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異文化との触れ合い 

 

日本に来てからまだ 2ヶ月しかないけど、いろんなことを経験し、中国と日本の違うこ

とに気づいた。 

１． ありがとうじゃなくてすみません。 

日本に来たばかりの時は他人が何をしてくれた時に必ず「ありがとう」と言うけど、周

りの日本の方を見ると、あまり「ありがとう」を言う人がいないということを気づいた。

皆はいつも「すみません」とか「ごめんなさい」とかを言うのだ。それは日本人は他の人

が何をしてくれたら、他人に迷惑になるではないか。 

２． 列に並ぶのが好き。 

日本には、列を並ぶことを時々見かけるようだ。先週、新宿に遊びに行ったとき、ある

お店の前に、すごく長い列ができて、気になって最後に並んだ人に聞いたら、「僕もあま

り知らないだけど、皆並んでいるから、自然二並ぶようになったのだ」。 

３． 皆宗教心を抱えていること。 

日本には仏教とかの宗教の信者じゃない方が多くいらっしゃると思うけど、でも、日本

人はお守りとかおみくじとかの宗教的なものをすごく信じていて、本当に宗教心の抱えて

いる方が多くいる。中国にはもしその宗教の信者ではなかったら、その宗教的なことには

全然気にならないということだ。 

４． 会議の時にはあまり発言がない。 

これは日本人友達から聞いた話が、会議の時に、一人の発言が終わったら、皆相槌を打

っていても、あまり自分の意見を言い出さないようだ。会議は一方的な発表みたいな形で

終わった。中国人の私から見れば、やはり会議のときは、一人一人の意見が大事だ。会議

本来の目的は皆が話し合って、違い意見が出て、それ検討しにいくではないか。一方的な

発表だったら、わざわざ会議を開く必要がないではないでしょうか。 

５． 人と違うことをするのは心配している。 

会議の時にもそうだけど、もし自分の意見は他人と正反対だったら、その人を傷ついて

しまうという心配もあって、だから自分の意見を言わない人もいる。タイで旅行している

時にも、旅行団を見て、まっすぐな列ができていた人は必ず日本人に違いない。それは、

確かに管理に優しいが、その中には、このスポットに興味ない人は必ずいるが、その人は

他人を合わせて、興味ないところにいくようになる。中国人の私は、自分の意見をはっき

り言いだしたり、自分の行きたいところに行ったりしたことが好きだ。他人に無理やり合

わせないほうが良い。 

以上は自分が経験したことと、友達から聞いたことが、それはあくまでも僕自身の体験

だ。自分が間違ったところもあるかもしれない。それらのことは、日本の文化のどこかあ

るいは中国の文化のどこかが悪い訳ではない。世界中の文化はその国に住んでいる人々の

もので、その文化には良し悪しがない。今、私たちのやるべきことは違う文化を尊重して、

理解し合うことだ。これからも、もっと異文化と触れ合いながら、自分の視野を広げたい。 

 

 

  



異文化（中学生の時のニュージーランドでのホームステイ）に触れることで自文化との

違いを認識した体験 

               

