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外国人留学生との相互交流活動による

中学生の気づきと意識の変容

金城尚美・金城克哉・副島健作

１．はじめに

日本語教育において，言語の四技能を統合した活動で，かつ学習者主体に進

める授業としてプロジェクトワークが様々な形態で実践され，多くの研究がな

されている。また，教室内で学習したことを教室外での社会的文化的実践と結

びつける重要性の認識が高まるにつれ，学習したことを教室外で実践する場を

創り出す様々な取組みがなされている。大学では教室外での身近な存在として

日本人学生がおり，合同授業やビジターセッション，会話パートナー，ディベー

ト等の活動を通して彼らとの交流を促進する授業もその一つであろう。プロジェ

クトワークも教室内活動ばかりでなく発表の場を教室外に求める等，開かれた

活動として位置付けられ実践されている。さらに近年，日本語教育は，多言語・

多文化共生社会の実現に資する人材を育成する重要な役割も担っている（内海

2004）と考えられるようになってきた。教室の内から外へ，外から内へ向けた

取組みで地域と連携するケースも増えている。地域の学校教育機関と協力し，

相互交流をはかる取組みもその一つである。

一方，小・中・高校では，国際理解教育という観点からの授業や活動が盛ん

に行われている。日本における外国人在住者の増加などの社会的な環境を背景

に，多文化共生の社会作りの必要性・重要性が主張され，国際理解教育の目標

も変化してきた。国際化への対応だけでなく，人と人との関係のあり方や自分

を見つめ直すという視点から，「自己の確立」と「共に生きる」ことを両軸に

｢生きる力」の育成が重要であると考えられるようになってきたのである（佐

藤1998)。第15期中央教育審議会答申において国際化に対応した教育の留意点

の一つとして「広い視野を持ち，異文化を理解・尊重し，異文化圏の人々と共

生していく資質・能力の育成」が挙げられ，多文化共生時代に生きる児童生徒

の教育指針が示されている。この教育目標を達成するために国際理解教育の取
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組みが実践されているが，国際理解教育は地域に開かれた学習活動として展開

することでより高い効果が得られ，その実践には地域の人的資源として地域在

住外国人や留学生などとの交流を通した体験的活動が有効であることが指摘さ

れている（佐藤1998)。

このように，多言語・多文化共生社会の実現に資する人材を育成するという

点で､日本語教育における一つの役割や目標と，小・中・高校における国際理

解教育の目標とは一致している。したがって，日本語教育は小・中・高校にお

ける国際理解教育に十分に貢献することが可能であり，また小・中・高校にお

ける取組みが日本語教育に資することができると考えられる。留学生に対する

日本語教育と，「総合的な学習の時間」の取組みとしての国際理解教育を関連

づけ，連携・協力する活動は双方にメリットをもたらすと言えよう。

このような観点から，筆者等は留学生のお国紹介のプロジェクトワークと中

学校における国際理解教育の活動とに接点を見い出し，中学校教師と連携・協

力し，留学生と中学生の交流を通した活動を行った。本稿は，中学生と留学生

の交流会が中学生にどように受け止められたのか，どのような気づきや変容を

生み出したのかを考察することにより，教育的成果を検証し，中学校との連携

による相互交流活動が多言語・多文化共生の社会に資する人材の育成のために

貢献しうるのかを検討する。また，地域との連携・協力による相互学習の場を

提供する重要性を示す。

２．先行研究

上田（2003）は，留学生の日本語・日本文化の学習活動の一環として行って

いる小学校訪問のプロジェクトについて，目的や実践内容を紹介している。ま

たプロジェクト実施後，留学生，日本語教員，小学校の教員の三者を対象に行っ

たアンケート調査の結果からプロジェクトに対する評価について吟味し，留学

生と小学生の相互学習の場を作るために必要な課題を検討している。

また花見・橋本（2001）は，小学校と協力し留学生が小学校を訪問するとい

う異文化接触の機会を設け，段階を踏んだ活動を通して留学生教育と国際理解

教育とを関連づけた効果的な指導について報告している。報告では，小学生た
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ちの観察や反応を通した交流活動の様子や留学生たちからのコメントから，こ

