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【抄録】 合同授業とグループ別に加えて、それぞれのグループ間の合同授業による文化比較（生活文化

子
里＊

言語文化

音楽文化など）の中から、異文化との共生に必要となるものや諸問題を考えるために、外国人留学生を招いて交流会
を持ち，各文化の共通性と異質性を理解、体験し、多文化コミュニケーションの重要性や必要性に気づき、異なる文
化に対する感性と寛容性を高め、多文化コミュニケーションのあり方を考える。
【キーワード】 学び合い
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地球市民
性を高め、身につけさせる場面を取り入れる等、ものご

１．はじめに

とを客観的に理解する力を伸ばしていく。

「多文化コミュニケーション学」では、世界の多様な文

２）に関しては、日本と他国の文化を比較する場合、

化（自国の文化を含め）や文化の背景にあるものの見方・

異質性に着目するだけではなく同質性にも目を向けるよ

考え方について理解し、疑似体験や学び合いを通し異文

うな授業内容を考える。生徒の抱く感情
（嫌悪感や好感）

化との共生に必要な感性と寛容な心を高め、異文化間に

を考え、同質性と異質性をバランスよく扱うことに心掛

おきる諸問題に柔軟に対応し行動する力を育成すること

ける。

をねらいとしている。このねらいを達成するために、高

３）に関しては、今年度は、授業の始め（５月）と夏

校２年生を対象に１クラス４
０名を３つのグループ
（生活・

休み後の授業の終り（９月）の２回、３グループ合同授

言語・音楽）に分け、それぞれのグループを３人の教師

業として、外国人留学生を招く。第１回目は挨拶を通し

（国語・英語・音楽）が担当して生活・言語・音楽につ

て異文化に直接触れる機会とする。また第２回目は自分

いての授業を少人数で展開してきた。但し、３つのグ

たちが調べた課題を分かりやすく伝えるという実践的な

ループがそれぞれ単独で授業をするだけではなく、３グ

授業の試みである。多文化コミュニュケーションの授業

ループ合同授業を９回行い、教え合いの場面をつくり，

で身についた知識や態度が、実際に外国人に接する場合

他グループとの知識の共有を進めてきた。

に生かされるかどうかを試す機会とする。２回目には特

平成１９年度より「国際コミュニケーション学」はＳＬ

別授業「文化とコミュニケーション」の講師である高井

Ｐの地球市民学の前期の講座として実施し科学的思考

先生にも留学生とともに発表を聞いていただき生徒と留

力の育成や地球市民としての倫理観を養わせることをめ

学生のやりとりの持つ意味についてコメントをしていた

ざしている。また，後期に行われるＳＬＰの地球市民

だき「多文化コミュニケーション学」
（前期）の授業のま

学「共生と平和の科学」やＡＳＰの地球市民学で必要な

とめとする。

基本的知識や健全な国際感覚を身につけさせるプレ学習
としての役割も持っている。

２．授業の実際
特別授業１「グローバル化社会をサバイバルする！」

今年度は，次の３点を重点目標とした。
１）多文化コミュニケーションの重要性に気づき、異
なる文化に対する感性と寛容性を高め、身につけさせる
授業内容を工夫する。
２）文化比較の場面では同質性と異質性のバランスを
考えた授業内容に心掛ける。
３）３グループ合同授業で外部講師（留学生）による
直接体験や講義の導入を効果的に行う。
１）に関しては、授業の中で、異なる文化に対する感
＊中部大学准教授

４１

合同ワークショップ（３グループ合同）
（総合アドバイ
ザー野田先生）
（４月２
１日実施）
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ベ ネ ズ エ ラ：Sanmiguel Patricia alexandra（パ ト リ
シア）
１．アイスブレーキング：
留学生の皆さんと会話してみよう。まずゲストの名
前を覚えてそれぞれの言葉で挨拶をしてみよう。
２．留学生から見た「ヘン」な日本文化
留学生の皆さんが日本に来て
「これはヘンだ」
と思っ
た日本文化は何でしょうか。留学生には「ヘン」な文
化と見える習慣や、考え方に対して留学生が納得いく
ように説明してみよう。
３．留学生の国の挨拶体験（あとで討論）