・お風呂  ホームステイ初日に家のことで初めて言われたのが「お風呂は３分以内で入

ってね」だった。ニュージーランドの一般家庭では、電気を使って大量のお

湯をタンクに作り溜めしてそれを少しずつ使う仕組みになっているので、使

いすぎたら水しか出てこなくなる。オセアニア国にとって、水は貴重な存在

なのだ。また、お風呂にある湯船は、インテリアの一部であり一切使うこと

はないと言っていた。（お風呂はシャワーのみ）日本は温泉も有名で、毎日

湯舟につかって疲れをとったり癒されたりするものだが、ニュージーランド

では体をきれいにするという目的のみでお風呂に入っているそう。 

・食事   ニュージーランドの食事は肉やイモ類を中心としている。炭水化物が中心で

緑の野菜などはあまり出てこない。現在、海外の人から日本食は健康的だと

注目されていても、日本で生まれ育った自分にとってあまり実感したことは

なかったが、この異文化体験を通して、日本食はかなりヘルシーだと感じた。 

・学校   私は２週間テムズ高校という現地の高校に通った。日本の学校に比べるとテ

ムズ高校は、とても自由な雰囲気で校則も厳しくないので、髪を染めていた

りピアスをしている子がたくさんいた。また、授業チャイムは非常ベルのよ

うな音で驚いた。 

・生活   ニュージーランドでは部室を使っていない時などはドアを開けっぱなしにす

る習慣がある。日本ではドアを開けっぱなしにすると行儀が悪い行為として

怒られたりするが、ニュージーランドではドアを閉めていると「使用中」ま

たは「中に入ってこないで」という意味になる。同じ行為・動作でも、国や

地域によって動作の意味や受け取り方が違うのだなあと気づき、とても興味

深かった。 

・人々   一番私が驚いたのはニュージーランドの人々はのんびりしていて日本人と比

べるとかなり時間にルーズであることだ。パーティーなどがあったのだが、

現地の人で集合時刻にきちんとやってきた人はおらず、だいたい一時間は遅

れてやってきた。バスもきちんと時刻表通り来たかと思えばそれは前の便だ

ったということがよくある。すごくこういうところに国民性を感じた。 

      

 

異文化体験                H28年 6月 6日 

 「多文化共修科目 A」                   

 

私が、これまでにした異文化体験について話します。私は、今まで海外へ行ったことが

なく、海外の方と交流したこともほぼ無いので、日本の中での異文化体験についてです。 

1つ目に、私が小学校の頃の出来事です。私が通っていた積志小学校では、福井県の武

生東小学校という小学校と文通をしていました。約 55年前、武生東小学校に通っていた

生徒が福井県から風船を飛ばしたことがきっかけです。誰かと友達になりたいと思い、風

船を飛ばしたのですが、その風船が積志小学校の近くに落ちました。それを拾ったのが、

当時積志小学校に通っていた生徒でした。そこから文通が始まり、約 55年たった今でも

交流があります。まず、遠く離れた小学校と交流していること自体、他の小学校の人から

は驚かれますし、とても珍しい体験だと思います。また、小学 5年生の時にお互いの小学



校を訪問します。そこで初めて福井県に行きましたが、その街並みがとても印象的でした。

戦争の影響をあまり受けなかったため、静岡県ではめったに見ることのできない古民家が

たくさん立ち並んでいました。以上、小学校の頃の私の異文化体験でした。めったに経験

することのできないものなので、私はこの異文化体験についてとても誇りを持っています。 

2つ目に、自転車についてです。大学生になって東京に来て、自転車を買いました。使

い始めて、都会というせいか、東京はとても自転車に対して規制が厳しいということに気

づきました。駅前に停めようとしても一回一回お金がかかりますし、2時間ほど停めてお

いたら撤収されそうになったこともあります。私の地元ではそんなことは一回もなかった

ので、とてもびっくりしました。 

3つ目に、方言についてです。これも同じく、大学生になって東京に来て、地方からき

ている人とたくさん出会いました。私はこれまで、自分の地元の遠州弁や関西弁しかすぐ

にイメージできるものがありませんでした。しかし、様々な人と出会うことで、様々な方

言とも出会いました。通じないこともありますが、同じ単語でも色々な言い方があるのだ

なととても勉強になりました。 

4つ目に、演劇についてです。私は、表現教育コースに通っています。そこで、主に演

劇について勉強しています。私は、映画や舞台など観劇することが好きです。しかし、今

まで私の周りにはそういうものにそれほど興味を示してくれる人はあまりいませんでし

た。ですが、大学生になって表現教育という特殊なコースだからか、演劇を好きという人

と多く出会いました。同じものが好きというのはとても話が盛り上がりますし、私はとて

も嬉しかったです。 

以上が、私のこれまでの異文化体験です。異文化体験というと、日本と海外という広い

くくりでの異文化体験をイメージしてしまいがちですが、身近なところでも異文化体験は

あるのだなと勉強になりました。 

 

 

韓国のコーヒーとカフェ文化 

 

1)インスタントコーヒーとミックスコーヒー 

他の国とは違って韓国のコーヒー文化はコーヒー豆ではなく、インスタントコーヒーから

始まった。 1950 年代、米軍が持ち込んだインスタントコーヒーは 比較的始まりが遅か

ったにも拘わらず、 韓国人に愛されるようになり、世界初のミックスコーヒーが韓国で

誕生する。凍結乾燥したコーヒーとクリーム、砂糖を収めたミックスコーヒーは 1976年

開発され、今も愛されている。お湯に入れるだけでおいしいコーヒーが楽しめるという魅

力で、人々はミックスコーヒーを楽しむようになった。家でコーヒーを飲む文化ができ、

ほとんどの喫茶店が姿を消すようになる。 

 