のような活動を継続させ発展させるプログラムにしていくための課題を検討し

ている。

これまでは留学生，教師側の調査や意見等に基づく研究や報告が多く，留学

生と学習の場を共有した日本人生徒に関する教育効果を分析する研究は日本語

教育の分野ではまだ蓄積は乏しいと言える。そのため本稿では，中学生に行っ

た調査結果を基に考察を行う。

３．中学校との連携による交流活動の概要

平成15年７月２日，共通教育科目提供の初級レベル日本語クラス在籍者18名

と短期留学プログラム在籍の12名を合わせた計30名が５～６名ずつのグループ

に分かれ宜野湾中学校の第３学年の生徒（１組～６組）と総合的な学習の時間

を利用して交流を行った。

中学校では５月から総合的な学習の時間を利用して国際理解調査を実施し，

国際理解教育，国際人としてのマナー等を学習した後，６月からは本格的に調

べ学習を通して留学生の出身国について理解を深める活動を行っている。一方，

留学生側は６月の１ヶ月間，授業時間や課外時間を使って集中的に交流会への

準備を進めていった。交流会を企画・運営する教師同士は事前に連絡，打ち合

わせをした。中学校側と大学側の取組みは表１と表２に示す。

交流会というのは，留学生のお国紹介についてのプレゼンテーションを中心

とした交流（約1時間)，給食で食事をしながらの交流（50分)，中学生の企画

による交流（80分）の主に３部構成であった。

プロジェクトワーク及び中学生との交流についての留学生の反応については

金城・副島（2003）で調査報告がなされているが，そこでは概ね留学生が中学

校訪問・交流に関して高い評価を行っていることがわかった。これには事前の

準備を通して教室で学んだ日本語を応用し，発表の技術を身につけることがで

きたという言語技能向上において達成感が得られたことと，日本の中学生につ

いて知ることで異文化理解が深まったことが理由として挙げられている。では，

留学生との交流を通して中学校の生徒たちの意識にどのような変化が生まれた
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のか，次章において検証していく。