ワーク１「世界の挨拶」
その１「世界の挨拶にチャレンジ」

最後に留学生からのコメント「多文化環境で生きる

その２ふりかえり

とは」
：

Ｑ１どの挨拶が印象的でしたか？なぜでしょう
３グループ合同授業「愛を伝える表現」
（斉藤・仲田・

か？

長瀬）
（６月２日実施）

Ｑ２どの挨拶に違和感をおぼえましたか？なぜで
しょうか？

「愛を伝える表現」をテーマに和歌（万葉・古今・

Ｑ３どの挨拶が一番印象的でしたか？諸君の常識

新古今）シェイクスピア（ロミオとジュリエット）

と何が違いましたか？何を発見しましたか？

イタリア歌曲（オ・ソレ・ミオ、君を愛してる）の
詞を比較し、それらの特徴と文化（国・地域）につい

特別授業２「多文化コミュニケーション合同ワーク

て発表した。時代や地域を超えて、表現スタイルは違

ショップ（３グループ合同）留学生との合同交流会

うが文化の共通性について、気づかせる授業である。

（野田先生）（５月２
６日実施）

生徒の感想は「こんなに激しくストレートに伝えるの
か」
「日本は短い歌に言葉にできない気持ちをのせてい
るのが印象的」である。
特別授業３「文化とコミュニケーション」
（特別講師
高井次郎先生）
（７月７日実施）
始めに、高井先生は「文化の定義」について次のよ
うに述べられた。
・人間が創出するものすべて（Herskovitz，１９
５５）
・意味を共有するシステム（Geertz，１９
６
６）
・文化はコミュニケーション（Hall，１
９７
６）
・集団のメンバーによって幾世代にもわたって獲得
され蓄積された知識、信念、価値観、態度など
・表層文化と深層文化

ワークショップのねらいは、留学生の方々の日本で

・共文化、副文化

の経験を聞いて、異文化の方には奇異にうつる自文化

次に、多くの具体例をあげながら分かりやすく説明

（日本文化）を留学生に説明する。また、留学生の

された。最後に「日本的コミュニケーションの特徴」

方々の国の挨拶を経験し、その挨拶の背後にある考え

について次のようにふれられた。

方を知り、多文化コミュニケーションを実践してみる

・間接的

ことである。

・非議論的、面子維持的

留学生は次の６人である。

・非言語重視、感情抑制

中国：ショウ

・会話のペースが遅く、受信者中心

ジョケイ（ジョン）

インドネシア：Karina Sali（リナ）

・直視的なまなざしを避ける、控えめなスタイル

タイ：Thongheam Dijitra（アン）

・察しと行間を読む能力を重視、腹芸

エリトリア：Essam Mohammed（エサム）

・垂直性、内外集団の区別、言語の使い分け

ハンガリー：Kemendy Victoria（ヴィッキー）

・集団の調和重視、腹芸の使用
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生から留学生の質問と生徒とのやりとりについてのコ