2)コーヒー豆ブーム 

1988 年のソウルオリンピック大会のころから海外旅行が大衆的になり、ドリップコーヒ

ーの味を知る人が増え、ドリップコーヒーを楽しむ人もできるようになる。そして 2000

年代の後半、大学近くの学園町とビル街では片手にテイクアウトコーヒーを持ち歩くのが

流行るほどにコーヒーは愛されるようになる。カフェなどのコーヒー専門店は増え続け、

今では住宅街でもコーヒー専門店をよく見かけるようになった。 

 

3)学園町のカフェ文化 



今韓国のコーヒー文化をリードしているのは 20，30 代の若者たちである。特に大学近く

の学園町を中心のカフェは若者でにぎわっている。私の母校にも学校のカフェとチェーン

店のカフェが何か所もあり、 私も友達とカフェに行ったりテイクアウトをして授業を聞

きながら飲むことが多かった。 

コーヒーはご飯の後に飲むという認識が強いと思われる。 

昼食のあとインスタントコーヒーを入れておしゃべりをする風景は今は珍しくなったが、

その代わりカフェに行ったりテイクアウトをして散歩をする人が増えた。 昼休みが終わ

るころになるとカフェの前に長い列ができているのが今の風景である。学芸大学に初めて

来た日も昼食の後学校を見て回ったが、片手にコーヒーを持っている人が私しかいなくて

驚いたことがある。 形は変わっても韓国人にとってコーヒーは身近な存在であり、今も

その人気は高まりつつある。 

 

4)代わりつつあるカフェ 

若者がコーヒーを好むことにはもう一つの理由がある。勉強のためである。 

図書館は小さな音でも人に迷惑を掛からないか気になることがある。しかしカフェは自由

で大人しい雰囲気で集中しやすく、勉強の場所として愛されている。外国語や資格試験の

勉強に悩まされている韓国の若者にはちょうど良い場所である。私も含めて大学生たちは

試験期間になると近くのカフェで勉強するのが一般的になっている。しかしカフェの社長

にとっては入り浸っているお客さんが嬉しくはないだろう。そのため、最近は勉強する人

のためのカフェができている。いわゆる「スタディカフェ」である。スタディカフェは一

時間 500円くらいでスタディルームを借りたり、飲み物を注文することでスタディルーム

を使えるシステムが一般的である。 

大企業でもスタディカフェを運営している。サムソンのカフェは月に 3時間の利用時間と

飲み物をサムソンサイトの会員に提供していて、私は勉強会の人たちと順番に回って予約

して毎週そこを利用していた。また、出版社では本を読みながらお茶を楽しむ「ブックカ

フェ」を運営している。 

 

韓国でのコーヒーの歴史は長いとは言えない。しかし姿を変えながら激動の時代を共にし、

人々の生活の一部となっていった。スピード重視の韓国の社会でお茶文化がここまで広ま

り、愛され続けている。忙しい生活の中で一瞬の余裕も大事にしようとする心の表しでは

ないだろうか。これからも生活の中で変化していくカフェ文化を楽しんでいきたいと思う。 

 

 

異文化体験 

                   

