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１．はじめに 

 現在、全国の大学で、留学生と日本人学生とが

共修する科目（多文化クラス、多文化交流科目な

ど）が行われている。東京学芸大学においても、

2015 年度から、教養科目として、多文化共修科目

4 科目が留学生センターから開設された。本稿では、

筆者が担当した多文化共修科目 A「異文化理解と

コミュニケーション」を振り返り、異文化理解教

育や多文化共生教育の観点から、この科目がいか

なる意義を持ち、今後どう発展させられるかの展

望を明らかにしていきたい。 

 

２．先行研究 

 留学生と日本人学生が共修する科目は、先駆的

には、信州大学をはじめとした大学で始められて

発展してきた。例えば、徳井（1998,2002）では、

1993 年以来、留学生と日本人学生が共に学ぶ多文

化クラス「日本事情ゼミナール」の発展過程や内

容が詳しく紹介されており、非常に参考になる。

最近では、北海道大学が、2013 年度より「多文化

交流科目」を制度的、組織的に位置づけてきた。

2015 年 2 月に北海道大学で行われた多文化交流科

目シンポジウムでは、北大の多文化交流科目の授

業実践についての具体的内容とともに、異文化理

解力やコミュニケーション・スキルなどの「汎用

的スキル」、教育内容の変更が求められる世界的背

景やその先進的事例が紹介された。松尾（2015）

によれば、「汎用的スキル」とは、「限られた情報

をもとに、「自立」した個人が、知恵を出し合い「協

働」して、「創造」的に問題解決を図っていくとい

った「社会を生き抜く力」であり、こうした「汎

用的スキル」の形成がこれからの教育改革やカリ

キュラムデザインの中に含まれていかなければな

らないとしている。そして、多文化交流科目のカ

リキュラム・マネジメントする際にも、4 つの問い

が必要だとしている。（１）育みたい学生（汎用的

スキル）像は、教育目標として機能しているか、（２）

そうした汎用的スキルを育成するためのアクショ

ンプランが、カリキュラムに具体化されているか、

（３）P(Plan)→D(Do)→C(Check)→A(Action)→の

サイクルが動いているか、（４）教育目標の達成に

向けて組織的に取り組んでいるか、ということで

ある。これらの問いに、本学の多文化共修科目が

どれだけ答えられているかも今後考えていかなけ

ればならないと思うが、まずは、（１）の問いにつ

いて詳しくみておきたい。松尾では、多文化交流

科目の育みたい学生（汎用的スキル）像として、

まず、OECD の 3 つのキー・コンピテンシーをあ

げる。すなわち、「異質な集団で交流する」「相互

作用的に道具を用いる」「自律的に活動する」能力

であり、ここでの核心が「省察性」（reflectiveness）

であるとする。多文化交流科目において、具体的

には、異文化間のコミュニケーション能力、協働

する能力、問題解決能力と異なる文化への気づき

と理解の形成が目標として求められるのである。

また、多文化共生に求められるパースペクティヴ

として、自文化中心主義を克服し、クロスカルチ

ュラル・グローバルなパースペクティヴの育成が

求められる。さらに、それが「力関係への気づき」

や「批判的思考力」を生み、社会の変革につなが



っていくことが必要だとしている。多文化共生を

目指す視点は、日本人／外国人の２項対立の枠組

みを超え、人間としての視点、文化的差異の視点、

個人的差異の視点をふくみこんだ視点である。端

的に言うならば、多文化共生の目指すものは、文

化の違いにかかわらず、誰もがありのままで生き

られる社会である（松尾 2013）。こうした多文化

共生のまなざしを育成していくのが、多文化交流

科目の目標であろう。 

 また、多文化共修科目の実践は、最近盛んに言

われているアクティブ・ラーニングの実践でもあ

る。 

 

３．多文化共修科目開設の背景 

 東京学芸大学において、多文化共修科目は、留

学生と日本人学生が共修する正規科目（教養科目

「総合学芸領域」）として、2015 年度より開設さ

れた。それまで、留学生に対する日本理解や日本

文化の科目としては、留学生センターが開設する、

非正規科目としての日本理解科目 8 科目（「日本研

究」4 科目、「日本研究演習」4 科目）と正規科目

（教養科目）としての「日本の文化と社会」8 科目

があった。この「日本と文化の社会」は、学部の

正規留学生を対象として、人文、社会、教育、芸

術の 4 分野からそれぞれ科目が出されていたが、

実際の受講者数を調査すると、学部正規受講者は、

ある科目は０～１名であり、ほとんどが交換留学

生、日研生などの非正規の留学生であった。学部

留学生の日本事情科目であったこの科目自体の意

義づけ自体があいまいになっており、科目の受講

者数自体が減少しつつあった。また、留学生と日

本人学生との交流の機会があまりないという両者

の意見や要望があることから、この「日本の文化

と社会」を、留学生と日本人学生が受講できる「多

文化共修科目」として再編することが 2014 年度中

に検討された。当初は、英語使用の科目を含めた 8

科目が検討されたが、英語での留学生と日本人の

共修は、すでに ISEP（短期プログラム）で以前か

ら行われており、これを継続することとし、また、

学芸フロンティア科目として行われている共修科

目も平行してすすめることから、1 年 4 科目にする

ことが決定された。科目名としては、次のように

なった。 

 

春学期 

 多文化共修科目 A「異文化理解とコミュニケー

ション」 木１ 担当：岡 智之 

 多文化共修科目 C「世界の言語と文化」月１ 担

当：斎藤純男 

秋学期 

 多文化共修科目 B「多文化社会とコミュニケー

ション」月１ 担当：岡 智之 

 多文化共修科目 D「世界の民族と文化」木１ 

  担当：佐伯英子 

 

 筆者が担当する科目は、多文化共修科目 A,B で、

春学期の多文化共修科目 A が今回終わったところ

である。初めての多文化共修科目の担当で、暗中

模索であったが、色々課題はあったもののおおむ

ね学生の好評を得た。次から、この多文化共修科

目 A「異文化理解とコミュニケーション」の概要

を述べていく。 

 

４．多文化共修科目 A「異文化理解とコミュニケ

ーション」の概要 

 まず、シラバスにおいて、この授業の狙いと目

標について、次のように書いた。 

「多文化共修科目は、日本人学生と留学生をはじ

めとする様々な文化的背景を持つ学生同士が、お

互いに学び交流しながら、新しい気づきを生み出

す場です。多文化共修科目 A では、異文化に関す

る理解を深めるとともに、多様な文化を持つ学生



の議論や協働学習を通して、多種多様な人々と対

等にコミュニケーションをとることができる能力

を高めることを目的とします。」 

異文化理解といえば、外国人との交流だけを思

い浮かびがちだが、それにとどまらず、今後は年

齢、性別（性的志向）、地域、民族、言語、障がい

など様々な違いも異文化として考え、そのような

課題を考えていくことを目指すものである。その

ような意味で今回は「ろう文化と手話」や「沖縄

問題」などを一つのトピックとして入れた。 

シラバスにおける授業の目標は、松尾（2015）

がいう汎用的スキルの形成とも合致するものであ

ると思われる。 

内容としては、 

「前半は、異文化理解や多文化社会に関する知識

（大学の国際化、在日外国人・民族問題、言語問

題など）を留学生など多様な学生との議論・交流

を通して学ぶ。後半は、グループでプロジェクト

を企画し、フィールドワークを行い、発表し、報

告書としてまとめる。ゲストトークとして、地域

の国際交流団体の方のお話し、ろう文化と手話体

験などを予定。フィールドワークとして、外国人

学校訪問、外国人集住地域（外国人コミュニティ）

のスタディー・ツアーなどを考えている。」 

授業の方法としては、学生の議論や協働学習を

中心にし、体験学習やプロジェクト発表などを取

り入れたものとした。現在盛んにいわれている参

加型学習（アクティブ・ラーニング）の実践でも

ある。また、フィールドワークとして、朝鮮大学

校の訪問、群馬県大泉町のブラジル人学校訪問を

スタディ・ツアーとして行った。 

 授業スケジュールとしては、シラバスに書かれ

たものと若干異なったが、次のようなスケジュー

ルですすめられた。 

１．オリエンテーション。自己紹介、他己紹介。 

２．異文化理解と留学生。文化とは何か（討論）。 

３．在日外国人をめぐる問題。DVD「となりに生

きる外国人」を視聴し感想を討論。 

４．異文化摩擦、対立を乗越えるために。在日コ

リアンの問題。日本とドイツの歴史認識の問

題。 

５．異文化コミュニケーションにおける言語選択

の問題。 

６．プロジェクトテーマ決めとグループ分け。 

７．地域における多文化共生のために（ゲストト

ーク：むさしの国際交流協会） 

８．ろう文化と手話（ゲストトーク：本学特別支

援教育専攻科卒業生） 

９．プロジェクト構想発表。 

10. 在日ブラジル人問題の学習（大泉町訪問事前

学習）。 

11. 群馬県大泉町ブラジル人学校訪問 

12. 沖縄基地問題を考える。 

13. プロジェクト最終発表。 

14. プロジェクト最終発表。 

15. プロジェクト最終発表。まとめ。 

 

受講生は、当初、日本人学生 15 名、留学生 15

名、計 30 名程度と考え、場合により受講制限を行

うことをシラバスで明記していたが、実際の受講

者数は、計 36 名（留学生 19 名、日本人学生 17 名）

となり、全員受講を許可した。日本人学生の内訳

は、正規受講生 14 名の他、2 年生以上の学生（A

類社会 2 名、B 類家庭 1 名）が 3 名聴講として参

加した。2 年生以上は、新カリキュラムの科目のた

め、単位は出ないことをあらかじめ確認した。正

規受講生の内訳は、A 類保健体育１，家庭 1, 幼児

教育 1, 国際教育 3、B 類美術 2、C 類特別支援教

育 1、E 類多文化共生教育 5 であった。留学生の内

訳は、学部生（E 類多文化共生）1、交換留学生 14、

日研生 2、研究生 2 で、国籍別では、中国 5、台湾

2、韓国 1、ベトナム 1、カンボジア 1、タイ 1、ス



ウェーデン 3、ドイツ 3、ポーランド 2 であった。

このうち、スウェーデン 2、ドイツ 3、ポーランド

2 の学生は欧州プログラムの学生で、プログラムの

コーディネーターの教員が、この多文化共修科目

を選択必修科目として指定していたそうである。

特にこれらヨーロッパの学生の日本語レベルが他

の学生と比べ、若干劣っていたことが、あとで問

題になることになる。当初は、漠然と日本語２レ

ベル（中上級）以上の学生と考えていたが、彼ら

の中には、日本語レベル３（中級）程度のものも

おり、あらかじめ日本語レベルを考慮して、受講

を許可するかどうか決めるべきであったかと反省

している。 

 次節から具体的にスケジュールに沿って、授業

内容について紹介し、学生の最初のアンケートや

各授業の振り返りシート、最終レポートにしたが

って、授業実践についての振り返りと評価を行っ

ていきたい。 

 