表１中学校の取組み

表２琉球大学（留学生）の取組み

－１１４－

月 学習項目 学習内容

５月

オリエンテーション

講演会

オリエンテーション

グループ学習

国際理解教育について

国際人としてのマナー

グループ編成

交流計画作成

６月
グループ学習

グループ学習

調べ学習（自文化紹介・異文化理解）

調べ学習（自文化紹介・異文化理解）

７月

全体交流会・班別交流会

学習のまとめ

学習発表会

留学生紹介，歓迎セレモニー，各班に
よる交流プログラム

手紙によるお礼，発表会準備

ボスターセッション

月 学習項目 内容

６月上旬 導入 中学校訪問について，各自が発表し
たい内容についての話し合い

６月中旬 作業 発表テーマ決定，グループによる作
業開始

６月下旬 作業.まとめの作業 パワーボイント作成，発表原稿作成，
仕上げ，口頭発表練習

７月 交流会 中学生との交流



表３交流の内容

４．中学生へのアンケート調査

4-1．調査の概要

交流会後に中学校の先生方の協力を得て，参加中学生195名に事後調査を行っ

た。調査票は筆者らが作成した。調査票の質問内容は，①交流会について，②

留学生の発表について，③留学生とのコミュニケーションについて，④留学生

の印象について，⑤興味・関心についての５つから成り，５段階評定である。

また最後に感想を自由に記述してもらった。

－１１５－

交流学級
留学生側の発

表テーマ

留学生出身国

(性別・人数）

中学生企画の

交流会

3年１組 観光（祭り）

ボリビア（男性１），フィリピ

ン（女性１），メキシコ（男性

1)．パプアニューギニア（女

性１），アメリカ（女性１）

エイサーと空手の演舞

3年２組 音楽

韓国（男性１）。ブラジル（女

性１），タイ（女性２），オー

ストリア（女性１）

三線演奏会

3年３組 多文化

アメリカ（男性２)，カナダ

(男性１)，フランス（女性１，
男性１）

昔の遊び・琉球菓子交

流会

３年４組
地理（環境間

題）

ブラジル（男性１)，中国（男

性１，女性１)，韓国（女性１）

ゲーム・クイズによる

交流会

３年５組
観光地・祝祭

日・生活

タイ（女性２)，韓国(女性２)，

アルゼンチン（女性１）
ゲーム,荊蕊子パーティー

3年６組 料理

アメリカ（男性２)，韓国（女

性１），マレーシア（女性１），

インドネシア（男性１，女性

１）

簡単にできる沖縄料理



4-2．調査対象者

調査対象者は，交流会に参加した宜野湾中学校に在籍する３年生195名であ

る。生徒の男女比はおよそ９：８（男93名，女80名，無回答22名）であった

(図１）。その中で「外国人と接した経験がある」生徒が141名と70パーセント

を超えたが（図２)，「外国に行った経験がある」生徒は10パーセント程度しか

いなかった（図３)。「外国人と接したことがある」と回答した生徒が多いのは，

ALTのような英語教師と接触した経験のようである。

ない

2816

54人
ある

７２H

1４１人

図１男女比図２外国人との接触経験図３海外渡航経験

4-3．調査結果と考察

4-3-1．交流会の満足度

中学生にこの交流会についての感想をたずねてみたところ，交流会が「とて

も楽しかった｣，「まあまあ楽しかった」と答えた生徒が167名（85.6%)，「とて

もよかった｣，「まあまあよかった」と答えた生徒が166名（85.1%）にのぼり，

ほとんどの中学生が楽しい時間を過ごし，いい交流会だったと評価した（表４)。

自由記述の部分でも最も多かったのが交流会に関する感想であった。具体的に

は，「楽しかった。面白かった。勉強になった。いい経験になった。よかった。

とてもいい思い出。外国の人と交流できてうれしかった。またやりたい。また

来てほしい｡」というような感想を述べる記述が211件にものぼり，生徒達の記

述からも交流会が肯定的に評価されていることが示された。

一方，交流会の時間については，「全然十分でない｣，「あまり十分でない」

と答えた生徒が114名（58.5%）と約６割を占め，「十分だった｣，「まあまあ十
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分だった」と答えた36名（18.5%）を大きく上回り，大半の中学生が交流活動

の時間が短かった，足りなかったと感じているという結果が出た（表４)。自

由記述でも，「短かった。もっと時間がほしかった。時間があまりなかった。

時間を長くしてほしい。１日じゃ足りない。１日だけじゃなくて，３日くらい

交流できたら最高。いいところで終わりの時間が来てしまった。次に交流する

時間をのばしてほしい。あともう２日あったら，もっと仲良くなれたと思う｡」

というようなコメントが多数みられた。交流の時間が十分でなかったと感じた

生徒が多かったということは，交流会が楽しく充実していたことの現れである

と推察される。「１日が短く感じられた｡」と感想を書いた生徒がいたことから

も，それがうかがえる。

表４交流会についての評価人（%）

4-3-2．留学生の印象に関して

図４はクラス別に留学生に対する印象の５段階評定を数値化し，平均値を示

したものである.どのクラスも総じて高い評価をしており，留学生の印象につ

いてほとんどの中学生がプラス評価（たいへんそう思うⅢまあまあそう思う）

をしていることがわかった。「話しやすさ」では141名（72.3%)，「親しみやす

さ」では157名（80.5%)，「積極性」では138名（70.8%)，「活発さ」では135名

(69.2%)，「あたたかさ」では169名（86.7%)，「まじめさ」では160名（82.1%）

で，いずれもプラス評価が7割から８割を超える数値を示し，生徒たちが留学

生に対して好印象を持ったことが示された。記述部分でも。留学生について

｢明るい｣，「楽しいＬ「おもしろい｣，「まじめ｣，「あたたかい｣，「いい人」な

どという感想が25件，「話しやすかった」という感想が19件，「親しみやすかつ

－１１７－

とても～ まあまあ～ ふつう
あまり～

ない

全然～

ない
無回答

楽しかった 125（64.1） 4２（215） 2２（11.3） ４（2.1） ２（１） ０（0）

よかった 120（61.5） 4６（23.6） 2２（11.3）３（1.5） ２（１） ２（１）

交流時間

十分だっ

は

た
1７ 1９（9.7） 4４（22.6） 5３（27.2） 6１（313） １（0.5）



た｣，「すぐ仲良くなれた｣，という感想が５件あったことからも，それが裏付

けられる。「これまでの外国の人の印象とは全然ちがっていた｡」とコメントし

た生徒がいたことから，留学生と直接話しをしたり，給食を食べたり，遊んだ

りという活動を通し，生徒たちの外国人に対する認識が変化したことがわかる。

人と人が直接触れ合う機会を持つことの重要性が再確認される結果となった。

これらの結果から発表のテーマや接した留学生の国籍にかかわらず，交流活

動を通して親密度が増すことにより留学生と中学生の距離感が縮まったことが

うかがえる。

話しやすい

まじめ 親しみやすい

組
組
組
組
組
組

１
２
３
４
５
６

一
千
一
号
幸
一

あたたかい 積極的

活発

図４留学生の印象（クラス別）

4-3-3．留学生とのコミュニケーションについて

留学生に関する記述で特徴的だったコメントは，「思っていたよりも日本語

が上手だった｡｣，「日本語が上手くて驚いた｡｣，「日本語も結構話せてすごい｡｣，

｢日本語が通じたから言いたいことも伝わった｡｣，というような，留学生と日

本語でコミュニケーションが取れたことに対する感想で，２９件の記述が見られ

た。これは「最初は言葉が通じるのか心配だった｡｣，「日本語がペラペラだっ

たのでほっとした｡｣，「交流する前は言葉が通じなくて大変そうだと思ってい

た｡｣，「外国人なのでやっぱ日本語で話すのはやりにくいのかなあって思って
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たけど（後略)｡｣，「思ってたより日本語がしゃべれて安心しました｡」等の記