国によって、様々な文化がある。日本に来、母国と違う文化を体験した。 

 日本人と中国人の話し方が違うと思う。まず、考え立場が違う。日本人はよく他人の立

場で考える。例を引くと、込んでいる道で前の人が道を譲したら、中国人は「ありがとう」

というが、日本人は多分「ごめんなさい」という。それは考え立場のずれだと思う。日本

人はわざわざ譲ってくれて、申し訳ないと思い、中国人は助けてくれて嬉しいという思い



が生じる。これは、考え立場の違いではないだろうか。次に、日本人は自分の意見を述べ

る時、あまり 100％肯定しなく、よく「ないでしょうか」などの疑問形を使う。それは他

人の意見も重視し、自分の考えは必ず正確ではなく、皆の見解も受け入れて考えたいから

だと思う。それだけではなく、日本人と付き合う時日本人は自分の気持ちなどをはっきり

言わなく、略語をよく使う。このような婉曲な言葉を使うのは多分他人の気持ちを考え、

相手を自分のせいで気持ちが悪くなることを心配するからだと思う。このように見ると、

日本人は自分より相手の気持ちなどを更に重視し、迷惑をかけないようにいつも気をつけ

ていることを分かった。 

 話し方だけではなく、ゴミ分類でも文化の差別を感じた。日本に来て最初勉強したのは

ゴミ分類の方法であた。例えば、牛乳の箱は洗って、開けて乾かしてから燃えるゴミ箱に

捨てる。最初は面倒なことだと思うが、日本人の強い環境保護意識も感じた。ゴミを分類

し、ゴミ出す日もきちんと規定すると、資源の再利用ができ、資源が有効的に利用できる。

それに、人々がこのルールを自発的に守られる。ゴミ分類の文化から、日本人の強い環境

保護意識を感じた。  

 このように、国と国の間で、文化のズレがたくさんある。だが、この違いところを排斥

し、悪いことだと思うより、国の現状からこの文化を生じた理由を考えると、必ずメリッ

トも発見でき、文化の違うところも納得できると思う。だから、文化は評価すべきもので

はなく、お互いに理解し、受け入れるものだ。 

 

 

  



異文化体験について 

 

 

 

日本に来たから感じた異文化体験について少し話したいと思います。 

三つの面から、私が体験した異文化、及びそれに対して驚いたことを紹介します。 

まず、サークルについてのことです。私は四月から、ワンダーフォーゲルというサーク

ルに入って、日本の部活やサークルのトレーニングを体験することになりました。中国の

サークルと比べると、日本のサークルはもっと専門性が高いと思います。なぜなら、日本

のサークルは専門の部室があって、固定的な部活と部会の時間があって、皆サークルに熱

心して、没頭します。例えば、ワンダーフォーゲル部は登山を主な活動として、専門的な

登山装備のザッグ、個人非常装備、登山靴、シュラフなどを準備して、登山の保険にも入

ります。また、日本には高校の時からサークルがあって、指導先生がいます。これは、中

国にとって全然考えられないことだと思います。高校の時代は大学入試のため、勉強以外

の必要がない活動は大部禁止され、大学のサークルも就職や試験、あるいは友達を作るの

が目的になって、サークルにお金や精力をそんなに打ち込みません。 

次に、ホームステイに関することです。去年の 11月日本商会と中国対外友好協会が行

った「日本企業で見学」という活動を通して、日本家庭で 2日 1泊しました。ホストファ

ミリに聞いて、同じ会社の人たちはホストファミリになりたいということを知りました。

私の考えは、完全に知らない人を自分の家に招待すること、性格や生活習慣が合わない人

のホストファミリになったら、難しいでしょう。これに対して、ホストファミリは、子供

の成長の過程の中、いろんな国や民族の人と出会ったら、子供の性格養成や見聞の広めに

訳立つからだと答えました。同じアジアの国だけど、この面に対して、日本はもっと西洋

っぽいだということを知って、少し驚きました。 



最後は、日本のゆるキャラ文化です。商店街やモールでショッピングする時、時々くま

モンの人形やくまモンがプリントされる小物が見えます。また、くまモンラーメンやくま

モンデザートなども食べ物もあります。これに興味を持って、調べた結果、日本には 47

の都道府県、及び会社、機構などに自分のゆるキャラがあることです。中国にも都市を代

表するゆるキャラがありますが、市民たちみんなここに関心なく、全然聞いたこともない

人も少なくないです。なぜ日本人はゆるキャラ文化をそんなに重要視し、ゆるキャラも経

済的収益を持ってくれることになるかに驚いて、理解しにくいです。 

異文化との出会いで、様々な考えや感想が出てきます。使っている言葉も差別が大きい

ですから、言葉が人に与える感じも千差万別です。このような千差万別を感じたのが異文

化体験だと思って、相違点を考える過程も勉強になるかもしれません。 

 

 

異文化理解科目報告書 

２０１６/６/２ 

 

タイトル 

文化発見 

ーー人と人の距離感から 

 

発見 

 

日本人は礼儀正しく真面目だと海外でもよく言われるが、私は日本に来たら、もう二ヶ

月であった。街やスーパーや学校などの場所で、どこでも日本人のマナーを実感した。し

かし、いつも言えないほど距離感があることを感じた。 

例えば 

1.日本で人に道を聞く場合はここまで恐縮しなければいけないであり、日本人に何か頼

むがある場合は私により緊張され、話の間違うことをずっと心配した。 

 