・文化はいろいろな次元で比較できる

メント（評価）をしていただき授業のまとめとした。

・比較するに注意すべき点は、自文化の視点から比

生徒の感想は「夏休みのレポート発表で、他の人が

較していないかということ

「多文化」をどう捉えるのか、少しばかり触れられた

・最新の文化理論は、文化的自己観

ことが、有意義に感じられた。普段の生活で、こうい

・心理学では個人主義・集団主義も重要な理論的枠

う形式ばった話題で話をすることはあまりないので、

組み

社会事象に関して他人がどういった考え方をもってい

と述べられた。生徒の感想は「高井先生の
ミュニケーション合同ワークシップ

多文化コ

るのかに触れる機会は、それこそ新聞や本、最近では

が、とても印象

インターネットもあるが、やはりそうしたメディア関

的でした。大学で学びたいと思うようなものばっかり

連に限られる。その中で、こうして身近な人の考え方

で、すごく自分のためになりました。例えば、時間志

を知れる今回の発表は、おもしろく思えた。
」である。

向で未来・現在・過去があったりしたりすること、活
動志向で「する文化」
「なる文化」があったりすること

グループ別授業

など、パズルを１つずつ入れるみたいでした。
」「文化
とコミュニケーションについて専門的な話が聞けた。

小グループに分かれての授業は５回で、各グループ
の人数は生徒の希望を調整して１
２〜１３人である。

とくに差別がうまれる背景について知ることができ
生活文化グループ（斉藤）

た。基本的な知識を幅広く学ぶことができてよかっ

１）授業内容例

た。
」である。

テーマは「日本のこころを探る」〜として、
特別授業４ 「異なる信仰、共通する価値〜イスラム
〜」
（特別講師

「桜」
「ことば」
「ことわざ」
「自然と年中行事」
「宗

服部美奈先生）
（７月１
４日実施）

教文化」について取上げた。 生徒の自由記述から

始めに、
「イスラームに対するイメージの偏り、異文

は、
「日本のことわざと韓国のことわざを比べて、お

化を理解すること文化の島、ハディース（預言者ム

隣りの国なのに、考え方や発想が大きく違っていた

ハンマドの言行録）家族を大切にする」などから話

ことが印象に残った。
」
「僕は桜についての授業がと

されました。次に「食生活ハラール食品とは？

異

ても印象に残りました。日本人は心から桜を愛し、

文化を理解するハラール食品を選ぶ（配布資料と共

そして、凛として生きる美の象徴として考えている

に）〜について、配布資料の中から具体的に学ん

人が多いことを知りました。
」
「世界のお祭りについ

だ後に、ワーク「敬虔なムスリム一家の友人の食卓を

て。国によって祝う対象のものが全然違うのが分

想像してみよう。」
に取り組みました。最後にまとめと

かった。神様を祝うのが多いが、神様もそれぞれ違

して「理解しようとする姿勢・似ている部分と異なる

う。国の考え方や、祝い方の面白さを実感できる一

部分・異なっていることを受け入れる・異文化で生活

つは祭りなんだなと思った。祭りは衣装や音楽や踊

することの大変さに想像力を働かせること」と述べら

りなど、文化をたくさん取りこんでいるので、その

れました。

国の特徴が分かる。
」「日本人の価値観や宗教文化。
何を美とするのか、また、それは他国ではどうかな

発信型多文化コミュニケーション合同学習会・発表会

ど。宗教は多神教で、日本人の優柔不断さとかを感

「価値観の異なる人々とのコミュニケーション力を磨

じた。
」などである。どのテーマも日常の生活の中

く（留学生とともに）」
（９月１
５日実施）

で、人びとがどのように関わるかを中心に取上げた

教育発達科学研究科の高井教授と名大留学生のウズ

ものである。

ベキスタンのタマラさんとモンゴルのＴＵＮＧＡさん

さて、生徒の事後感想に「皆で意見を出し合うこ

をお招きして、「価値観の異なる人々とのコミュニ

と。自分には考えもつかない意見が飛び交う風景は

ケーション力を磨く」を３グループ合同で行った。

興味深かった。
」や「日本のことはよく知っていると

先回各グループで発表した
「夏休みの課題レポート」

思っていたが、資料等を見ていくと知らないことも

の中から代表者を選び、３人の方に発表を聞いていた

たくさんあることにビックリした。身近であるから

だいた。その後、留学生から質問や感想を出してもら

知っていることもあれば、それと同じくらい知らな

い、発表者（生徒）と質疑応答をした。「異なる生活や

いことがあるんだと実感した。もっと日本のことに

言語や文化にどのように溶けこみ」
、または「異なる言

ついて知りたいと思った。
」
とある。日本文化を改め

語や文化をどのように受け入れ」たかについての実践

て多文化の中の一つとしてとらえてみることができ

的な学び合いを通して、お互いのコミュニケーション

たようである。

力を高めることが目的である。そして、最後に高井先

４３

そして、それらをもとに、夏休みのレポートテー

地球市民学
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マへと発展させた。「最も深く学習したことは、夏