述があったことからうかがえるように，多くの生徒たちが外国人とは日本語で

意思疎通ができるとは思っていなかったと推測される。これは外国人をステレ

オタイプでとらえ，日本語では通じないという先入観があったということであ

ろう。留学生と直接触れ合うことにより，そのような先入観が消え，意識の変

容や気づきが生まれたと言えるだろう。

それに加え，留学生とのコミュニケーションの困難度をたずねる５段階評定

調査で，「全然難しくない｣，「あまり難しくない」と回答した生徒が52.8％

(103名）と過半数を超えたことからも，留学生と生徒たちの意思疎通がある程

度円滑に行われたことを示している（表５)。また「外国人に苦手意識を持っ

ている人も，（苦手意識が）解けたんじゃないかと思いました｡」という感想を

述べた生徒がいたことからも，留学生とのコミュニケーションに困難やストレ

スを感じる生徒が少なかったと言えるのではないだろうか。交流に参加した留

学生は初級レベルの学生で日本語力がまだそれほど高くない者もいたが，「言

葉が通じなくても案外わかるものだなと思った｡｣,「少々日本人と違うことが

あったけど，全然気にならないくらい面白かったのでまた会いたい｡」という

生徒のコメントから，留学生の日本語の能力に関わらず，言葉や文化の壁を越

えた交流ができたことがうかがえる。

表５留学生とのコミュニケーション人（%）

4-3-4．留学生の発表（お国紹介）について

留隼鮨のテーマ別のお国紹介の発表についての５段階評定では，「とてもわ

かりやすかった｣，「まあまあわかりやすかった」が82.1％（160名)！「とても

おもしろかった｣，「まあまあおもしろかった」が85.6％（167名)，「とても期

待通りだった｣，「まあまあ期待通りだった」が70.8％（138名）で，ほとんど

の中学生が留学生の発表を高く評価していることがわかった（表６)。

－１１９－

とても～ まあまあ～ ふつう
あまり～

ない

全然～

ない
無回答

難しかった ３（1.5） 3０（15.4） 5８（29.7） 5９（30.3） 4４（22.6） １（0.5）



表６留学生の発表の感想 人（％）

110

「いろんな国のことがわかってすごく勉強になった｡｣，「留学生の発表とか

おもしろくてもっと聞きたいと思ったし（後略)｣，「いろいろな文化や音楽な

ど知ることができた｡｣，「パソコンや本などに現れないことを教えてもらい勉

強になった｡｣，「発表もわかりやすく，上手だった｡｣，「いろいろな異なる国の

違いなど（歴史とか）がわかっておもしろかった｡｣，という記述が多くあり，

中学生たちは留学生の国についての発表にかなりの満足感を得たことを示して

いると言える。文字や映像を通した知識だけなく，自分と異なる文化的背景を

持つ人から直接情報を得ることによって学ぶことの重要性が再認識されたので

はないだろうか。

4-3-5中学生の外国に対する関心

この交流会を通して留学生の国に興味が持てたかたずねたところ，「とても

興味を持った」「まあまあ興味を持った」と答えた生徒が851％（166名）おり，

関心の高さがうかがえる（図５)。

それを裏づけるように「外国へ行って

みたいか」という質問に対し，約92パー

セント（180名）の生徒が「はい」と答

え，感想でも「国の紹介とか聞いてたら

自分も行きたくなった｡｣，「(国の紹介を

聞いて)そこの国へ行きたくなりました｡｣，

｢ブラジルに行ってみたいです｡｣，「オー

ストリアに行きたくなった｡」，「アルゼ

ンチンに興味をもってとっても行きたい

あ哉
垣３

Ｇhつ
２３

図５外国への興味
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とても～ まあまあ～ ふつう
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わかりやすかった 8８（45.1） 7２（36.9） 2７（13.8） ６（3.1） ２（１）