2.日本人の話し方が曖昧で、言いたいことは直接に言い出さない。特に人を断るとき、 

「no」のような直接に拒否の意味を表す言葉は全然使わないが、「いいえ」も言わず、

まずは必ず「すみません」、「ごめんない」、「申し訳ございません」で謝る気持ちを表し、

それて、「あの・・・」、「え・・・と」など言葉を繰り返す。丁寧な言い方を使い、相手



に困らせないと思うわけである、断る原因と理由も相手に傷つけらせないようにできるだ

け避ける。日本では「十のものを七つしか言わぬ風雅の精神」という諺もそれを証明して

いると思う。 

私はバイトの面接の担当者から結果を伝えられるとき、日本人の曖昧を実感した。 

 

3．外国人は日本人と非常に親しい友達になるのは難しい。 

日本人は自体所属の集団に認知感と所属感が非常に強い。そのため、「外国人」は「集

団の以外の人」と認められ、寂しく日本人が正直ではないと思うのは自然の結果ではない

でしょうか。 

 

例を上げると、  

この場合で、ある人は身につける物が落ちた時、周りの人は拾ってあげる。その時、手

伝われる人は何を言いか？ 

日本人であれば、「ごめんない」、「すみません」など謝る言葉を言うわけであるが、 

欧米の人と中国人は、「ありがとうございます」というわけであるこれは文化の違うと

ころである。 

分析 

 

なぜその考え方とやり方は大きく違うか？ 

昔から、中国の文明は古くて、発達していた。中国は周りの国より国力が強く、文化が

先進であり、世界の中心であると思われる。。そして、漢族は多民族と一緒に暮す生活は

慣れる。だから、中国人はどの国にも怖くない、侵略されるのは全然心配しませんでした。

性格面はより熱情であり、距離感が薄いと感じられる。 

日本では地震、台風、火災など自然災害が多い。こんな自然環境に農業の作柄を保証し

たいなら、団結するしかない。農業耕作に応じて、日本に家、村、制度。家の中に隔壁が

なく個室もなく、基本的な社会活動単位である。「村」 は「家」 の集合体であり、家を

まとめて農作業する集団である。村内の活動は絶対一致しなければならない。命令に従わ

ない人は村八分により処分をもらう。つまり、全村の人はその人と付き合わない。仲間を

失ったら、あの時一人では生きられない。これは日本人集団主義性が強い原因である。自

然に外国人として人初めて日本に来た時、排斥感と距離感を感じした。 

問題を答える 

小沢さんはその例の場合で、物の落ちたひとを「ごめんない」といったら、どういう感



じかという質問がある。 

中国人は絶対にそういう言い方を使わないが、もし聞いたら、「変だな」や「おかしい」

という感じが出て来て、理解しにくいかもしれないと思う。 

 

 

結論 

中国人は客が好きであり、知らない人や外国人も全て客として扱いり。遠いとこらから

人をご馳走するのは自慢だと思う。迷惑をかけられても気にしない。 

日本人は歴史面や自然面などいろんな原因による他人に迷惑をかけずに距離感を守る

文化を形成してきた。換言すれば充分に相手の気持ちを考慮していて、できるだけ相手を

傷かないように、再三措辞を練てから、言い表し出す。曖昧さや婉曲を好むという日本人

の性向が日本人の根本に根ざしているものだとよく理解しなければいけないと思う。 

 

 

中間発表 レポート 

 