５．授業展開と内容 

第 1 回 オリエンテーション 

 初回の授業は、オリエンテーションとアイスブ

レーキング（自己紹介、他己紹介などの活動）と

初回アンケートを行った。まず、空間デザインと

して、あらかじめ、教室の机を 6 名ずつが座れる

アイランド型1にしておいた。 

 6 人座る机は、教室の中央線を軸にハの字型に配

置した。また、正面はパワーポイントなどを映写

するスクリーンで、左側にホワイトボード 2 台を

配置した。教室の左前に 1 台、右後ろに 1 台のビ

デオカメラを設置して、すべての授業過程を録画

した（録画については全体に了承を得た）。また、

授業の準備・後片付け、録画作業などのために、

授業アシスタント（TA）を一人置いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 1 教室の空間デザイン 

 

 授業は出席をとった後、まず、オリエンテーシ

ョンとして、この授業の狙いを目標、内容、スケ

ジュールなどを紹介し、担当者の自己紹介を行っ

た（30 分）。 

 次に、グループ替えをするために、「部屋の四隅」

に、グループ別（日本人男、日本人女、留学生男、

留学生女）にまず分かれてもらい、日本人と留学

生、男と女が均等になるように、グループで座っ

てもらった（10 分）。 

そして、できたグループの中でペアを作り、「4

コマ自己紹介」を行ってもらった。これは、A4 用

紙 1 枚を全員に配り、4 等分に折ってもらい、それ

ぞれのところにマーカーで、「呼んでほしい名前」

「国籍・出身地」「参加動機・この授業の期待」「マ

イブーム」を書き（10 分）、1 項目ずつ開示しなが

ら、お互い自己紹介する（10 分）。 

一通り、自己紹介が終わったら、そのペアで、

全体に対して、相手の紹介を各 30 秒で行った（「他

己紹介」約 20 分）。 

そして、残りの時間（10 分）で、初回アンケー
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トを書いてもらった。 

時間配分として、アイスブレーキングだけで、

思ったより時間がかかった。いったん座ってから

の席替えは結構時間がかかるので、席の配置は最

初来たときに行うことにする。 

初回アンケートの内容としては、１．自己紹介、

２．授業の参加動機、期待、３．他人との違いで

の違和感、４．ディスカッションしたいテーマ、

５．フィールドワークで行きたいところ、６．プ

ロジェクト発表のテーマ、７．今日の収穫であっ

た。10 分で書くには、内容が多すぎ、後半は書い

ていない学生もいたので、この半分の内容でよか

ったかと思う。 

授業の参加動機、期待としては、次のようなこ

とがあげられていた。 

 

【日本人学生】 

・まだあまり知らない国や知っていてもその国の知らな

いことについて留学生に教えてもらいたいです。 

・世界規模で海外や日本の文化を考えるこの授業に魅力

を感じました。留学生と交流していきたいです。 

・もともと多文化にとても興味があり、大学生になった

ら留学生の人と関わりたいと思っていたからです。夏休

みに留学（短期）したいと考えているので、それに役立

てる経験をしたいです。 

・国際教育に興味があったが、普通に学校生活を送って

いるだけでは留学生との交流がなく、ぜひ共に学びたい

と思ったので選択しました。…背景が異なる人がお互い

に分かり合うために何が有効か学びたいです。 

・グローバル社会において、ますます、自分とは異なっ

た背景を持つ方々と関わることが増え、日本人としての

アイデンティティーを感じやすくなるだろうし、多文化

について学んでおかなければ、排他的な思想になりがち

だと考えます。だから、これから多文化教育は重要にな

ると思います。そのため、この授業で様々な方々と議論

する中で自分自身も学びを深めたいです。 

 

 など、ほとんどの学生が、世界の文化を学びた

い、留学生と交流したい、また、多文化社会でど

う生きるかを学びたいなどの動機と期待を持って

いることがわかる。 

 

 【留学生】 

・日本人と交流したり、お互いの文化を知りたいです。

また日本語コミュニケーション能力をアップしようと

思っています。日本人と留学生とうまく話し合えるよう

にどういうふうにどんなことに気をつけるか知りたい

です。 

・実践的に異文化を体験したい。「地球市民の育成」に関

することをもっと知りたい。 

 

など、留学生もやはり、日本人学生との交流や、

異文化を学びたい、コミュニケーション能力をつ

けたいという声がほとんどであった。ただ、中で

気になったのは、ヨーロッパの学生で 3~4 人が

JASSO の奨学金のためにこの授業をとったと答

えたことである。欧州プログラムのコーディネー

ターから「多文化共修科目」の選択必修科目とし

て指定されたので、とったということらしいが、

これらの学生は、あまり興味もない科目を奨学金

のために取らされたという意識があるようで、こ

のような選択必修科目の指定は、担当者の意図と

若干異なるところがあり、今後検討していく必要

がある。 

 

第 2 回 異文化理解と留学生 

 今回から、学生が来たときに、振り返りシート

を配っておき、その裏に、6 色のマーカーで色を付

けておいて、各色のテーブルに座るという形で、

席の配置を毎回変えることにした。できるだけ、

日本人学生と留学生が均等に混じるように、座っ

た後、偏りは調整した。 



 最初に、出席をとって呼んだときに、各自「新

学期に経験したこと」を 20 秒程度で話すことをや

らせた。最初のアイスブレーキングとして簡単に

やるつもりだったが、案外時間がかかってしまっ

た。 

 次に、まず異文化理解の手始めとして、身近な

留学生の理解を深めるために、日本における留学

生数、国・地域別の順位、学芸大学における留学

生数と国・地域に関するクイズを行った。 

 そして、今回のメインとして、「文化とは何か」

について、グループごとに話し合うというワーク

を行った。まず、各班に模造紙一枚と付せんを配

り、「文化」と聞いて思い浮かべることを自由にま

ず付せんに書いていく（いわゆる「ブレイン・ス

トーミング」）。そして、付せんをカテゴリーごと

にまとめて貼っていく。まとまりのネーミングを

考える。そして、「文化とは…である」という定義

をグループごとにしてみる。というワークを行っ

た。当初は、3 ラウンドでやる「ワールドカフェ2」

形式を考えたが、時間がなく、第 1 ラウンドだけ

で終わり、最後の各班ごとの発表が最後の 5 分で

あわててやるというような時間配分になってしま

った。ワールドカフェをやるためには、最初から

90 分をたっぷり使うというつもりでやらないと中

途半端で終わってしまうという反省がある。 

 「文化とは…である」に関する各班が発表した

定義は次のようなものであった。 

 

・ 文化とは、歴史的社会的に大切なもの。 

・ 文化とは、個人が社会成員として習得した能力や習

慣。他と比べて初めて分かる。 

・ 文化とは、パンの違いである。 

・ 文化とは、各国が守ってきたもの。各国の食が示し

ている。 

・ 文化とは、人間が作ったもの。 

・ 文化とは、共同体に属している人が生活の上で成立

させてきたものであり、他の文化にとって独特に感

じるもの。 

 

 模造紙で貼られていたものは、ほとんどが各国

の衣食住文化や伝統文化などの目に見える形の文

化をあげているものが多いが、精神的で目に見え

ない価値観的なもの（わび、さび、空気を読む、

時間を守る、もったいない、おもてなし…）をあ

げているものもあった。また、付せんの貼り方と

しては、国ごとに漠然と並べているものがほとん

どであった。いわゆる「ファシリテーション・グ

ラフィック（FG）3」の方法自体を担当者が学び始

めたところだったので、まだまだ学生に指示する

どころではなかった。今後は、最初のワークの時

に、FG の仕方を簡単にでもレクチャーしておくべ

きであろう。 

 今回から振り返りシートを書いてもらっている。

学生の学びや気づきで特徴的なものをあげておく。 

 

・ 外国から日本に来ている人々は皆、日本のものに対

して好意的な印象を持っていると感じてきた。だが、

「日本のパンはパンじゃない」のように批判的にと

らえている人もおり、何でもかんでも“日本 is best”

と考えてはいけないと感じた。批判的にみる視点も

大切だと思った。 

・ …異文化が交流するときに、本物をそのまま受け入

れるとき、自国の文化に合うように少し変えられた

ものが生まれることがわかりました。文化は新しい

ものを発見するツールでもあるのではないかと思

いました。 

・ …今回の話では、文化の境界について議論が白熱し

たので今後もそれについて考えていきたい。 

 

 担当者のコメントは述べきれなかったので、次

回に回すことにした。 

 



第 3 回 在日外国人問題 

 最初に前回の振り返りとして、文化の定義と特

徴について、松尾（2011）をもとに担当者のコメ

ントも述べた。特に、「文化は、変化するものであ

る。文化は、ハイブリッドである。文化は、同じ

集団内にも多様性がある」という特徴について強

調しておいた。 

 今回のテーマの導入として、日本に在留する外

国人数、国・地域などのクイズを行った。在留数

が多い国・地域として、中国、韓国・朝鮮の次に、

フィリピンが来ていることが意外であった（4 位は

ブラジル）。 

次に、DVD『となりに生きる外国人』（アジア太

平洋資料センター制作。労働の現場から、言葉と

社会、教育。30 分）を視聴して、感想を話し合う

というワークを行った。 

「何を感じたか→何が問題か→私たちに何がで

きるか」の順に、付せんに書いて、模造紙に張り、

まとめていく作業を行い、最後に各班に発表をし

てもらった。 

各班の意見としては次のようなものが出た。 

・ 一番問題なのは、外国人がこんな問題で苦しんでい

ることを日本人が知らないことが問題であると思

った。また、政府の政策としてこういう問題を解決

していかなければとも思った。 

・ 一番問題なのは、労働力が必要にもかかわらず、外

国人労働者に対する対応が悪い。オーバーステイの

人に対して、人権が保障されていないなどの問題で

す。 

・ 外国人問題として挙げられるのは、ほとんどが中国

とかアジア、アフリカなどの外国人で、イギリスや

アメリカの人は問題にならない、つまり国籍による

差別があることが問題だ。 

・ 外国人に対する政策が整っていないこと、教育に関

してはコミュニケーションがとれないことがいじ

めにつながること、日本人が外国人の問題を知らな

いという無知の問題などがあげられた。 

・ 言葉の壁に関しては、母語で話せるコールセンター、

国際的な教師を増やすこと、制度の問題では改革が

必要ではないか。外国人も日本の法律や制度を学ぶ

ことが必要だが、日本人も多文化共生のために、外

国人とどう交流すればいいか学ぶことが大切だと

感じた。 

・ 労働については、適切な労働ができるようなサポー

トが必要である。制度については、必要な情報をき

ちんと伝えるサポートが必要である。一番大事なの

は、お互いを理解する心だという結論になった。 

 