おもしろかった 110（56.4） 5７（29.2） 2６（13.3） １（0.5） １（05）

期待通りだった 7７（39.5） 6１（313） 5０（25.6） ５（2.6） ２（１）



と思った｡｣，「その場所に行ってみたいと思った｡｣，「外国に行きたくなった｡｣，

｢海外に行ってみたいな｡」というコメントが多く見られた。

行ってみたい国としては「アメリカ」が39名と圧倒的に多かったが，次いで

｢韓国」２５名，「フランス」２２名，「ハワイ」２０名が挙げられた（表７)。「その

他」には「どこでもいい」や「いろいろ」と国を特定しない生徒が８名，また

地域として「ヨーロッパ」をあげた生徒が5名いたほか，「(交流会に）来てく

れた人々の国」という回答もあった。

交流会に参加した留学生の国，韓国，フランス，ハワイ，中国，フィリピン，

アルゼンチン，ボリビア，タイ，メキシコ，ブラジルカナダ等に行ってみた

いという答えが挙がったのは，留学生の発表が生徒の関心を高めたからだと言

える。このように多くの生徒が交流相手の国（地域）に対しての興味・関心を

深めており，留学生から直接，それぞれの文化の紹介を受けたことにより異文

化理解が深まった成果と言えるだろう。

しかしながら、行ってみたい外国の１位はアメリカという結果になった。沖

縄には米軍が駐留しているがその影響なのか、英語を学ぶならアメリカだとい

う固定観念があるのか、あるいはマスコミからの情報量の影響でアメリカ志向

が中学生の内面にも存在するのかなど、様々な要因が考えられるが！)、それを

明確にするためには、さらに調査をする必要がある。その点は今後の課題とし

たい。

表７行っ

閾
て

－１２１－

パラグアイ １

ハンガリー １

フィンランド １

ブータン １

ベナン １

ペルー １

マレーシア １

ロシア １

エジプト ３

スペイン ３

ドイツ ３

オランダ ２

スイス ２

インドネシア １

オーストリア １

スウェーデン １

イギリス ８

タイ ８

ボリビア ８

ブラジル ６

メキシコ ６

イタリア ５

カナダ ４

パプアニュー
ギニア

４

アメリカ 3９

韓国 2５

フランス 2２

ハワイ 1０

中国 1１

アルゼンチン 1０

オーストラリア 1０

フィリピン 1０



次に留学生の国のどんなところに関心を持ったか，について述べる｡調査票

では「地理・音楽・観光地・祝祭日・生活・民族衣装・料理・祭り・多文化性・

その他」の10項目の中から選択する形式で（重複回答可)，「その他」の場合は

具体的に記述させた。

最も関心が高かったのは「料理」で，９０パーセント以上の中学生が関心があ

ると答えた（図６）。また「音楽」と「観光地」にもほぼ70パーセントの中学

生が関心があると答えた。一方，「祝祭日｣，「民族衣装｣，「地理｣，「多文化性」

に興味があると答えた生徒は30パーセント以下しかみられなかった。「その他」

として遊び（４名)，スポーツ（２名)，ボリビアの塩，顔，言葉，生き物，宗

教，ミルクティー（各１名）が挙がった。

ＵｈＤ

１００

ＤＯ

ＢＯ

フ０

００

ｓｏ

４０

３０

ＺＯ

Ｃ
Ｏ

9吋、 古庫 、光り⑥－９，§躯り初U醸曰民何sお〔、地、二コ正に1生その他

図６関心を持ったテーマ

この結果から「料理｣，「音楽｣，「観光地」など，自分で体験できるもの，手

に入れやすく，中学生の生活の中にもごく自然に入ってきているものに関心が

高いことがわかった。しかし，「文化」を象徴するような「祝祭日｣，「民族衣

装」や中学生の生活とは縁遠い「地理」や「多文化性」といった項目には関心

が薄いということが明らかになった。一方，生徒の感想を見ると，「哲学もお

もしろいと思った｡｣，「ピジン語おもしろいと思った｡」と留学生が発表したト

ピックについて興味がわいた生徒もおり，関心が多岐にわたっていることがう

かがえる。

－１２２－

ＤＵ

7１
■｡
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4-3-6．中学生の意識の変容.気づき

交流会を通して生徒にどのような気づきや変容が見られたのかを明らかにす

るため，中学校側が実施した国際性の資質に関する調査結果と筆者等が実施し