本の絵本『こんとあき』が英語版では『Amy and

休みの「文化の受け入れ・溶け込み」、レポートで

Ken』というように、絵本が翻訳される際には、異

テーマにした「日本における欧米文化〜食文化につ

文化の読者にとってより親しみやすくするために、

いて〜」だ。課題として出されたレポートとはいえ、

登場人物の名前がその文化になじむ名前に変えて

自分が少しでも興味をもったことを調べたので、印

あったりするところがとても興味深かった。
」「同じ

象に残っているし、深く学んだ。」とある。授業で

言葉を用いたことわざなのに、文化によってその意

扱った内容を、各自の視点で深めたり広げたりした

味やとらえ方が違う場合があり驚いた。また、文化

レポートが多くあった。

の違う国なのに同じ意味を表すことわざもあり親近
感が湧いた。
」

２）成果と課題

「アニメの翻訳においては、単語、コンセプト、文

世界の多文化の広さを感じながらも、日頃は意識

化を外国語に訳すのは難しいことがわかった。
」「日

しないでいる日本の言葉や文化が、留学生や異文化

本のアニメの台詞やその文化背景を英語やフランス

の人には驚きであったり、受け入れがたいもので

語に翻訳して正しく伝えるのはとても大変な作業で

あったりすることに授業を通して気づくことがで

あることを知った」
「アラビア系のアニメを見て、日

き、日本文化のさまざまなできことを再認識する

本と全く異なる文化や習慣、風景やその描き方、ス

きっかけを持つことができた。それらをふまえて、

トーリーなどから異文化を学ぶことができて良かっ

今後はどのようなコミュニケーションが生活の中で

た。
」

必要になるのかについて、話し合うことができるよ
うなテーマと授業実践を模索していきたい。

「インドの大衆映画には、スターの登場の場面、勧
善懲悪のストーリー展開、歌と踊りが入るミュージ
カルの場面など、日本と全く異なる文化の影響を見

言語文化グループ（仲田）

ることができた。
」
「インド独特の英語のアクセント

１）授業内容例

も印象的だった。
」

言語文化グループでは、
「自国文化を再認識しな

文化の違いを、はっきりと知ることができたり、

がら、世界の多様な文化の存在に気付き、異なる文

日本と全く異なる文化や習慣、風景やその描き方、

化に対する理解と感性を高める」
ことを目標として、

ストーリーなどから異文化を学び、異なる文化に対

５つの課題に取り組んだ。

する感性と寛容性を高めることができた。今後は異

第１回は日本のわらべうたと英国のマザーグース

文化の読者にとって親しみやすくするために、登場

の比較、第２回は日本語の絵本と海外の絵本の比

人物の名前がその文化になじむ名前に変えてあった

較、第３回は英語・日本語・中国語のことわざの比

りするような、文化や文明間に存在する諸問題に対

較、第４回はアニメの中の異文化をテーマに日本の

して考えさせる授業内容を工夫する。

アニメと海外のアニメの比較、及び翻訳時の問題点
について、第５回は映像の中の異文化をテーマに、
インドの食文化とインドの大衆映画の一部を見て異
なる価値観について考えた。