 振り返りシートでは、次のような感想、意見が

見られた。 

・ 1 番印象に残ったのは、Double-limited の問題で、

日常生活できる程度の語学力があっても学習する

ために十分でないということである。両方中途半端

では親子の会話もままならないため、子供の苦労が

計り知れないと思った。 

・ 私も小学校の時、一年間日本の小学校に通っていま

した。その時も日本の生活に慣れないため、あと最

も大変なのが言葉の壁だった。日本語ができるまで

かなり苦労しました。今日あらためて日本には外国

人サポートがもっとあればいいなと思いました。 

・ 母語教育が大切だというのは、日本語教育だけでい

いと思っていた私には、新たな情報だったので、こ

れから勉強していきたいです。 

・ 韓国も同じ問題があって日本と似ています。 

・ 日本人の多文化共生教育も必要である。 

・ 外国人との理解はやはり交流することから始まる

と思う。そのためには言語が必要であり、英語が必

要になってくるのかと思った。（世界共通語だから。） 

 

 ほとんどの学生が、外国人問題について、問題

性を感じ、その解決策として、制度・教育の改革、

交流の必要性をあげていた。そこでひとつ気にな



ったのは、外国人との交流のために、まず英語が

必要であるといった学生が複数いたことだ。在日

外国人で問題があるのは、英語ネイティブではな

く、ほとんどアジアやアフリカ、南米などの人だ

ということからすれば、英語が通じれば、問題が

解決するのかという疑問もあり、この問題につい

ては、次々回の「異文化コミュニケーションにお

ける言語選択の問題」で考える課題としておいた。 

  

第 4 回 異文化摩擦、対立を乗り越えるために 

 今回は、導入として、文化の違いによる違和感

や、差別・偏見を感じたことがあるか、話し合わ

せた。学生たちは、身近な文化の違いは話したが、

差別や偏見という問題はあまり出てこなかった。 

 まず、担当教員の経験を導入に、在日韓国・朝

鮮人問題の講義をおこなった。また、4 月に朝日新

聞で行われた「日本とドイツの歴史認識に関する

アンケート」調査をもとに、歴史認識問題に関し

て問題提起を行った。 

 講義を受け、次のようなテーマでグループで討

論を行い、最後グループごとに発表してもらった。 

・在日コリアンの問題に関する感想 

・朝鮮大学校訪問に向け質問事項をまとめる 

・日本とドイツの歴史認識の違いについてどう感

じたか。 

・日中朝韓アジアが対立ではなく、相互理解を深

めるためにはどうすればいいか。 

・異文化摩擦や対立を乗り越えるためにはどうす

ればいいか。 

 

 かなり盛りだくさんのテーマで、討論する時間

も限られていたが、グループごとの発表や振り返

りシートでは次のような意見が出た。 

・ドイツに比べ、日本では、近現代の歴史について学ぶ

時間も少なく、歴史認識が薄いということが問題として

挙げられた。 

・歴史認識に関しては、暗記が中心なので、スウェーデ

ンの教育のように自分の意見を持つというようにして

いくことが必要だと感じた。 

・ヨーロッパと日本の戦争に対する意識の違いがわかっ

た。ヨーロッパは過去は過去で大切だが、今が重要だと

いう考えが強い。それに対し東アジアは今も戦争を引き

ずって対立している。 

・日中韓の問題にはメディアが大きく関係していると思

う。私たちは実際問題をよくしっているわけではなく、

メディアを通して、自国の意見に偏った情報を得ている

ことになるので、他の国の意見も聞いたうえで自分で判 

断できれば問題はよくなると考えます。 

・日本の若者は敏感な歴史問題はできるだけ避けている

と感じました。 

・歴史認識に関するアンケートでは、日本人はどちらか

というと消極的であまりアンケートに答えたがらない

傾向があるらしい。 

・日本政府が、在日朝鮮人を含む外国人を「同化」させ

ようとしてきたことが問題なのではないかと感じた。

「日本人」にして受け止めようとするからさまざまなひ

ずみが生じるのだと思う。多様な文化、人種を「ありの

まま」に受けとめ、そのうえで日本と相対化することが

できるような教育をしていくべきであると思う。また改

めて、日本の歴史教育でしっかりと深く学びが行われて

こなかったと感じた。 

・ポーランドや中国出身の人の目線からだと、日本人の

歴史教育は甘く、謝罪も正式にしていないように見える

という。この事実をより多くの日本人が知ることが大切

になってくると思う。 

 

 かなり深刻なテーマだったが、日本人学生は歴

史認識の問題を改めて感じさせられたのではない

か。今回は、色々なトピックが多く、資料もたく

さんあったため、特にヨーロッパの留学生は消化

不良で大変なところがあったのではなかったか反

省する。 



 

第 5 回 異文化コミュニケーションにおける言

語選択の問題 

 今回は、言語問題特に、英語教育の問題を考え

た。導入では、何故英語を勉強しなければならな

いのか、そもそも英語はすべての日本人（○○人）

にとって必要なのか という問題について、話し

合わせた。 

 討論の意見では、やはり、英語は世界共通語と

して、国際ビジネスや交流などのために学ぶ必要

がある、という意見が多かったが、一方で、世界

に様々な文化があるのに対し、言語だけ英語一辺

倒になるのはどうかという意見や、日本では中高

まで学んでも結局話せないし、必ずしも英語は必

要ではないという意見もあった。各国留学生の英

語教育の仕方、捉え方もさまざまであった。 

 資料の解説の後、振り返りシートでは次のよう

な感想があった。 

・英語に対する意見はおもしろいですけど、私にとって

現実に必要です。だから英語に対してどう思っても、英

語を勉強しなければならない。英語はコミュニケーショ

ンの道具です。 

・英語を学ぶことは、当たり前だと思っていたし。グロ

ーバル教育の授業で、英語は大切と言われたのでそう思

っていた。しかし、そうとも限らないことがわかった。

多言語主義、なるほどと思う。コミュニケーションをと

りたいなら相手の言葉を学ぶ方が適切だと考える。 

・多文化を理解しようとすることこそがグローバルにな

ることであって、英語だけ理解できることがグローバル

ではないと考えます。 

・英語は話せた方がよいとは思うが、学ぶ言語は個人の

興味に合わせて選択した方がよいと思う。 

・英語は必要だけど、「世界共通語だから」と当たり前の

ように考えるのではなく、世界中に様々な文化や言語が

あることを認め、理解し、尊重した上で、有用なコミュ

ニケーションツールとして英語を用いるべきである。 

・受験英語ではなく現場で使えるコミュニケーションを

重視した英語教育を目指すべきです。 

 コメントは、時間切れで次回に持ち越した。 

 

◎スタディツアー１：朝鮮大学校訪問 

 5 月 20 日（水）の午後の時間を使って、朝鮮大

学校の訪問を行った。朝鮮大学校は、東京学芸大

学の最寄り駅、JR 国分寺駅からバスで 15 分ほど

の距離にある。自転車で直接行っても、30 分ほど

の比較的近い距離だ。在日朝鮮人の民族学校であ

り、朝鮮語や朝鮮文化などの民族教育が行われて

いる。3 時限目に授業のある人もいたが、今回の課

外活動は、受講生 36 人のうち、33 人が参加した。 

13 時に朝鮮大学校に到着し、メイン校舎の方に

向かう。校舎の一番上に朝鮮語で「我々人民の偉

大なる首領金日成大元帥様万歳！」と書かれてい

たのがまず印象に残る。各教室にも、金日成と金

正一の肖像画が掛けられている。いわゆる「北朝

鮮」系の学校である。 

まず、メイン校舎で、教務部の方から在日朝鮮

人の歴史や現状の講義があった。その後、朝鮮自

然博物館と朝鮮歴史博物館の見学をし、朝鮮の歴

史や文化、自然などを体験した。そして、5 班に分

れて、朝鮮大学校の学生と交流が行われた。ある

班は全体で輪になって様々なトピックを討論した

り、ある班は、2～3 人の組で意見交換を行った。

あらかじめ準備しておいた質問事項にとどまらず、

かなり踏み込んだ交流ができたようである。交流

のあと、時間がある班は、朝鮮舞踊などの部活動

の見学を行い、最後、校門前で集合写真を撮って

別れた。朝鮮大学生は、日本人大学生とのネット

ワークを作っているそうで、連絡を取って、その

後の学習会に参加している学生もいるようである。 

その後、朝鮮大学校訪問の感想文を書いてもら

い、感想文集として共有し合った。朝鮮大学校訪

問について、最終レポートで書いた学生の感想を



一部掲載しておく。 

 