た調査結果，さらに生徒の内省が行われた自由記述の部分について検討を加え

る。

中学校では｢国際理解教育の視点から見た子供の全体的な実態を捉えること」

を目的に作成された川崎市総合教育センターの国際性実態調査を活用したアン

ケート調査を交流会の前後に２回実施した。調査内容は国際理解教育目標構造

図（表８;川崎市総合教育センター平成７．８年度国際理解教育研究会議作成）

に対応した質問項目から成り，自文化理解の部分は沖縄の文化に置きかえ地域

性が考慮された。また国際性実態調査の項目に国際性の基礎と言われる異文化

接触の経験の度合いや海外への関心度を表す国際性志向，個人の有能感を調べ

る質問が加えられた。質問項目数はダミーの質問も含まれており，それを除く

と各レベルごとに６問ずつから構成されている。回答は，４段階評定形式であ

る。

評定結果を点数化し，全体の平均値を表したのが図７と図８である。事前調

査と事後調査の結果を比較すると，全ての項目における数値が伸びていること

が明らかになった（表９)。１回の交流会の結果であり数値的にはあまり大き

な変化とは言えないが，国際人としての資質の向上が見られる結果となってい

る。

次に生徒の感想から，気づきや変化があったのかをみてみる。4-3-3でも触

れたように，まず大きな気づきは留学生と日本語でコミュニケーションができ

ることで，日本語による意思疎通が可能になり楽しく仲良く交流会ができたと

いう点が挙げられる。また実際に留学生と接してみて「話しやすかった｡｣，

「親しみやすかった｡」という印象を持ち（4-3-2)，「どんな人が来るのか想像

できなくて困ったけど（中略）楽しかったです。当日になる前までどうせ楽し

くないと思っていたけど，やってみるととっても楽しかった。最初はどうなる

かわからなかった｡」というように，交流会以前のイメージが変わった様子が

うかがえる。それが「国際交流っておもしろいなあ・・・。」という素直な感

－１２３－



想となって現れていると考えられる。

さらに「意外と国境の壁は薄かったです｡｣，「日本語が意外とわかっていた

ので話しやすくて，人種が関係なく過ごせたと思う｡｣，「外国人に苦手意識を

持ってる人も解けたんじゃないかと思いました｡」という印象を受けた生徒が

いることからも，国という人間が作り出した境界による国籍にとらわれない心

が育っていることがうかがえる。「この交流会を機会に外国人と気軽に交流で

きると思ったか」という質問項目で，約75％（147名）の中学生が「気軽に交

流できる」と肯定的に答えていることもそれを裏付けている。交流会を通して

｢～人」「～出身」というような固定観念や先入観に縛られない地球市民として

世界をとらえる態度が芽生えたと言えるのではないだろうか。これは多文化共

生の社会作りのために基礎となる重要な要素である。

「個性的な人が多く国ごとの料理やお菓子はやはり日本とは，沖縄とは違う

なと思った｡｣，「(お菓子は）食べたことがない味だった｡」と述べている生徒

表８国際理解教育目標構造図

－１２４－

総合目標（国際性のある子ども像）

広い視野を持ち，たくましく生きる子ども

Ａ豊かな社会性を持つ（情動・価値観レベル）
￣￣￣￣￣●ＣＣＣ●●｡■■●￣￣￣■■￣Ｓ￣￣■●ぜ●●●●￣￣■■￣￣￣￣｡●Ｐ●●●￣●■●￣￣￣■ロー●￣句｡Ｓ●●●▲●■－■－－－－■－￣￣や①の巳や￣●■－■－－－－■■￣Ｃ●●ＣＤ巳■-￣－■●－－Ｐｑ●■PＣｃｂ凸矼－■－

Ａ－１協力・協調の重要性
Ａ－２人権・生命の尊重
Ａ－３平和・友好の態度及び環境への関心

Ｂ違いを認めて理解し合える（認識･理解レベル）
□●●￣￣￣凸一一一一一◆の●●●●￣￣●■■￣￣￣ヰーザ●●●＝▲●●■￣￣￣￣￣￣可一｡●●●●●●■￣￣■－－￣－■｡■｡■●●●●￣｡－￣－■－￣￣￣■ＰＣ●●●●￣●￣－－－■￣－－￣￣Ｃ●●●■寸=￣■－■Pｑ●■｡●－．，●●▲

Ｂ－１

Ｂ－２
自国理解（自文化理解）
異文化理解

B－３相互依存関係理解

Ｃ主体的に自分を表現できる（行動レベル）
●●●｡￣￣￣￣￣￣￣の●●｡￣●■￣￣￣￣￣￣￣キー￣■の●●￣￣￣￣￣￣￣--｡⑤●●●●●●の￣■－－－￣－￣ｐ⑪■■●●●●｡●－－－－－口￣■可｡●●■●●￣￣－－－■－－￣￣●｡｡●￣●￣●－－－■■■－■●●－－－．－_■－Ⅱ