 中間発表の主題として、私は韓国の独特な文化を紹介することにしました。その主題と

は、韓国の’ウリ’文化でした。’ウリ’文化とは、韓国の集団主義を現す単語として使

われています。韓国の集団主義はいろんな所で確認できますが、私が例として使ったのは

単語’ウリ’の使用方法でした。 

 ’ウリ’は直訳すると’我々’になります。この様な意味を持つ単語は韓国だけではな

く、大体の国で’我が国’、’Our Country'などと集団の結束を表すために使われてい

ます。しかし、韓国の’ウリ’は、他の国とはちょっと違う使い方を持ってます。それは

親近感を表すために、使用者と少しでも関係がある人を呼ぶ時使えることです。例えば、

授業の先生に対して’ウリ先生’と呼ぶことで、先生本人や、他人に自分と先生との親密

感を見せることが出来るのです。’我々の先生’までは、実生活では使わないけど、もし

話をしている対象が話を聞いてる人と同じ先生に教えてもらっているなら、意味的には間

違っては無いと思えます。だが、その対象が妻や子供等になると話は違います。直訳する

と’我々の妻’、’我々の子’になるので、意味的にこれは成立できないことが分かりま

す。この様に韓国で’ウリ’の使い方は他の国ではあまりない単語の使え方になっている

のです。他にも韓国を指すために’ウリナラ(直訳で我々の国)’を正式名称として使った



り，ハングルのことを‘ウリマル(直訳で我々の言葉)’と言ったり血縁、学縁など少しで

も韓国と良い方向で関連がある物には‘ウリ'を付けるのが当然となってあります。 

 ではなぜこの様に韓国語は’ウリ’を使うことになったのか？それに対してはいろん

な説がありますが、一番有力なのはは韓国で昔からあった共同生活体を原因として思って

る説です。韓国では昔から’ドゥレ’や‘プマシ’等々色んな形態で共同生活体があり、

この共同体ではお互い一つの団体として迷惑を掛け合う事でメンバー全員に人道的責任

感を与え、結束力を高め、万が一の裏切りを防止し、外部からの害に対策をしました。こ

の様に極端的な集団主義が言葉使いにも表れ、他人じゃない‘ウリ'である事をいつも確

認することになったのです。 

 

 

              異文化からの認識  

 この前、「直撃 コロシアム！ズバットＴＶ」という番組を見た。番組の流れとし

ては、５０人の在日中国人と五人の日本人をゲストして、中国に関するビデオを見て、感

想を言うである。ビデオの中で、今気になる中国の三大問題を取り出して、一つ目は大気

汚染問題、二つ目は食品偽装問題で、最後のはマナー問題である。三つの問題から特にマ

ナー問題を中心にして、ディスカッションをした。  

 その中で、持ち込んだ商品を堂々と食べる中国人と、お金を払う前に品物を食べる

中国人というマナー問題について、五人の日本人の中で、一人、二人は自分のいやな気持

ちもはっきり言い出した。  

 その番組は放送したあとで、日本人からそういうコメントが出た。  

 「異文化コミュニケーションをどうやるかと言うは真面目にやってくれよ。こんな

人種差別煽ってなんの解決もできない」  

 「中国人観光客のマナーが悪いだろう、うるさいだの言っているけど、日本人側の

討論マナーの方が悪いと気がする。」  

 それに対して、中国人も日本の文化や日本人のやり方など自分のが考えも話した。

一番印象に残ったのは、番組である中国人がそういうことを言った。  

「日本人が時間に厳しいだけど、仕事が終わって、まだサービス残業をいっぱいあ

るんじゃないか？それは何を言えばいいだろう？」  



 どちらが悪いかそういう問題ではなくて、大切なのは異文化に対しては、私たちは

どういう立場を持って、考えるべきかである。一方、ネットで調べて、日本国民の中国へ

の嫌悪感は７７．７％で、中国国民の日本への嫌悪感は４１．７％だと分かった。  

今の社会はだんだんグローバルになってきて、日本に来る中国人も増えつつある。

日本人にしても、中国人にしても、グローバル社会でどうやって良い生活できるか、多文

化の中でどういう認識をしたほうがいいかこれからも考えなければいけないと思われる。  

 

 