・私は以前から日本には、在日朝鮮・韓国人の人が暮ら

しており、ヘイトスピーチや法的な権利において差別を

受けてきたことは知っていた。しかし、実際その人たち

と話したことはなく、彼らの日常感じていることをこの

訪問を通して初めて知ることができた。私たち日本人は、

メディアからの情報により、いわゆる「北朝鮮」に対し

て、「独裁・洗脳的・怖いイメージ」といったような固

定観念を抱きやすい。実際私も、脱北者にインタビュー

しているドキュメンタリーをみたことがあり、正直この

朝鮮大学校訪問も少し身構えていた部分があった。しか

し、実際学生さんと話をしてみると、そこには国と国と

いう関係を超えた関係を築くことができたように思う。

国と国の関係はどうしても政治的対立と切り離して考

えることはできず、日本は「朝鮮民主主義人民共和国」

を国として認めていないし、朝鮮籍をほかの国籍と同様

に扱ってもいない。しかし、本来、個人の国籍選択や祖

国選択は自由であるべきであるし、そこで国によって差

別が働いてはならないはずである。拉致問題などの話を

聞くと、私もかならずしも「北朝鮮」が日本にとって良

い国といえるとは思えないが、しかし、だからといって

朝鮮人が悪いとは思はない。国と国との問題を個々人間

の話に当てはめるべきではない。多文化共生を目指すに

は、身近な個々人間の友好から始めなければならないと

感じた。 

・朝鮮大学校では、多くの在日朝鮮人がいますが、素性

は生徒によって違います。私のグループで話した生徒は

だいたい日本で生まれ、朝鮮人学校にも日本の学校にも

通っているので、日本語も朝鮮語も非常に上手に話すこ

とができます。また、みんなが日本で生まれ育ったため、

母語は日本語ですが、母国語は朝鮮語です。さらに、み

んながバイリンガルであること誇りに思っているそう

です。両親も日本語を使っているようです。生まれた時

から日本語に囲まれていたため、朝鮮語よりも日本語の

方がうまく話せるといった生徒もいました。一方で、朝

鮮大学校に入学し、大学生になってから朝鮮語を習い始

めた人もいました。彼らは朝鮮人であることを誇りに思

っていますが、日本の学校、大学、仕事などで朝鮮人差

別があるので、時には朝鮮人であることを隠したいと言

っている人もいました。そして、外で朝鮮語を使うのは

少し抵抗があるとも話していました。つまり、校内では

朝鮮語、校外では日本語を使っているということです。 

また、生徒の国籍は朝鮮または韓国ですが、ほとんど

の人は自分の国に行ったことがありません。生まれてか

らずっと日本に住んでいたので、将来は自分の国ではな

く、日本に続けて住んで行きたいそうです。朝鮮大学校

に通うと北朝鮮で半年間留学しなければなりませんが、

留学したくないと思っている人もいますが、朝鮮から帰

った後に「朝鮮に留学してよかった。」と言っている生

徒もいました。 

朝鮮大学校を訪問するのはやはり非常に面白かったで

す。在日朝鮮人と交流することができたおかげで、日本

に住んでいる在日朝鮮人の様々な問題と経験についてよ

く勉強でき、楽しかったです。 

そして、ドイツには日本より多くの在日外国人などが

住んでいるので、差別、仕事、文化の共通点、国語、法

律の知識、個人的なアイデンティティなどに関する問題

について理解することができます。ドイツは、ヨーロッ

パの中心にあるので、従来からトルコ、ポーランド、ロ

シアなどから多くの外国人が移住してきています。しか

し、そういった人々は普段ドイツ語をあまり話さず、ド

イツの文化と慣習をあまり知らないので、様々な問題が

起きます。そして、日本と同じように、残念ながらドイ

ツには外国人を嫌っている人もいるので、差別もたくさ

んあります。 

私にとって外国人もドイツ人もあまり変わらないと思

うので、なぜ外国人を差別させるか理解できません。最

近、ドイツの政府は外国人を非常に支援しているので、

差別などの問題は減少してきました。しかし、差別とい

った問題は昔から世界に存在しているため、この問題を



完全に解決するのはおそらく無理なのではないかと思い

ます。 

 

 朝鮮大学生との交流は、学生たちの認識を確実

に変えたようである。今後、異文化理解、多文化

共生教育の一環として、朝鮮大学校との交流を継

続していくことは意義のあることであると考える。 

 

第 6 回 プロジェクト構想 

 最初、前日の朝鮮大学校訪問を振り返り、グル

ープごとに感想を述べ合った後、全体で共有した。 

・在日朝鮮人は選挙権がないが、そのことをマイナスに

捉えるのではなく、かえってそれにより団結心を深めて

いることに驚いた。 

・朝鮮高校の時に、朝鮮に 1 か月ほど研修で行くことが

あり、祖国の人が団結して国を良くしようと働いている

ことに感銘を受け、朝鮮大学校に入ったという話を聞き、

朝鮮大学校の人は祖国を誇りに思っていることに驚い

た。 

・学校での朝鮮人に対するいじめに関して、聞いた。朝

鮮人に対するイメージは、メディアによってつくられて

いるところがある。朝鮮大学生と言うとアルバイトを断

られるなどの差別がある。 

・「朝鮮」の国籍でいろいろ不都合があるのに、「朝鮮」

籍にしている理由は、やはり南北朝鮮を分けない立場と

して考えているからだと聞いた。 

 

 全体として、今までメディアで聞いていた北朝

鮮のイメージが、実際に朝鮮大学の学生と交流す

ることによって変わった、などの気づきが見られ

たようだ。 

次に、第 5 回での言語教育の問題を「多言語共

生社会における言語教育」という観点から、英語

一辺倒になることの危険性と多言語主義、複言語

主義という対案を提案した。日本における国際理

解教育においては、やはり周辺のアジアの言語を

学んだりすることが必要ではないかと問題提起を

行った。 

 最後に、自分がどんなテーマを発表したいかを

考え、テーマのまとまりごとにグループで分ける

という作業を行った。 

 

第 7 回 地域における多文化共生のために 

 今回は、ゲストスピーカーとして、武蔵野国際

交流協会（MIA）コーディネーターの田村恭子さ

んを迎えて、MIA の活動の紹介と、国際理解のた

めのワークをやっていただいた。最初、アイスブ

レーキングとして留学生の国のあいさつをおぼえ

たりした。次に共同ワークとして、明日遠足に行

くとしてリュックの中身をどうするか、6 つのグル

ープごとに考えて、比べるという作業をした。国

ごとに持っていくもののバラエティがあり、みん

な文化の違いを感じたようだ。 

 後半、MIA の日常の活動として、日本語教室な

どの活動を紹介し、外国人が、支援される側だけ

にとどまらず、サポーターとして活動するシステ

ムがあることを紹介してもらった。 

 地域における多文化共生の活動として学生もな

にかボランティアをしたいという学生も多く出た

ようである。 

 振り返りシートと最終レポートからの感想を掲

載する。 

・今日は MIA の方を呼んでのワークショップが中心だっ

た。遠足ひとつとっても、日本で当たり前の遠足が外国

では当たり前でなかったり、「しおり」が日本特有の文化

であることがわかったり、とても楽しかった。講話の中

でおっしゃられていた「サポートされる側にずっといる

のではなく、サポートする側にもなる」という姿勢が素

晴らしいと感じた。 

・最後に印象的な授業に、地域の多文化共生の取り組み

として MIA の方が行った共同ワーク「遠足のリュックに

６つの道具を持っていくならば何を入れるか？」がある。



６つの道具は国によってだけでなく、日本人同士でも意

見が分かれていた。同じような環境下にあっても、人に

より優先順位が違って当然なことだが面白く感じた。ま

た各国の文化の違いも感じられた。例えば、酔い止めの

代わりに梅干しを持っていく国があったり、そもそもし

おりは配布されずに必要事項は自分でノートに書くとい

う国などがあった。この共同ワークでは班ごとに１つの

リュックを作るため、何を入れるか話し合いが必要とな

った。私の班でも人によって入れたいものが異なってい

て、お互いに意見を主張しあったり、譲り合ったりして

中身を決めた。こうして各々がいいものを出して特別な

リュックが出来たが、私はこのリュックは“多文化共生”

を表しているのではないかと思う。異なる文化・意見を

持った人たちが互いに話し合い、主張し合い、譲り合っ

てひとつのものに調和する。その過程には衝突や戸惑い

などもあるだろう。自分の主張を抑え、代わりに相手の

意見を取り入れることは、簡単ではない。しかしそこで

寛大な心で互いの文化を受け入れ、認め合うことで最終

的に調和できる。逆に自分の意見を言わず、他人の言う

ことに従ってばかりだと良いリュックにはならない。多

文化共生は難しいけれど、まず相手の話に耳を傾けるこ

と。ときには自分の意見もしっかり述べること。最終的

に互いを尊重してよりよい解決策を作りあげていくこと。

MIA さんの授業で多文化共生について少し理解できたと

思う。 

 

第 8 回 ろう文化と手話 

 ゲストスピーカーとして、本学特別支援教育専

攻科卒業で、現在、大塚ろう学校の講師である堀

口昂誉さんに、「私のろう文化」と題して、講演を

していただいた。受講者には、あらかじめ木村晴

美さんの「ろう文化宣言」を配っておいた。堀口

さんは、パワーポイントとジェスチャー、手話を

交えて、ユーモアあふれる話をして頂いた。簡単

な手話を教えてもらったり、ろう者とのコミュニ

ケーションの仕方を学んだ。 

 後半は、「ろう文化宣言」の解説をして頂いた。

この論文の最大の趣旨は、ろう者は障がい者では

なく、手話という言語を使う言語的少数者だとい

うことだ。また、ろう者の言語は、「日本手話」で

あって、「日本語対応手話」ではないということだ。

両者の違いを実例で示して頂いた。この「ろう文

化宣言」は、ろうは医学的に治療する対象であり、

健聴者への「同化」を強制するあり方や、手話を

禁止し、口話教育を強制する教育に対するろう者

側からの異議申し立てであり、日本において、ろ

うをひとつの文化として位置づけるものとして各

界に衝撃を与えた。一方で、「日本語対応手話」を

使っている難聴者や中途失聴者からは、激しい批

判が出たという。聴覚障害者の中でも、様々な人

がいることがよくわかった。最後、障がい者の問

題を人間の問題として普遍的な問題として提起し

て頂いた。堀口さんの人間的魅力とパフォーマー

としての講演のおもしろさは、学生たちを大いに

魅了したようである。この授業全体の中で一番面

白かった、勉強になったという意見の学生が多か

った。 

 以下、感想を若干載せておく。 

・今回の講義を受けて、ろう者のイメージが変わりまし

た。どうしても障害者というイメージを持っていました

が、きこえないということをアイデンティティとして生

きていることにすごいなと思ったし、強いとも思いまし

た。私の友人の弟にもろう者がいて、身近には感じてい

たのですが、コミュニケーションのとり方、接し方を改

めて考えるよい機会になりました。ありがとうございま

した。 

・すごくすごく楽しい授業でした。この授業を最初にと

ったのは主に外国人とのディスカッションをしたいと思

ったからでしたが、このような講義を受けることができ

るとは思っていませんでした。多文化は違う言語だけで

なく、障害を持った人や目が見えづらい人、その他さま

ざまな minority を含んだものであると再確認すること



ができました。手話も教わることができ、人として少し

成長できた気がします。ほんとに楽しい授業でした。 

・今まで私はなんの疑いもなくろう者＝耳に障害のある

障害者ととらえていました。しかし『ろう文化宣言』を

読んで、今日話を聞いて、ろう者＝言語的少数者である

という定義にとても納得しました。ろう者の方は手話や

筆談を完全な言葉として使っていて、一見健常者からは

何を話しているのかわからないけど、それはただ単に別

の言語を使っているからであって、日本語以外のフラン

ス語やタイ語などを使っているのと同じ感じなのかと感

じました。 

・授業活動で一番印象に残っているのは、ろう文化につ

いての講義である。私は個人的に、手話を学んだことが

あって、ろう者と交流した経験があった。その人たちは

同じタイ人だし、同じ地域で育てられたし、このような

違う文化を持っていることに気づいていなかった。ろう

文化についての講義を通して、異文化は国の文化以外、

こういう文化への理解も重要だと分かった。 

 