音楽文化グループ（長瀬）
１）授業内容例
音楽は世界共通の言語であると言われる。外国語
がわからなくても、その国の音楽を楽しむことがで

２）成果と課題

き、文化の異なる人とも音楽を通してその楽しさを

生徒の感想としては、
「今まで漠然と感じていた

共有することができる。世界には様々な音楽文化が

文化の違いを、この授業ではっきりと知ることがで

あるが、その根底には、国や地域の歴史、文化的背

きた。例えば日本のわらべうたと英国のマザーグー

景、国民性などが密接にかかわっている。そこにつ

スでは、唄うときの発声方法が異なることを知って

ながるものの見方や考え方を理解し、音楽と文化の

驚いた。」「わらべ歌にはそれぞれ由来や歴史があり

関係について興味関心が深まるよう授業実践を行っ

文化と深く関わっていると思った。
」
「マザーグース

た。

の本がたくさんあり、ハンプティ・ダンプティの絵
が版によりそれぞれ個性的であった。
」

ここでは、国歌をはじめとして、民族音楽や世界
の愛唱歌を取り上げた。国旗・国歌の授業では、そ

「外国語の絵本の中にその文化が反映されている

れぞれの国における建国の理想や願い、さらには国

部分があり、外国の家や町の様子などを意識して読

民性や宗教などが含まれているということに気付か

むことで多くの発見があった。
」
「ピーター・ラビッ

せたり、民族音楽の授業では、舞踊が宗教や儀式、

トの映像を見たとき、ピーターやベンジャミンバ

自然環境と密接に関わり合い、人々の芸術に対する

ニーがイギリス英語で話していて衝撃だった。
」
「日

畏敬の念が息づいているということを学び、インド

４４
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ネシアの民族音楽ケチャに挑戦したりした。また、

ようにたくさん聴かれ、愛され、どんどん他の文化

世界の愛唱歌の授業では、歌詞に注目し、国を超え

を吸収して変わっていくのが、何とも言えずすごい

ると歌詞がどのように変わっているのかを知り、ど

なあと思った。
」
「国歌はその国で一番伝えたいこと

うして変わっていったのか、受け入れる側の時代や

を表しているものだと思った。ただ、君が代も、国

価値観などにも影響していることを気付かせるよう

歌が作られた時と状勢が変わっていて、海外の人は

な授業実践を行った。

国歌でその国のイメージを持っているかもしれない
ので、違うことを伝えたいと思う。
」

２）成果と課題

上記の記述内容のように、様々な音楽文化の根底

生徒の自由記述より、

に、その国の歴史、国民性などが密接にかかわって

「国旗や国歌について、自分の国でも知らないこ

いて、そこにつながるものの見方や考え方に興味を

とが多くて、自分の国について知ることは他の国を

持つことができたと思う。また、「民族音楽ケチャ

理解するうえでとても大切だなあと思った。
」「世界

が印象的だった。見たことはあったが実際にやるこ

の曲は刺激的なことをいっていて驚いた。でもそれ

とができて楽しかった。」と、自らが体験すること

によって、国民や世界に向けてメッセージを発信し

で、異文化を身体で感じた生徒も多くいた。しか

ていることがわかった。
」
「世界の国々の歌や童謡が

し、ケチャのリズムアンサンブルのできばえにとら

日本語でたくさん歌われているが、歌詞の意味が全

われてしまい、その文化の根底となる考え方や生活

然違うのに驚いた。たしかに歌詞の内容が戦争のこ

との関わりに興味を持たせるには、もう少し工夫が

とだったり、もっと残酷なものだったりするから、

必要だったように思う。多文化を理解するこという

そのまま歌うのはどうだろう思うものがたくさん

ことに加えて、知識と体験活動とのバランスをとり

あった。国によって歌詞の解釈を変えたりするの

ながら、多文化社会の中でコミュニケーションする

が、その国の土地柄や宗教に関係していて興味を

重要性や必要性に気付くことができるような授業実

持った。」「音楽はいろいろな状況に置かれてとらえ

践を工夫していきたい。

方がいくつもあることに驚いた。その音楽も、その

３．前期授業内容
「地球市民学」前期：多文化コミュニケーション学
回

予定日

生活文化グループ

１

４月１４日（火）
全体説明･希望調査
３グループ合同

２

４月２１日（火）

特別授業１ 多文化コミュニケーション合同ワークショップ（３グループ合同）
＊多文化社会をサバイブする（野田先生）コミュニケーション合同ワークショップ
＊言語・非言語によるコミュニケーションを経験する 体験的異文化教室