中間発表  

アシア各国と同じ様に私の国ベトナムにも旧 正月があります。ベトナム語でテトと

言いま す。私はベトナムのテトと日本のお正月を経験 していますので、その違いについ

て書きたいと 思います。 テトはベトナム人にとって一年で一番大切な 日です。家族と

共に過ごす事が一番の幸せで、 年末は仕事が終わった後すぐに故郷に向かって 帰ります。 

テトで欠かせない食べ物はバンツーンです。 バンツーンは餅米で出来た皮にグリーン豆

と豚 肉を入れ、それを緑葉で包みます。煮る時間が 半日掛かりますが美味しい伝統的な

食べ物で す。日本でもお正月にお餅を食べます。餅つき に参加してつきたてのお餅を食

べましたが、と ても美味しかったのを覚えています。   

送旧迎新の習慣は新年を迎える為年末に家や 庭を掃除したり、仏壇を飾ったりしま

す。そし て近所の人達と村の神社やお寺を掃除して飾り ます。日本でも年末に大掃除を

しますが、その 時だけお父さんが手伝うそうですね。ベトナム では普段から家族全員で

掃除をするものです。   

新芽を採る・祝寿の習慣は、新年に金運、健 康と昇進を期待する為お寺や神社の周

りの芽が いっぱい出ている枝を採ります。日本ではお賽 銭で神様にお願いするのですが、

お賽銭という 風習はベトナムにはないのでもったいない感じ がしました。テトの時、子

供達はお年寄りに対 して感謝し長寿をお祝いします。一方親は子供 に少しだけお金をあ

げてお祝いします。いわゆ るお年玉です。日本の子供は沢山もらっている のに驚きまし

た。私も日本人に産まれたかった です。   

家訪問・お祝の習慣は元日最初に訪問される 人がとても大事な人です。偉い人や尊

敬する人 に訪問してもらいます。新年の良い事を任せ、 何か起こったらその人のせいに

します。テトは いつもお世話になっている人にプレゼントを贈 る良い機会です。両親や

先生・上司にプレゼン トを送ります。新年の挨拶を詩でお祝いする人 も多いです。日本

でもおめでとうと言います が、あまり心がこもっていないようです。   

ベトナムの旧正月は春の初めでいい天候で す。人間も自然に溶けて新しい気持ちを

持って 進めたい気分になります。何事もこの日を選ん でスタートする人が多いです。新

年に開業の日 はいつも活気良くし今年も頑張りたいという意 志を表します。そして安定

した社会と良い人生 に向かうと考えます。 最後に来年二度目の正月を日本で過ごすこと 



になります。家族と離れ少し寂しいですが日本 のお正月も好きなので、仲間とお餅を食

べたり、 初詣に行ったりと楽しみたいと思います。  

 

ドイツ育ちのハーフ 一つの例   

 