第 9 回 プロジェクト構想発表 

 まず、前回の「ろう文化と手話」の振り返りと

感想の共有を行った。次に、第 6 回で簡単に決め

た発表のテーマごとにグループに分れ、どういう

発表をするかの構想を発表してもらった。 

 次のようなグループができた。 

１．無国籍問題 3 人 

２．日本の民族問題（アイヌ・沖縄）4 人 

３．異文化理解、多文化共生、地球市民の育成の

ために 6 人 

４．外国人マイノリティに対する差別 5 人 

５．外国につながる子どもの教育の問題 6 人 

６．国際結婚家族の問題 7 人 

７．障がい者文化 4 人 

 

第 10 回 在日ブラジル人問題 

 次週のブラジル人学校訪問に向け、在日ブラジ

ル人問題についての事前学習を行い、質問事項を

まとめるワークを行った。 

 教材として、『まんが クラスメイトは外国人－

多文化共生の物語』の中のマンガ「ディエゴの物

語」を読んで、日本の学校におけるブラジル人児

童が抱える問題について討論させた。 

 感想として、次のようなものがあがった。 

・今日ディエゴのマンガを読んで、すごく気持ちがわか

る感じがしました。自分も小学校の時、日本の小学校に

通い、最初は日本人の子供たちは外国人を見て珍しく感

じ、良くしてくれたけど、それからはあんまり言葉が通

じなくて、みんなめんどくさくなり、あんまり話をして

くれなくなりました。やっぱりこの問題を解決するため

には先生のサポートが大切だと思います。もっと日本人

学生に他の国の文化を教えるべきだと思います。 

・ディエゴ君の話を読んで、小学生で多文化を理解する

のは難しいかもしれないけど、多文化を理解し合えるよ

うに、先生が生徒たちに指導していくのがいかに重要か

がわかった。「ここは日本だから」という理由で日本文化

を理解させるのではなく、日本人の考え方とか感性とか

をきちんと説明して理解してもらうことが大切だと思う。

そのときに、ブラジルならブラジル人の考え方も聞き入

れていきたい。 

・私はディエゴの物語を読んで思ったことは、子どもに

対する国際教育や、多文化教育が足りないこと、教師の

配慮が足りないことです。前者は、子どもには、難しい

ことであり、早くから多文化理解を教育することには、

賛否両論あると思いますが、他の国の文化に触れる授業

をするなど、まずはその違いを肌に感じるところから始

められたらよいのではないかと思います。教師は問題が

起きてから対処するのではなく、理解が進むように、外

国（の子ども）の文化を紹介したりするなど工夫をする

べきだと思いました。 

 

◎スタディーツアー２： 

第 11 回 群馬県大泉町ブラジル人学校訪問 



 8 時大学集合、貸し切りバスで大泉町へ、ブラジ

ル人学校（日伯学園）での高校生との交流、ブラ

ジルレストランで昼食、サンバ体験、ブラジル人

スーパーでショッピング、午後 6 時大学へ到着。

というスケジュールでスタディツアーを行った。

今回は、平日に 1 日かけての課外活動で、他の授

業もある学生もあり、費用もかかるので、参加し

ない学生もいた。結局、総計 25 人が参加した。 

 行きのバスの中で、『多文化共生のテキストブッ

ク』から資料を取って、在日ブラジル人 1 世、2

世、3 世と一般の日本人の会話をロールプレイでや

らせることで、一般の日本人が在日外国人をどう

考えているのか、また在日 1，2，3 世それぞれの

感じ方などがわかるように、ワークを行った。 

 以下は、最終レポートの感想からの抜粋。 

・ブラジルが日本にある。それが、今回の訪問の一番

の衝撃だった。群馬県大泉町に到着して、ブラジル人学

校の高校三年生の学生たちと話し合った。 

 ゆうじと私は話した。彼は、日本で生まれて、日本の

小・中学校に通った。彼の父親は二世で母親がブラジル

人で、ふたりとも、日本語が話せないそうだ。そのため、

ゆうじ自身は幼稚園まで、ポルトガル語しか話したこと

がない、他の子たちは、保育園、幼稚園から友達もでき

ている、そういった環境だったため、入学当初は、泣い

てしまう日もたくさんあったらしい。ポルトガル語もし

っかり学んでほしいという両親の望みもあって、ブラジ

ル人学校への進学を決めた。大学進学については、日本

語の出来具合で、ほとんどの学生が決めるらしい。日本

語が難しいままだとブラジルへ帰る学生もいる。受験は、

AO 入試で自分の得意とする語学で勝負できるらしい。

彼は、日本の小中学校に通っていただけもあって、かな

り日本語がうまかった。大学では、フランス語も学んで、

世界中を旅したいそうだ。彼曰く、ブラジル人学校では、

ほとんど日本語を使わないため、日々日本語力が退化し

ているのが心配らしい。ポルトガル語は難しいらしく、

彼自身も、一年ほど、ブラジルでポルトガル語を学んだ

らしい。やはり、親の意識、環境は大切なのだろう。 

 彼の日常生活を聞いていくうちに驚いたことがある。

いつも遊ぶ友達が、ブラジル人だけらしい。ブラジル人

がいつも近くにいるため、日本人の友達を作る機会が少

ないらしい。また、ゆうじの父親は、20 年間日本に住ん

でいるが、未だに日本語が話せないらしい。それは、こ

の大泉町には、豊富な通訳者がいて、標識、看板もかな

り整備され、なおかつ、10 人に 1 人という高い割合で、

ブラジル人がたくさんいるからだ。日本語の必要性がな

い町なのだ。これらのことは、果たして、文化が共生し

ていると言えるのだろうか。ただ、日系ブラジル人が住

みやすいだけの町となってしまっていないだろうか。日

本人とブラジル人の間に壁は残ったままだ。 

 ブラジル人学校の先生のお話も聞くことができた。日

系人の価値は、日本語とポルトガル語の両方の言語がで

きてこそあるのだと強く訴えていた。言葉は、武器にな

る。これから社会で生きていくうえで、優遇されるのだ

と。また、広いものの考え方もできるようになる。 

 また、日本人とブラジル人との関係がよりよくなるた

めには、柔軟になることが、大切だとおっしゃっていた。 

 今の日本の学校の教育システムでは、年齢に応じた学

年に入れられてしまうため、日本語がわからない日系ブ

ラジル人たちは、授業についていくことができない。ま

た、ついていくことができないため、日本人の勉強を嫌

う学生と関わるようになり、ますます勉強しなくなると

いう負の連鎖もあるようだ。 

 大泉町は、町を挙げて、日系ブラジル人と日本人が共

存できる環境づくりをしていた。また、バスからは、町

のいたるところにブラジル国旗が掲げられていて、また、

多くのブラジル人とすれ違った。私は、今までこのよう

な経験がなかったため、とても不思議な感覚だった。 

 ブラジルと日本の文化は、かなり異なる。多くの日本

人が、ブラジル人の日常のあいさつで、キスやハグをす

る光景に抵抗を感じるはずだ。そして、異文化との接触

に慣れていない、島国日本国民は、避けてしまうことも

ある。しかし、このままでは、互いの文化の共存は難し



いだろう。現在の私たちに求められていることは、異文

化に積極的に関わろうとする勇気だ。関わることで、互

いを知ることができ、知ることで、互いに歩み寄ること

ができる。メディアなどでも外国を題材に使ったものが

多く発信されるようになり、twitter、facebook、google

翻訳などにより、言葉の壁も低くなってきた。 

 これからの日本はますます移民が増える。大泉町のよ

うな地域も増えるだろう。多文化共生の姿とは、何なの

か。そして、日本の人々が、積極的に異文化に関わろう

とするには、どうしたらいいのか。もう一度、考え直し

たいと思った。 

 

第 12 回 沖縄基地問題を考える 

 先週のブラジル人学校訪問の振り返りと全体共

有をおこない、沖縄基地問題を取り上げた。これ

以前に、沖縄・辺野古基地建設をめぐるドキュメ

ント映画『戦場ぬ止み（いくさばぬとぅどみ）』（三

上智恵監督）の先行上映会が東京で行われており、

担当教員がこの映画を推薦して、10 名程度の学生

がこの映画を自主的に鑑賞し、感想を述べてくれ

た。 

 今回は、6 月 23 日の沖縄慰霊の日（沖縄戦終戦

の日）にテレビ朝日・報道ステーションで放映さ

れた沖縄基地問題の特集を上映して、日米地位協

定の問題、ドイツやイタリアでの米軍基地との違

いなどを学んだ。以下は感想。 

・ 今日の授業では、沖縄の基地問題について主に取り

上げていました。戦後 70 年たっても改正されない

日米地位協定については私自身長年疑問を抱いて

いました。沖縄県民が犯罪の被害にあっても、日本

の法律で裁けないのは本当に不条理です。これはア

メリカ人が悪いのでなくて、その協定が改正されな

い、また改正しようとする動きが見られない所に問

題があるのであって、政府は沖縄の人々の気持ちに

なって行動に移してほしいと感じます。また、本土

の人の基地問題の関心の低さも問題だと強く思い

ます。沖縄の例をもとに“平和学習”を行っていく

べきです。（沖縄の学生） 

・ 沖縄の問題について、想像以上にひどいし、おかし

いと思った。日本は主権国家ではないのか。こんな

おかしな問題を日本国民があまり知らないことも

大きな問題だ。日本の教育でちゃんと米軍基地や安

全保障の問題を扱うべきだ。世論を変える努力をし

なければならない。なぜ政府はいつまでもアメリカ

に従うのか。官僚たちはアメリカに従うことでどん

な利益があるのだろうか。こんな事実を知れば誰だ

っておかしいと思うのではないのかどうか。もう時

代は変わった。タブー視されていたことに取り組む

のは私たち若い世代の責任ではないだろうか。 

・ 沖縄は美しいですけれど、戦争の記憶は非常につら

いと思います。沖縄は政治の道具ではないです。日

本の政府の沖縄ではない。沖縄の人民がうまく生活

できるために、沖縄の人民の沖縄を作るべきです。 

・ 沖縄の問題について考えると日本の戦争はまだ終

わっていないのかもしれないと思う。また、今回ド

イツやイタリアなどの他の敗戦国が裁判権を取り

返せたのに対し、日本がいまだに平等な地位を獲得

できていないことに驚いた。アメリカの顔色をうか

がってばかりいる政府に腹が立つ。この問題が仮に

解決したあとでもこの戦争のつらい経験を忘れて

はいけないと思う。 

 