３

４月２８日（火）

日本のこころを探る
（桜）

世界の国歌
国旗からみる国民性

わらべ歌とマザーグース
の比較考察、檜山うめ吉

４

５月１２日（火）

日本のこころを探る
（ことば）

世界の国歌
世界の国歌

日本と海外の絵本鑑賞、
日本語英語版の比較考察

５

５月１９日（火）

日本のこころを探る
（ことわざ）

インドネシアの音楽ケチャに挑戦

ピーター・ラビット鑑賞
日英ことわざ文化比較

６

５月２６日（火）
３グループ合同

特別授業２ 多文化コミュニケーション合同ワークショップ（３グループ合同）
留学生との合同交流会・発表会or討論（野田先生）

７

６月２日（火）
３グループ合同

愛を伝える表現（３グループ合同）

８

６月９日（火）

日本のこころを探る
（自然と年中行事）

歌で伝える愛と平和
（メッセージ）

アニメの中の異文化
アニメ翻訳の現場

９

６月２３日（火）

日本のこころを探る
（宗教文化）

世界の愛唱歌

映画の中の異文化
インド映画、インド人英語

１
０

６月３０日（火）

生活・音楽・ことばシリーズのまとめ＋夏休み探求課題の説明

オリエンテーション
斉藤グループの説明５分

宗教文化グループ
オリエンテーション
長瀬グループの説明５分

４５

言語文化グループ
オリエンテーション
仲田グループの説明５分

地球市民学

多文化コミュニケーション学

１
１

７月７日（火）

特別授業３ 多文化コミュニケーション合同ワークショップ（３グループ合同）
「文化とコミュニケーション」
（特別講師 高井次郎先生）

１
２

７月１４日（火）

特別授業４ 多文化コミュニケーション合同ワークショップ（３グループ合同）
「異なる信仰、共通する価値〜イスラム〜」
（特別講師 服部美奈先生）

１
３

９月１日（火）

発信型多文化コミュニケーション
合同学習の準備

発信型多文化コミュニケーション
合同学習の準備

発信型多文化コミュニケーション
合同学習の準備

１
４

９月８日（火）

発信型多文化コミュニケーション
合同学習の準備

発信型多文化コミュニケーション
合同学習の準備

発信型多文化コミュニケーション
合同学習の準備

１
５

９月１５日（火）
３グループ合同

発信型多文化コミュニケーション合同学習（留学生とともに）
「価値観の異なる人々とのコミュニケーション力を磨く」合同発表会

１
６

９月２９日（火）
３グループ合同

振り返りと総括・事後アンケート

つけるようなことを言ったりしてしまうかもわからない

４．アンケート結果

から。これは何も多文化間でなく、友達同士でコミュニ

２
００
９．
９．
２
９、授 業最終日にアンケートを実施し た。
（

ケーションをとる時にも同じように言えることだと思

）内の数字は質問に対して、肯定的な意見を選択し

う。人のことを受け容れることは、自分の世界を広げ

た生徒の割合である。

るってことだと思います。
」とある。この授業を通して、

・一つの授業に複数の教員が関わることにより、様々
な視点から知識が得られると思う。

「多様な文化を持つ人びととコミュニケーションするこ

（７
１％）

とができる」という意識が持てるように変化してきたこ

・学校外の先生の授業では経験的、専門的な知識が得
られると思う。

（８２％）

とが分かる。
事前アンケート結果

・様々な問題が入り組んだ現代の社会問題に関する知
識が得られたと思う。

（６
２％）

・新教科で扱ったような「答えの出にくい問題」につ
いて学習することは大切だと思う。

（７
５％）

・一つの大きなテーマを３つのグループの視点から多
角的に考えることができると思う。

（６
２％）

５

１
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３

３
７

８

２
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６
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２
３
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２
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３
５

１
２

３
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１
８

４
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５
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３５