小さい頃に祖父母と母と日本語を話していましたが、周りの環境はドイツだったので、ド

イツ語と日本語を混じることがよくあったみたいでした。幼稚園・小学校の頃からお母さ

んとドイツ語を話していました。ドイツの社会に小さい頃から簡単に入るために家でも日

本語を避けていました。そのため普通にドイツの友達ができて、外でコミュニケーション

の問題を一回も感じませんでした。  

ドイツ語をちゃんと勉強できるようにお母さんは日本人なのに毎日ドイツ語で話してく

れたり、ドイツ語の本をたくさんよませたりしてくれて、小学校に入学した後、ドイツ語

の成績は最初から良かったです。  

ドイツで育ったのに私は母からいつも日本の文化を感じていました。学校の遠足でいつも

美味しいおにぎり作ってくれたり、たまに日本語でも声をかけられたり、日本のテレビ番

組・映画を一緒に観たりしていたので、普通に国籍を気にせず、二つの文化とともに育ち

ました。  

毎年祖父母に会うために夏休みに日本に遊びに来て、日本の友達と遊んでいて、日本で良

い思い出がたくさんできました。  

中学校３年の時にドイツ語の成績が悪くなってしまいました。 ドイツ人の中でもドイツ

語・論文あまり書けない人が普通にいるのですが、私は特に言語に興味を持っていたので、

それは私には辛かったです。母語を話せないのなら、他の言語の勉強もあまり上手く出来

ないわけです。その頃、私は哲学にも興味を持ち始めたので、ちゃんと自分の考えを正し

い話し方・書き方で表せないなら、自分と世界の間に壁がある感じでした。  

反省：母のドイツ語は非常にいいけれども、高校で勉強するドイツ語はまた違います。あ

のとき真面目に自分の母語をもう一度勉強しました。どの方法で、どの表現でいい文体で

ドイツ語をかける・話せるようになるのか真剣に学びました。それにあの頃も言葉の力を

哲学に関する本を非常に感じていましたので、自分の考えや意見も正しく表せるようにな

るのを目指し、言葉の深みを経験しました。  

高校のあと何を勉強するのかを考えていた時に „Back to the roots“ というモットを従

って、大学で日本学という専門で入学し、副専門を選ぶときに就職のため経済・経営学に

した方がいいとよく言われましたが、就職のために私の年齢であまり勉強したくない専門

を選べなかったため、結局中学校に好きになった哲学を副専門にしました。  



祖父母は数年前に亡くなったので、日本語をだんだん忘れてしまい、もう一度日本語を勉

強したかったです。しかし、最初は日本語の勉強があまり上手くいきませんでした。あま

り難しくなかったんですが、大学で学ぶ日本語は私が学びたい日本語とまた違います。そ

れに日本語の授業以外他の授業も受けなければならなかったので、私の興味と一致しませ

んでした。逆に哲学の講義は礼拝のようにとてもありがたく聞いていました。  

二年生になる前に夏休みに日本語の集中合宿に参加するために、日本に行って、またモチ

ベーションがたくさんくれました。新しい刺激をたくさん集めて、ドイツに帰って、タン

デムパートナーを見つけて、留学の準備を始めました。留学の準備と大学の勉強を両立さ

せるのは非常に大変でしたけれども、日本に一度暮らしたいと思いながら、頑張りました。  

それで、２０１５年の秋ついに東京に留学しに来て、最初の印象は子供の思い出と違うの

をよく感じました。それは当然だと思いますが、自分の日本のイメージは初めから理想的

だとあの時に気付きました。  

水戸でいつも日本人のように住んでいましたのに、東京に来たら、寮でみんなほとんど外

国人なので、日本語を使う機会がなかなかないのは自分の期待と異なっていました。しか

し、東京外国語大学の友達ができて、また日本語を勉強できるためのタンデムパートナー

を見つけました。そのタンデムパートナーのおかげで日本語の勉強が非常に進みました。  

今頃の結論はどこの国にも多面性があると感じたので、日本でも日本っぽいない面もある

し、日本の深い文化を表すものや機会を自分の力やオーペンなマインドで探さざるをえな

いのです。つまり、異文化というものは軽い感じで経験するものではないです。真剣に他

の文化を体験や勉強をしたいと思っている方は自分の殻を破らないと自分の視野がなか

なか広げません。  

  



多文化共修科目 A  

                            

中間発表レポート 

 今回の中間発表を通して、印象に残ったことがいくつかある。まず留学生の方の異文化

体験でよく話題に挙がっていたことだ。それは、日本人が「ありがとうございます」では

なく「すみません」と言ってしまうのが不思議である、ということだ。例えば、物を落と

して他の誰かにそれを拾ってもらったとき、多くの日本人は「ありがとうございます」で

はなく「すみません」と言うといった例が挙げられた。確かに、自分のことを振り返って

考えてみても、「すみません」と言っていたことが多いと思う。自分のなかではそれが当

たり前でまったく違和感はなかった。そういった自分の当たり前が他の文化圏の方から見

ると不思議に思えたり、違和感を覚えたりするということを改めて認識した。他にも、同

じ大学生での比較が印象に残っている。日本の大学生は海外の大学生に比べ遊んでいる、

と言った留学生がいた。近隣国の中国や韓国では、夏休みでは将来のためになる勉強や就

活に力をいれていると言っていた。もちろん日本の学生も勉強をしていないというわけで

はないはずだ。大学 3年生くらいになると、ほとんどの学生が就活など将来に向けた取り

組みを始めているし、学芸大学では教員採用試験に向けた勉強を始める学生が多くいる。

しかし、「日本の大学生は、自国の大学生に比べて遊んでいる」と感じる留学生が多いこ

とから、やはり日本の大学生は他国、とりわけ中国や韓国など、の大学生と比べて遊んで

いると言っても言い過ぎではないのではないかと考えた。文化といった大きいものではな

く、大学の雰囲気までもが異なっているという事実に驚いた。 

 大学に入学してから、さまざまな文化について調べたり話を聞いたりしてきた。そして

それが異文化理解・多文化共生につながると考えていた。そして、今までは、自分の中で

の常識や当たり前を基準として他国の文化について調べたり触れたりしてきた。しかし、

自分が考える常識や当たり前なことは、他の人から見るとそうではないという認識が異文

化理解や多文化共生には欠かせないと考える。この重要なことを今回の中間発表を通じて

強く認識することができた。最後のまとめとなる発表では、このことを含め、今まで学習

してきたことの総括となるような発表にできるようにしたい。 

 