 沖縄の問題が、思ったより深刻なことに学生は

衝撃を受けたようだった。現在、問題になってい

るホットな話題ということもあり、今後も継続し

て取り上げていきたいと思っている。 

 

 第 13 回～第 15 回 プロジェクト最終発表 

 今回から、学生のグループ別のプロジェクト発

表会をおこなった。各グループごとに、一人 5 分

程度の発表と質疑応答を行い、聞いている学生は

その評価を 5 段階で行いコメントを書くという形



ですすめた。評価・コメント用紙は、授業後、ス

キャンしてPDFにまとめたものを、連絡網で送り、

全体で共有する形にした。 

 各班のテーマは以下の通り。 

第 1 班 日本の民族問題（アイヌと沖縄） 

第 2 班 障がい者文化 

第 3 班 異文化理解、多文化共生、地球市民育成

のために 

第 4 班 無国籍問題 

第 5 班 国際結婚家族の問題 

第 6 班 外国につながる子どもの教育の問題 

第 7班 外国人マイノリティの差別の問題 

  

 発表は、ほとんどの学生がパワーポイントを有

効に使い、5分という短い時間の中でうまくまとめ

て発表を行っていた。独自にインタビューやフィ

ールドワークを入れている人もいて、聞き応えの

ある発表もあった。ただ留学生の中には、原稿を

読むのが精一杯という学生もいたり、自分の考察

が述べられていない人もいた。発表のやり方の指

導もあらかじめ必要かと思った。 

発表は、当初の予定では、2回で終わり、最終日

は、全体の振り返りとまとめを行う予定だったが、

発表の時間が延び延びになり、結局 3回の授業を

使った。一人 5分という発表時間も足りないとい

う人も多くいたようだ。最後の振り返りができな

かったのも大きな反省点である。 

 

６. 評価と授業アンケート 

 学生の評価に関しては、平常点 30%（毎回の授

業の振り返りシートの提出が必須）、課外活動の参

加と感想文の提出 30％、プロジェクトの最終発表

30%、最終レポート 10％とした。課外活動は、朝

鮮大学校訪問、大泉町ブラジル人学校訪問、沖縄

基地問題映画鑑賞、中国残留孤児映画鑑賞などが

含まれている。ブラジル人学校訪問は、平日の授

業期間だったため、他の授業が休めず参加できな

い人もいたため、これを評価として入れるのはど

うかという意見もあった。課外活動の割合は、10％

程度にしておいて、最終レポートを 30％くらいに

しておいた方がよかったかと思う。今回、成績の

いらない聴講学生を除き、最終レポートを出さな

かった学生が 6 人いたのは、残念だった。自分の

発表の成果をまとめると共に、授業全体を振り返

り省察することは、学びにとって非常に大切な契

機なのだが、それをあえてしなかった人たちは、

評価が悪くなるのにとどまらず、自分の省察の機

会を自ら放棄したもので非常に残念だ。今後はも

っと最終レポートの割合を高くすべきだと思った。 

 今回は、大学の授業評価とは別に、アンケート

項目をつくって、授業評価のアンケートに答えて

もらった。これも、最後の時間が発表の時間だけ

になってしまい、授業中に答えてもらう時間がな

く、添付ファイルで送って返送してもらう形にし

たが、返送率は低かった（13 人のみ）。今後は短い

時間でも取って、必ず授業時間内にしてもらうべ

きだ。その中での回答項目と結果を示しておく。 

  

Ⅰ．留学生（日本人学生）と共に学んで、よかった点、

よくなかった点をあげてください。 

  よかった点： 

【日本人学生】 

・異なる文化背景や価値観をもつ方々の考えを聞くこと

ができたのでよかった。 

・いろいろな国の文化について知ることができた。視野

が広がった。 

・日本で授業を受けていながら様々な国の様々な文化に

ふれて自分の視野を広げることができた。 

・他の文化からの意見を知ることが出来て良かった。例

えば、実際に外国人が日本に住んでみて分かる日本の

問題点など。 

・自分の国からでは聞けない視点からの意見が多く聞け



た。 

【留学生】 

・日本語を話すチャンスがあって、日本語能力を高める

ことが出来る。 

・日本文化についてももっと知ることができた。 

・日本人の考え方、物事のやり方なども身に覚えるほど

感じた。 

・違う文化背景の学生と一緒に交流できる。 

・色々な国際的な問題に関する日本人の学生の意見を聞

き、そのテーマについて相談することは勉強になった。

その上、いい日本語の練習だった。 

・日本人友達と親しくなったこと。 

・日本人のみんなと一緒に交流できる、楽しかった。 

・日本人の意見を聞けたこと。 

・日本人の考え方に教えてくれました。 

・日本語を話す期間が増えたことはもちろん、日本人学

生と交流したことによって日本国内のことによって、

日本のこと（沖縄問題など）がもっと理解できた。 

 

よくなかった点： 

【日本人学生】 

・しいて言えば、日本語力の関係で留学生の方にとって

難しく考えにくい内容もあったかもしれない。 

・日本語中心の授業が少し多かった気がする。 

・留学生にとって日本語は第二外国語かそれ以下の言語

であるので留学生の本当に伝えたい意見が聞けたとは

思わない点。英語にして日本人が多少不自由に感じた

としても、貴重な留学生の意見をスムーズに聞けるよ

うにすればもっと学べるものが多くなるのではないか

と思った。 

【留学生】 

・言語の違いで、話が通じない場合がしばしばある。 

・日本語が難しかったこと。 

・感想を話すとき、よく日本人はメンバーの対象として

発表した。 

・授業で日本語の難しさはよく困ります。 

・たくさん分からないことがありました。 

 

Ⅱ．この授業の趣旨である「異文化理解」と「コミュニ

ケーション」が深められたと思いますか。 

１． 異 文 化 理 解 が 深 め ら れ ま し た か 。        

はい 11 いいえ 1 わからない 1 

コメント：異なる文化について知ったことが増えた

から。／普通な活動でも意外に異文化理解ができる／

かなりいい機会になった。／国に同じ授業があったけ

ど、この時もっと不定的になりました。／留学生との

会話や様々な見学を通して親近性を増すとともに異

文化理解を進めることが出来たと思う／いろいろな

国からきた方と交流したことで、異文化がもっと理解

できた。／授業を通して知らなかったことがわかり関

心が持てた。 

 

２． コミュニケーション力がついたと思いますか。 

はい 10 いいえ 0 わからない 2 

コメント：今までの授業で発言や発表の機会が少な

かったが、この授業ではそれが多かった。／たくさん

の日本人と交流したりして、大満足です。／ 積極的

に話せるようになった。／ コミュニケーションの時

間があまり足りません。／いつも大変でした。／日本

語が母国語でない人に対してのサポート力や聞く姿

勢は向上することが出来たと思う。その上、様々な考

えを知ることでじぶんの受け入れられる違いの幅が

広がったと思う。／話し合いによって、ついたと思う

/ まったく違う文化の人と話したことで積極的になれ

た。 

 

Ⅲ．授業の各トピックについて、評価（５．非常によか

った。４．よかった。３．普通。４．あまりよくなかっ

た。５．よくなかった。）とコメントをお願いします。 

１． 異文化理解とは。文化とは何かの話し合い。           

５．⑤, ４．②,３．④ 

コメント：抽象的でよくわからない概念だが、だから



こそ様々な捉え方があると分かった。／普段使っている

「文化」という言葉の定義について深められた。／ちょ

っと困難だと思います／とても身近にかんじられるよう

になった。／話しにくいでした。／初めに文化の定義を

捉え直すことで、授業に対してのマインドセットになっ

た。/ 留学生といろいろな意見を交わし、いけんを出し

合えた 

 

２． 在日外国人問題。DVD『となりに生きる外国人』の

視聴と話し合い。５．④、４．⑦、２．① 

コメント：もっと深い問題があると思った。この問題

に関して認識が甘すぎると指摘した留学生の意見が新鮮

だった。／驚いた、深い印象を持っていました。／今ま

で知らなかったことに目が向くようになった。／分かり

にくいでした。／日本でただ何となく過ごしていただけ

では気づかない外国人の苦労を知ることで問題意識がた

かまった。 

 

３． 異 文 化 理 解 に お け る 言 語 選 択 の 問 題 。               

５．③、４．③、３．⑥ 

コメント：それでも英語が一番使いやすいと感じた。

／自分の中で結論が出なかった。／ちょっと理解難い／

英語はほんとに公用語でいいのか？という疑問がわいた。

／問題がありませんでした。いつも日本語で話したり、

日本人の考え方や感想だけでした。／何気なく使ってい

る言語の問題を見つめ直すことができた。／私はずっと

英語が絶対必要だと思い込んだが、みんなとの話し合い

によって、必ず英語必要だとは限らない、第２言語で何

語が必要かその人によることがわかった。／これまであ

まり気にしてこなかったので、これを機に興味がわき、

問題意識を持った／異文化間のコミュニケーションのツ

ールとして英語が使われていることについて疑問を感じ

た 

 

４． 日中韓の相互理解のために。在日朝鮮人問題の学習。 

５．⑦、４．③、３．①、２．① 

コメント：知らないことが多かった。実際に在日朝鮮

人の子と色々な話をすることができて、刺激をもらった。

／朝鮮大学校訪問はとても良かった。自分の価値観を見

直すきっかけになった。／色々なその前、知らないこと

を学びました／かなり身近な問題であると思う。／面白

かった。／歴史的背景から在日朝鮮人について良く知る

ことが出来た。／このトピック通して、母国のことにお

ける難民問題について、興味があるようになった。／フ

ィールドワークもでき、朝鮮に対するイメージも変わっ

た 

 