Ｃ－１思考力・判断力
Ｃ－２自己表現力・行動力
Ｃ－３コミュニケーション能力



一一…・１回目B-1自文化理解

C-3コミュ

依存C－２表現力．

脇關C－１思考力

図７国際性調査の結果

２．１

奥文化体験 ２２

2.4

国瞭性志向
２．６

ロ１回目

園２回目

２４

１２５有能感
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図８異文化体験等調査

表９国際性調査の項目別数値

－１２５－

項目 事前 事後 変化

Ａ-１ 2.7 2.8 0 １

Ａ-２ ２ ９ ３ ０

０
一 １

Ａ-３ ２ ７ ２ ９ 0 ２

Ｂ-１ ２ １ ２ ３ 0 ２

Ｂ-２ ２ ７ ２ ８ ０ １

Ｂ-３ １ ９ ２ ３ ０ ４

０－１ ２ ３ ２ ４ ０ １

Ｃ-２ ２ ３ ２ ４ 0 １

、-３ ，、 ２ ， 0２

異文化ｲ4Kg典 2.1 Ｚ ２ 0.1

国際性志向 2.4 ２ ６ 0.2

有能感 2.4 ２５ 0.1



の感想から，文化の多様性や差異を実体験により感じたことがわかる。「自分

達の文化も教えたいし，相手の文化ももっと知りたいと思った｡」「できれば，

沖縄の食べ物を食べさせてあげたかった｡」と異文化を尊重する心が育ってい

ると同時に，自文化を相手に伝えることの重要性を認識している様子がうかが

える。互いに学び合うことが人と人との相互理解の出発点であると考えると，

国際理解の基礎を築くきっかけができたと言えるだろう。さらに「いろんな国

の文化を知ることができよかったし，自分達の文化も見直すことができてよかっ

た｡」という記述から，異文化を理解することにより，自文化を意識し目を向

けるようになった生徒もいたことがわかる。

「外国の言葉も留学生から聞きたかったです｡｣，「外国語とかいっぱい勉強

したい｡｣，「母国の言葉と英語と日本語の３ヶ国語がしゃべれるのは凄いと思っ

た｡」といった感想から，外国語学習に対する関心や意欲が引き出されたと考

えられる。また「思っていたよりも日本語が上手で４月から勉強したって聞い

て短期間でこんなに上手になるなんてすごいと思いました｡｣，「留学生が日本

語を上手にしゃべっているのを聞いて外国に行けば，その国の言葉が速く覚え

られることもわかった｡」という記述からわかるように，外国語に関する興味

だけでなく，どうすれば外国語が上達するかにも着目している点は,新たな気

づきの一つであろう。

さらに学習意欲に関しては，「今まで思っていたこととちがっていた。これ

からもっと外国のことを知ろうと思う｡」というような感想に見られるように，

他文化に対する興味・関心が換起され，学ぶ動機づけができたと言える。

文化的背景の異なる人との交流の楽しさや異文化に対する理解を深める機会

の重要性を意識できた感想として「私が交流した人ともっと仲良くなりたい｡｣，

｢交流会をたくさんしたら，いろんな国の人と会えてもっと楽しくなるだろう

なあと思いました.」などの記述が多くみられた。また「また外国の方と接す

る機会がある時は今回より積極的にやっていきたいと思いました｡」というよ

うに，交流の機会を生かしさらに充実させるためには自らが積極的に働きかけ

ることの必要性や重要性も認識されたことがうかがえる感想もみられた。

それに加え，「琉大祭（学園祭）行きます」と述べた感想からうかがえるよ

－１２６－



うに，留学生が来るのを待つだけでなく，自ら留学生と接する機会を作ろうと

意欲的になっている生徒もいることがわかった。

５．おわりに

個人差はあるものの留学生と中学生の体験的交流活動が異文化理解，自文化

の再認識など中学生に多くの気づきを生み，意識の変容をもたらしたことがわ

かった。これは「広い視野を持ち，異文化を理解・尊重し，異文化圏の人々と

共生していく資質・能力の育成」という教育目標がある程度達成できたと評価

することができる。

佐藤（1998）が多様な文化的背景や生活背景を持った人々との交流により知

識理解ばかりでなく共感的理解も可能になるという点で，国際理解教育が地域

に開かれた学習活動としての意義があると指摘しているように，今回の中学校

との連携・協力による交流活動は，成果があったと言えるのではないだろうか。

異文化間教育では，子どもたちが自分と世界との関係をどのように考えて生き

ていくかという関係性の構築を重視する（佐藤2003)。中学生たちに対する調

査から，今回の交流会が自己と世界の関係性を見出すきっかけになったのでは

ないかと考えられる。

異文化を認識・評価するという作業は，それに対時する自分の中に自分の生

まれた国や自分の生きる文化，現に生活しているコミュニティについての再認

識・再評価なくしては行えない作業である。相手との差異に気づくということ

自体が自らの中にあるものと相手とを比べる前段階を経なければならないから

である。また，自らが日々体験し内在させている沖縄という文化を，留学生と

いう他者に紹介する機会を得たことで，今まで意識化されていなかった自身の

コミュニティと異文化の関連性を気づかせる契機になったと思われる。

異文化間教育学の分野では異質性や多様性を相互に成長する契機と位置付け，

実質的な交流を通して他者を尊重し自己を確立することが「共生」であると捉

