作業は時間的・内容的に困難も伴う

が，コース全体のまとめを，見える形で発表できたこ

とは非常に有難い。このような貴重な機会に感謝して

いる。