５． ゲストトーク：地域における多文化共生（武蔵野国

際交流協会）。５．①、４．④、３．④ 

コメント：日本語教師を目指しているので、とてもた

めになるお話だった。／講演は面白い／自分の職業選択

が一つ増えてよかった。／普通でした。新しい情報が集

まっていませんでした。／多文化が混じり合う現場で働

いていらっしゃる方のお話が聞けて良かった。／とても

楽しい授業だった。／遠足のバックの中身についてその

国の文化もあり面白かった。 

 

６． ゲ ス ト ト ー ク ： ろ う 文 化 と 手 話 。                  

５.⑪、４．① 

コメント：非常に印象に残りました。 

障がいについて考えさせられた。／とても楽しい授業だ

った。講師の方の生き生きとした様子が印象だった。／

わかりやすい／この講義が一番ためになったし一番面白

かった。／今度、皆が同じ知識や言語能力レベルがあり

ました。／ろうは、障がいではなくて文化である。この

授業の中で一番自分の固定観念を崩すことが出来た授業

であった。／ろう文化について、もっと理解できた。／

聾者の方に実際に来てもらいお話を聞けたのでよかった 

 

７． 日 系 ブ ラ ジ ル 人 問 題 の 学 習 。                    

５．④、４．⑥、３．② 

コメント：日系ブラジル人に限らず、他の外国につな



がる子どもについても色々考えなくてはならないと感じ

た。／大泉町はとても楽しかった。日本の中の外国文化

に触れることができ良かった。／スタディツアーの予習

に／本当に面白かった、情報が集まったりしました。／

見学前に問題の基礎知識を付けることができて良かった。

／フィールドワークにいけなっかたので残念だが、事後

報告で朝鮮学校とは違うもんだいも聞けたのでよかった 

 

８． 沖 縄 基 地 問 題 の 学 習 。                        

５．②、４．⑤、３．②、２．① 

コメント：知らないことが多く、現実は思っていた以

上にひどかった。安全保障の問題にかかわるので、かな

り複雑な問題だが、日本の全市民が知る必要がある内容

だと思った。／もうすこし議論したかった。／今問題に

なっている安保問題にも深くかかわってくる問題だと思

う。より深く知ることが必要だと思った。／映画の時、

話しは分かりにくいでした。／このトッピクを通して、

沖縄基地問題は深く理解できた。沖縄の人だけではなく、

日本人のみんなの問題だと思う。解決には、政府が沖縄

の人との話し合いが必要だと思う。今、憲法９案改正な

どの反対の方が多くなってきて、デモまで行ったので、

タイで行ったでもみたいになってほしくない。／おなじ

日本国民として無関心にならず、声を上げていかなけれ

ばいけないと感じた。 

 

Ⅳ．授業の方法（机の配置、教員の話し方、資料（PPT、

配布資料、板書）の提示、グループ分け、討論の仕方、

用具（模造紙、付せん、マーカーなど）の使用など）

について、よかった点、不足な点、要望などを挙げて

ください。 

よかった点： 

・グループ分けて、討論することが、より良いコミュニ

ケーションになる。／グループを分けて話し合ったこ

とが多国籍の友達と話すことができて良かったです。

／小グループに分かれているので話やすい。／毎回ぐ

らいグループ分けがあって、他の人と交流できてよか

った。／グループで自由に意見交換ができたのでよか

った 

・グループの意見を一つにまとめるのは良かった。 

・授業に使う用具も十分に準備してある。／色々な道具

を使っていること。 

・授業内容と関連のある資料は詳しい。／資料が豊富な

ところが良かった。／豊かな資料を配布して、本当に

助けた。／毎回資料を配ってくださったことは各トピ

ックを深く学ぶ上でとても役に立った。 

・机の配置がよく、先生の説明もわかりやすい。 

・面白いプレゼンを作ったりしました。 

 

不足な点： 

・討論時間がちょっと短すぎる。／グループの感想交流

回数が多すぎて、感想交流時間が時々短かった。／・

グループで話し合う時間がもっと長くし欲しい。／グ

ループでの話し合いの時間をもう少し増やしてほしか

った。 

・ タイムマネジメント。次の授業が移動教室であるた

め、遅刻しそうになった。また、時間の関係で深くま

で話し合えない時があった。／授業の延長はやめてほ

しいです。／時間がありませんでした.皆が他の予定や

授業がありました。／コメントを書く時間がなかなか

なくて、ちょっと困っていた。／予定通りに行くこと

が少なかった。／効率はたまに低い。 

・先生が配ったテキストなどの資料はいくつかの留学生

にとって非常に読みにくかった。その上、レポートな

ら、レポートを書くこととレポートの提出期限を遅く

通知し、授業についての紙にも書いていない。 

・留学生の子が話し合い等の終了の合図としてベルを鳴

らすのは家畜のような扱いで嫌だと言っていました。 

 

 要望： 

・レポートの数と提出期限を試験期間の最も前に教えた

らいい。レポートの提出期限を提出期限の二週間ぐら

い前に教えることは、学生が色々な期末試験と他のレ



ポートと発表の準備をしているところであるので、学

生が困るし、提出期限を一か月前は教えたらほうがい

いと思う。 

・グループの席替えももっと多くの人にやってほしい 

 

Ⅴ．課外活動（スタディーツアー、映画鑑賞など）につ

いて、よかった点、不足な点、要望があれば書いてく

ださい。 

 よかった点： 

・スタディーツアーは、学生に楽しく勉強させた。とて

も良い学習方式だと思う。 

・学校訪問を通じて、より多くの異文化が体験できて、

いい勉強になった。 

・授業にスタディーツアーを含めることはいいと思う。 

・スタディツアーを通じて様々な経験をできて良かった

です。 

・実際に行くのと、話を聞くのとは違うのですごく良か

った。貴重な機会をありがとうございました。 

・学生さんと話せた点。 

・みんな一緒にもっと深く了解できる。 

・異文化交流を肌で感じることができた。 

・スタディーツアーは非常にいいと思う。 

・面白かった。 

・実際に現場に行き、映像を見ることで考えを深められ

たとともに文化に対する親近性得ることができた。 

・スタディーツアーはとてもよかったと思います。問題

を理解するのに、その問題を抱えている人との交流が

必要だと思うからです。ただし、都合があって、ブラ

ジル学校に行けないのが残念でした。 

・直接現地に行き実際の声を聞けたのでよかった 

 

 不足な点： 

・映画鑑賞の回数がちょっと少ないので、もっとあれば

いいなと思う。／映画鑑賞はもっと身近な劇場で見られ

るものがよかった／たまに映画は参加者が少ない。 

・お金をかかることは一部分の学生にとって、ちょっと

負担になる。 

・朝鮮学校の訪問は勉強になったが、ブラジル学校の訪

問は全然勉強にないし、ツアーの時間も遅延するし、

値段も高いし、ツアーが必要ではなかった。 

・私は聴講なので関係ありませんが、課外活動に参加し

たかどうかを評価の対象にするのは違うのではと思い

ました。費用の面で参加できない人もいるかもしれま

せん。／でも、課外活動も成績に含めることは厳しい

と思う。人によって、余裕がない人もありますので、

課外活動が無理させるようではないですが。 

・ブラジル人学校にいる時間が短い。／話す時間が少な

かった点。 

・注意が足りないんです、全部分かりにくいになってし

まいました。 

・他の授業が欠席扱いになったこと。 

・課外活動が多い。 

 

要望： 

・もっと多くの課外活動をしたいです。／課外活動をも

っと増やしてほしいです。 

・もっと簡単な日本語で発表をしてくれませんか？ 

・できれば公欠扱いか、休日を使ってツアーに行きたい。 

・映画鑑賞の金額をもう少し下げてほしい。 

 

Ⅵ．プロジェクト発表について、よかった点、不足な点

などをあげてください。 

よかった点： 

・いろんな課題を扱って、幅広い知識をしることができ

る。／クラスメートたちがお互いに違う問題に対する

考えを分かち合うことができる。／各自学んだことを

お互いにシェアすることが出来てよかった。 

・自分が興味を持つ問題について発表すること。／発表

のテーマを自分が決められるから良かったです。／自

分でテーマが選べたことがよかった。 

・細かく調べられた。 

・一人ずつ発表して、話したいことがちゃんと表せる。 



・面白い情報を伝わったと思います。 

・映像を見れたので頭に入ってきやすかった 

 

不足な点： 

・発表の時間が少なくて、発表テーマについての内容が

ちょっと薄い。／発表の時間が少なかった。／時間が

足りない／時間が短い（留学生にとって）／準備の時

間と発表の長さを限り、深い内容はできません。／時

間が短かったこと。 

・プロジェクト発表順番と時間の割合が急いで決められ

たというような感じがあった。 

・個人が発表することになってしまってグループを分け

た意味がありませんでした。／結局各自の発表になっ

たので、グループ分けの意味がわからなかった。確か

に、発表の重んばんがスムースにできのですが。。。 

・日本語の能力、発音、自信がないんです。 

 

 

Ⅶ．この授業を受けて、自分の考えに変化がありました

か。また、今後なにかしたいと思いましたか。  

１．自分の考えに変化があったか。  

  ・はい（どのような変化がありましたか） 

・異文化理解には、いろいろな情報を知らなければなら

ない。一見普通な現象の裏に、実は、いろいろな事情

が隠している、私たちはもっとそれを掘り下げるべき

だ。 

・ろう者の日常生活をよく分かることになった。／特に

手話に関心を持つようになりました。 

・多文化共生について考える機会が増え、興味がより増

した。／色々な社会問題とか言語問題に興味を持って

いました。／マイノリティーの問題について考えてみ

たくなった 

・自分が今まで作ってきた価値観は絶対的なものではな

いということを知ることができた。／何か問題を考え

るときに常に世界規模で考えられるようになった。／

自分の考えはもっと全面的になりました。 

・実際に異文化に触れることで親近感が湧き、心を開く

ことが出来た。 

・異文化と触り合ったことによって、母国のことがもっ

と理解できた。また自分の母国のことをちゃんとわか

らないと、他の文化が理解することがむずかしいので

はないかと思った。 

 

  ・いいえ（なぜですか：（例）トピックに興味が持て

なかった。） 

・だいたいの問題もう知っていた。 

・新しい情報が集まったりしませんでした。発表など難

しすぎました。 

 