１

２

１
３

０

２
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平均

３．
５
４

２．
６
７

４．
１
３

３．
５
６

２．
８９

・一つの課題を深く分析したり、幅広くまとめたりす
る機会になると思う。

（６
１％）

事後アンケート結果

・新教科の授業を通して、自分の教養が深く広くなる
と思う。

（６
９％）

次に、事前と事後のアンケートを比較すると、
「世界の

５

８

３

３
６

１
２

５

４

６
１

２
２

６
２

５
３

３８

３

２
２

４
０

８

３
１

３９

２

１
５

３
４

２

１
１

２２

多様な文化を持つ人びととコミュニケーションすること

１

４

１
１

２

３

６

ができる」の項目が、２．
８
９から３．
１２に変化した。また自

平均

３．
４
９

２．
７
４

４．
１
６

３．
５
４

３．
１２

由記述では「自分の常識で多文化の人の考えを理解しよ
うとすると、理解できなかったり、怒りを覚えたりして
しまう。多文化コミュニケーションにおいて重要なこと
は、一度その常識を捨て、相手の立場（文化・考え方な
ど）から、相手の意志をくみとることだと私は思う。そ
の上で、自分の文化的立場から意見を言えば、相手にも

５．成果
「留学生との交流会」における相互の学び合い

自分にもプラスになると思う。文化が違えば考え方や常

３グループ合同授業で外部講師（留学生）による直接

識が違うのは当たり前のことなので、異文化の人と接す

体験や講義の導入を効果的に行うことに関して、授業の

るときは、冷静かつ友好的な態度をとるべきだと思う。
」

始め（５月）と夏休み後の授業の終り（９月）の２回、

や「多文化間でコミュニケーションをとるためには、ま

外国人留学生を招いた。

ず相手の文化を知ることが必要不可欠である。自分とは

事後アンケートの自由記述で、「学習活動で印象的

違う思想・慣習などをもった人と話すのに、それを知ら

だったもの」として、３
５％の生徒が取り上げているのが

なかったら話はかみあわないし、もしかしたら相手を傷

「留学生との交流」である。

４６
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ことも質問されていて文化の違いを感じた。こうい

・留学生との交流がいちばん楽しかった。いろんな人

う形で異文化を学ぶのもいいと思った。

がいて、いろんな考えがあって、留学生が疑問に

高井先生から、生徒と留学生のやりとりの内容が持つ

思っていたことは、わたし達にとってはなんの疑問

意味とその価値観の違いについてコメントをしていただ

ももたずにやっていたことだったから、説明するの

けたので、学びあったことを別の視点で確認し評価する

がすごく難しかった。あらためて、自分達がしてい

時間として、有意義なものとなったからである。

ることについて考えるきっかけとなった。
・留学生との交流が一番印象に残っています。普段か

６．今後の課題
今後の課題についての生徒の意見は、次のようであ

ら外国人との交流がないわけではありませんが、ア
ジア系の方などと交流したことがなかったので、楽

る。

しかったです。アラビア語？とか書けたらカッコイ

・ほぼ毎回、ふり返り（書いたり・話したり）をする

イと思う。自分が普通だと思っていることが、国が

時間がなかった。もう少し、ふり返りの時間や、ま

違えば普通ではないという当り前のことを改めて思

とめの時間等の余裕がほしい。
・１つのことに１時間しかとれないため、考える時間

い知らされました。多文化の中で生きていく辛さが

が少ない」
「学ぶ内容が具体的すぎるし、受け身すぎ

よくわかりました。

る。もっと主体的に学べる授業にすべきだ。

・印象に残ったことは、留学生との授業だ。合同ワー

・総人のように、１年間通しての学習の方がよいと思

クシップでは、中国の人と一緒に授業をうけた。話

う。

を聞いていると、同じ東アジアだし大きく違うとこ
ろはなかったが、日本の制服が学ラン・ブレザー・

・
「多文化」偏重だった気がするので、
「コミュニケー

セーラーとたくさんあって、お洒落だと言っていた

ション」も大切にする（第２回のような）授業も増

のには驚いた。また、中国の中でも民族の間で大き