えている（内海2004)。「共生」の芽を育むという観点から，中学生と留学生

の相互交流の機会は多言語・多文化共生社会を実現させるための第一段階とし

て有意義であったと考えられる。したがって相互学習の場の提供は，今後も重
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要性を増していくであろう。

最後に，プロジェクトワークのあり方と日本語教育，国際理解教育の協力関

係構築について述べたい。今回のプロジェクトワークは，ともすれば国あるい

は文化のステレオタイプ化を助長する「お国紹介」という形を取らざるを得な

かった。それは，第３章でも触れたように，導入から交流会までの日程が１ヶ

月足らずと短かったこと，また，中学校側の異文化理解のための交流会という

要望に応えようとしたこと等，様々な条件や状況によるものである。しかしな

がら，今回の調査結果からわかるように，たとえ「お国紹介」という形であっ

ても，中学生が異文化を知ることで自文化を再認識することにプロジェクトワー

クは貢献し得る。さらに，本交流会のように，食事をしながら歓談したり，ゲー

ムなど体を動かしながらコミュニケーションをはかったりといった，「国」の

枠を超えた交流活動へと発展させることで，留学生，中学生の双方に異質なも

のを受入れ，尊重する心を育むきっかけとすることができるのではないだろう

か。このように，工夫次第ではプロジェクトワークも留学生の日本語教育と地

域の国際理解教育の橋渡しをする活動として，真の意味での多言語・多文化共

生社会の実現に資する人材の育成に貢献し得る可能性が十分にあると言え，本

稿ではその一端を示すことができたと思われる．

今回のような試みを継続していくためには，日本語教師同士ばかりでなく，

小・中・高校の教師との連携や実践について情報交換ができる場やネットワー

クが不可欠であることも再認識された。また相互学習の方法論の開発も必要で

ある。これらを今後の課題としたい。

注

1）日本人はマスメディアなどの影響を受け、アジア系の人たちよりも欧米の白人に対

してより好意的な感情を持っていることが指摘されている（金沢1992）が、この

ような欧米を崇拝する傾向が日本人の意識にかなり以前から内在している。1953年

に実施された調査結果でも、好きな人種として１位になったのはアメリカ人で、次

いでイギリス人、フランス人、ドイツ人と、欧米系の人たちで占められている（林

他1961)。このような調査結果から推察すると、日本人の中に根強いアメリカを藻
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望視する意識があり、その意識は簡単には崩せないと言えるのかもしれない。もし

そうであるとすれば、欧米志向の日本人の意識に少しでも変化を与え、広い視野で

世界をとらえるきっかけ作りをすることはたいへん重要になってくる。このような

重要性が再認識される結果となった。
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What an exchange program with international students
brought to the Ginowan Junior High students:

awareness and change in consciousness

Naomi Kinjot Katsuya Kinjo and Kensaku Soejima

Abstract

One of the current topics in elementary. junior high and high

school is focused on multi-lingual and multi-cultural education and it

can be argued that one of the goals and roles of Japanese education

overlaps with their focus; Japanese education can contribute to promote

the multi -lingual/cultural education and Japanese learners would be

able to have feedback from these schools.

This paper will show how Ginowan junior high school students

evaluated the cultural exchange program and what kinds of change and

awareness were created in them. By examining the results, It will be

concluded that "learning together. educating together" is the key notion

for both the Japanese students and international students.
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