２．今後何かしたいと思いましたか。 

  ・はい（どのようなことをしたいと思いますか。） 

・異文化理解教育に必要の質素を身につけて、世界の異

文化コミュニケーションに少しでも貢献になれればい

いなと思う。 

・沖縄にある環境問題について卒業論文を書きたいと思

う。／沖縄問題についてもっと知りたいです。 

・多文化共生社会とはどうあるべきか、そこに教育者と

して市民としてどう参画できるかについて考えていき

たい。また、文献等で理解を深めたい。 

・もっと積極的にいろいろな国の人とコミュニケーショ

ンをとっていきたいと思う。／もっと、交流活動に参

加したい。／・もっと心を広げて、他の国の方と交流

したい。 

・外国人学校の先生や JICA職員などに対する興味がさら

に増した。 

・マイノリティーに関して卒業論文を書くつもりです。 

・将来教員になった時も異文化を生徒に経験させる機会

を大切にしたいと思った。／将来、教育現場で授業で学

んだような問題が起こっていることを生徒に伝えたい 

 

  ・いいえ（なぜですか：（例）専門とあまり関係ない。

興味が持てない。） 



・今後何かするかまだ分かりません。専門もほとんど関

係ありません。 

 

Ⅶ．全体として、この授業について、よかった点、不足

な点、要望などがあれば何でも書いてください。 

  よかった点： 

・この授業を通して、いろいろな国の様々な事情をしる

ことができた。 

・いろんな話題を討論することを通して、自分が普段気

付かなかったことに気づいた。 

・異文化に対する認識が広くなった。 

・様々な国の友達と話できて良かったです。／留学生と

仲良くなれたのでよかった／いろいろな国の人と関わ

れた点。／日本人と話す可能 

・ディスカッションの機会が多く設けられていて、色々

な考えを知ることができた点。また、課外活動として

朝鮮大学校に行くことができた点。 

・春学期、この授業を選んでよかったと思います、新た

な話題に相談して、いい体験だ。 

・留学生がたくさんの国から参加していてくれていた点。 

・スタディーツアーと日本人学生の交流。 

・日本人と授業がありました。 

 

  不足な点： 

・話題討論時間が短い。／もう少し話し合いの時間がほ

しかった 

・授業の内容に一応、興味がなくて、JASSO の奨学金を

もらうために参加した。 

・日本語の発表がとても大変でした。 

・先生のやり方はちょっと変わるほうがいいかもしれま

せん。 

・マイク、タイマー、ベル、プレゼンの中に小さな漢字 

 

  要望： 

・何とか授業時間がいつも遅延して、時々頭が痛くなっ

てしまったので、目覚し時計の使いは授業中に不必要

であると思う。 

・ゲストトークがもうちょっと多かったら良いです。 

・このような授業をこれからも開設していってほしいで

す。それによって、多くの学生が留学生と接すること

を通して異なる価値観に触れる機会に恵まれるといい

なと思います。 

・多分留学生の考え方も面白いです。他人に手を差し伸

べるしてみてください。日本語の能力が弱い時も。も

ちろん、それは留学生の二つ、三つ、たぶん四つの言

語です。 

 

７. 全体的な振り返りと今後の課題 

 授業アンケートや最終レポートなどから、この

授業の全体を振り返る。 

７.１ 留学生と日本人との共修が役に立ったか 

まず、留学生と日本人が学ぶという共修科目と

いうこの科目がお互いにとって役に立ったか、と

いうことであるが、まず、ほとんど全員が、留学

生（日本人）と共修できて、異なる文化や価値観

に触れ、視野が広がった、あるいは、交流ができ、

日本語を使う良い機会になったという意見であっ

た。ただ、留学生の日本語レベルが様々であった

ため、日本語レベルが低い留学生にとっては、授

業の内容を理解したり、交流が難しい、という点

が問題点として上がった。本来、この科目は、日

本語のみで行うことが想定されており、他の日本

理解科目と同様、日本語レベルが学芸大留学生セ

ンター・プレースメントテストで Level 1,2 程度

の水準がないと理解が難しいということを前提と

していたが、留学生にそのことが徹底されず、ま

た、担当者も日本語レベルを配慮しなかったため

に、あとから調べると、Level 3 程度の学生が数

名入っていたので、理解や交流に困難なことがあ

ったと予想される。やはり、Level３程度の学生に

はこの授業は難しすぎると思われるので、今後は、

まず受講時点で、Level 1，2 の学生に限定するこ



と、その上でその中で日本語がついて行きにくい

学生への配慮を考えて行くことにする。ただ、

Level 3 程度の学生を共修科目から排除するので

はなく、別の ISEP の共修科目や、日本語と英語を

両方使える共修科目を保証してもいいかと考える。

これは、個別の科目の問題ではなく、制度的、組

織的問題なので、今後検討課題としておく。 

 

7.2 異文化理解とコミュニケーションという目標

が達成できたか 

 「異文化理解が深められたか」という問いには、

「はい」が 11 名で、「いいえ」が 1 名、「わからな

い」が 1 名であり、異文化理解は、ほぼ達成でき

たと思う。「コミュニケーション力がついたか」の

問いには、「はい」が 10 名、「わからない」が 2 名

で、日本語力の問題で大変だった留学生の問題は

あるが、ほぼこの目標も達成できたのではないか

と思う。もう少し、討論時間がほしいという学生

の声も結構あった。 

 

7.３ 各授業のトピックについての評価 

 それぞれのトピックについて評価は分れるがそ

の中でも、「ろう文化と手話」は圧倒的に評価が良

かった。講師の講演のやり方のおもしろさと共に、

外国の文化ではなく、聴覚障害と思われていた「ろ

う」がひとつの文化であるということが、新鮮な

驚きであったということは言えると思う。今後も

障がいをひとつの文化と考える企画をしていきた

い。 

 

7.４ 授業の方法について 

 この授業は、講師が一方的に講義する形ではな

く、学生の討論、発表、体験授業などを種にする

参加型授業（アクティヴ・ラーニング）を目指し

たものであった。それがどれだけ達成できただろ

うか。 

 まず、毎回違うグループに分れて、話し合うこ

とが非常に良かったという意見が多くみられた。

また、豊富な資料を使ったのに、いい評価があっ

た一方で、留学生の中には、消化不良を起こす学

生もいた。問題点は、タイムマネジメントの問題

で、話し合う時間が少ない、時間がいつもぎりぎ

りになってしまい、コメントを書く時間も少ない

し、次の授業に差し障りが出ることもあり、これ

は今後多いに改善しなければならないことである。

また、最終レポートの内容、締め切りを最初に提

示しておくこと、討論の終わりの合図としてタイ

マーや鈴を使ったことが一部学生にストレスがあ

ったので、今後別のやり方（ストレスのない音か

あるいは手を挙げるなどの方法）に変えていきた

いと思う。 

 

7.５ 課外活動についての評価 

 スタディーツアーに関しては、ほとんどの人が

積極的に評価していた。が、問題点としては、平

日にやられたため、他の授業を欠席せざるを得な

いことや、費用がかかった点は、今後改善すべき

であろう。学校訪問の場合は、どうしても平日に

せざるを得ないところがあるが、その場合でも、

公欠扱いにできるか検討してみるべきだろう。ま

た、費用の点では、今回、大泉町の訪問で、学生

は 3000 円自己負担した。貸し切りバス代や学校・

観光協会への謝礼、サンバ体験費用などがかかり、

半分は、担当者の個人研究費でまかなったが、今

後は、大学側の補助金などでできるだけ学生の自

己負担が少ないように配慮していきたい。それか

ら、課外活動を成績評価に含めるかは今後検討し

たい。今後は、複数の課外活動を提供し、その中

から選択して少なくとも 2 つ程度に参加すること

で 20％程度の割合にすることで考えていきたい。 

スタディツアーとは別に、今回は中国残留孤児

問題と沖縄基地問題の理解のために、外でやって



いる映画の鑑賞をすすめた。中国残留孤児問題の

映画は一人しか参加せず、沖縄基地問題は 10 名程

度が鑑賞して感想文も書いてくれた。今後は、学

内で無料で上映する機会も作っていきたいと考え

る。 

 

7.６ プロジェクト発表について 

 各自が興味のあるテーマを選び、それぞれの違

った問題をみんなで分かち合えるという点で多く

の人が積極的に評価していた。が、問題点として

は、一人 5 分の発表時間というのは、少なすぎて、

内容が薄くなってしまうということや、グループ

の発表という特性をあまり生かせなかったことが

挙げられる。発表時間に関しては、36 人が全員発

表するには、どうしても 2～3 回の授業時間が必要

であり、この時間でやるとなると、一人 5 分程度

になるのもやむを得ないところがある。今後、授

業内での発表時間を増やすか、あるいは、別に合

宿形式で、いっぺんに発表をやってしまうなどの

方法を検討してみたい。 

 

7.７ 授業を受けて、考えに変化があったか、また、

今後の行動に影響を与えたか 

まず、自分の考えに変化があったという回答がほ

とんどであった。異文化に触れることで、色々な

問題を考える機会になり、広い視野で物事が見ら

れるようになったという意見が多かった。 

 また、今後何かしたいという意見もほとんどで、

今後もっと異文化と交流を深めたいとか、将来教

員になったときに異文化の体験や色々な問題を知

らせていきたいということや、また市民として多

文化共生をすすめていくことなどが述べられた。 

 

7.8 全体として授業の良かった点、不足な点 

まず、よかった点として、色々な国の人と交流

でき、異文化に対する認識が広まり、様々な気づ

きがあったことが、述べられた。問題点としては、

時間配分の問題が大きい。また、せっかく留学生

が参加しているので、留学生の体験をもっと共有

できればよいかと思った。今後の授業では、留学

生の国や地域の事情や個人の体験などを述べられ

る機会をもっと作っていきたいと考える。 

 

  全体として、やはり、留学生と日本人学生と共

修する、このような授業の意義は大いにあると考

えられる。今後、アクティブ・ラーニングとして

の方法を多く取り入れ、よりよい授業に改善して

いきたい。課題は多いが、この科目をさらに拡充

し、豊かにしていくことが、大学の国際化、異文

化間教育、多文化共生教育にとって、大きな意義

を有すると考える。今後、北海道大学の多文化交

流科目のように、大学全体の取り組みとして、組

織的な形で、進めていくことが望まれる。 
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