やしてほしい。また、意見発表ももっと増やしてほ
しい。

く文化が違うし、何だか他の国の人みたいなニュア

・なんとなくテーマが普通すぎる。驚きや意外性がな

ンスを含んでいたのにも、日本との違いを感じた。

い。

私は、この授業から異なる国の人の何をお洒落だと
感じたりするかなどの価値観を知ってみたいと思っ

・もっと文献をとり入れる。

た。

・実践と反省の繰り返し型の授業というのもいいので
は…。

・日本には今、多くの外国の方がいて、その人たちは

・３クラスではなく、５〜８クラスに分かれられたら

各々日本の習慣や生活の様々な小さな点についてた

面白い。より多角的視点で世界を見られる。

くさん疑問を持っていることがわかった。しかし
「どうして？」と聞かれた時に、さらっと答えられ
ることなんてほとんど一つもなくて、自分の国、自

また、授業後の生徒のコメントには、

分の身の周りのことのはずなのに、どういう意図

・文化コミュニケーション・・・多様な文化と、コミュ

で、どういう気持ちでそうしているかが全くわから

ニケーションをとる。その文化を受け入れる必要が

ないことが自分でも不思議だった。

あるのかは別として、コミュニケーションをとれる

小グループでの留学生の方との交流や話し合いは、授

能力は、このグローバル化の時代に於いて必要な力

業が終わってからも続き、相互の学び合いとなったから

なのではないかと思う。上で、受け入れる必要があ

である。

るのかは…といったのは、僕の中で受け入れること
と認めること、知ることが別の意をなしているから

「夏休みの課題（レポート）発表」と留学生を招いて

で、どちらかというと、受け入れることより、その

の合同発表会

文化を知ること、なにより認めることで自分の文化

事後アンケートの自由記述で、「学習活動で印象的

について理解したりする、その過程と、
「認める」と

だったもの」として、２
５％の生徒が取り上げているのが

いうことが、その多様な文化をもつ人々とのコミュ

「夏休みの課題（レポート）発表」と留学生を招いての

ニケーションの場に於いて最も大切なのではないか

合同発表会である。

と思う。まぁ、文化を認める、受け入れることより、

生徒の振り返りから

その人を受け入れることの方が大事。

・夏休みのレポートの合同発表会。同じ発表を聞いて

・ 多文化 という言葉で一くくりにするのは、あまり

いても、留学生と高井先生と私が感じることは全然

好ましくないと思う。人間はそれぞれどのように考

違うこともあって驚いたから。留学生からの質疑応

え、どういうふうに感じるかは全く個人の次元の話

答では、日本人だったら普通だと思っているような

であり、たとえ生育環境にある程度由来しているか

４７
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らといって、生来のその人の本質はその人だけのも
のでゆるぎないものだからである。もし、たとえ
ば、今と異なる環境、異なる価値観の中で生活して
いたとしよう。それで僕という個人にどのような違
いが生じるか。たとえ、常識が変化していたとして
も、僕という人間の本質から見れば、それはとるに
足らない些細な変化でしかない。どのような環境で
育ったかということよりも、本当に相手とコミュニ
ケーションをとりたいならば、そんなちっぽけなこ
とにとらわれず、相手の本質を的確に見極め、こち
らの意志を伝える、それが様々な人々とコミュニ
ケーションをとることができる「多文化コミュニ
ケーション力」というのではないだろうか。
・自分の常識で多文化の人の考えを理解しようとする
と、理解できなかったり、怒りを覚えたりしてしま
う。多文化コミュニケーションにおいて重要なこと
は、一度その常識を捨て、相手の立場（文化・考え
方など）から、相手の意志をくみとることだと私は
思う。その上で、自分の文化的立場から意見を言え
ば、相手にも自分にもプラスになると思う。文化が
違えば考え方や常識が違うのは当たり前のことなの
で、異文化の人と接するときは、冷静かつ友好的な
態度をとるべきだと思う。
とある。
今後、より充実した「多文化コミュニケーション学」
の授業にするために、生徒一人一人の日常生活における
気づきの中で出てくる意見を取り入れ、多様な価値観が
共存する社会で生活している生徒達自身の問題意識を掘
り起こし、より身近で発展的な授業テーマや学習方法を
工夫する必要がある。

（文責

斉藤）

４８

