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O は じめに

外国語の習得は､を削こ語塵を覚え且蛙に習熟することだけで終わ7°もt?_)ではない,,語曳 e文法的に十分な

能力を獲得 した として 車LJ､その場その場の状況に適 した表現を誤 りなく選び取って適紬 こ使いこなすことか

できなければ､十分にその言語を習得したとは貰いがたい｡喜醐絹糸的な知識が欠けていれば､たとえ正 しい

形の文が作れたとしても､ ト分な言語能ノ)を賭指 したことにはならないのであるo Lか し､恕語話者は往々

に して給費と支店の能力だけで学習者の言語能力を判定 して しまいが らであるO語皐 ･文法的な誤 りを推す

ことに対 しては言語能力不足が原因だとLて寛人に許容されるかもしれないが､語用論 レベルの誤 りに対 し

ては.言語能力U)不足ではなく性格やものの考え方といった学習者個人6rj人間性に閑わる,/jt:純が環抵けどと認

識 されて しまう危険他がある ('Tho舶パ呈9畔 .｡このような矧喚轍は邑:1本語能力が低い学習者よりも､高腰な

紹重 さ文鎮能力を礎得 した 量纏 レベルtf増増 者{j)方が,ヒyj据ejE-/てくるe綿牽 古文盗能力V̂,7獲得に托 し.て

語用論的な能力Uj獲得にはより多くの経験と学習が必要とされるからである｡ 日本a′痛 撃に勤軌 留学生と

日常的に接 L.ている我府で Ylh ときとして留学生U)醸度や 言葉遣いに藻草削護を感 じ､そm原田が学生儀jhlF,u

性格によるものなのか 日本語能力の不足によるものなU)か._判断に迷 うことがある,,,留学生たちは日本語が

できるに も閑わらず_.あるいはできるから.ニそし思わぬところで飛んだ誤解をされているか宅=.しれなし サー

LでそU)ことを本人も､菜た阿 りoJj㌧閲も-巨汁に認職できJTLbいことか､彼らの大きな,i(利益に′つながらない

とも慣 ら稚 いnその問題を珂避するには､粒なった文化撫でUJ)興なったふるまいを柔軟に受けとめ､冷静か

-〕寛大に理解 しよ うとす る態度が東められねばならない,J

西碍他日994)では異文化間に生 じる様々な誤解の事例が紹介されているが._この,_i:うな箪桝を数多く範

察することを通 じて､異文化に刺す る意識を一指め､文化的な相違に敏感に反応する感性を養 うことができる

はずだ し､それ と同時に自己の文化を桶対化 し､異文化に対して寛大に､かつ柔軟に対処する態度を培 =')こ

とができるのではないか と思われ ろ｡こU)ような組織のもとに､我々は留学/i:と日本人学生とのデ ィスカッ

ションを [･:体 とした異文化理解授業の試みを行った.;本稿の銅 勺はその授業の実践報告 と問題点の分析を通

じて､大学における異文化理解授業のp用巳性を探ることにある,,

なお､この授業の実施に際 しては筑波大学の砂川･有型子が教師役を務めたが､授業lj)立案 と運営に関 して

は群馬大学非常勤講師石田小百合と筑波大学地域研究科(I)大学院生である大場美和子,生田E!知美､若野

慮､岩井誠∴ および ミネソタ大学のポーーリーー¢ザ トラ7-/-スキーが砂川と新 3で作業を行った むO以下､

砂川を教師.他の協力者を授業協力者 と呼ぶことにする｡

1 授業概要

授業は 1998年 4月～6月の間に毎週 1也､計9回 日 Lo_775/))授業)､筑波大学 日本語 ｡日本文化学

額粥設授業 とLてJITわれ たO以 F:､そ0)概要を述べるo

lと 1 授業参加者 ･使 用機 材 な ど

学生は､1997年 9月か ら筑波入学に留学 している日本語 ･日本文化研修生 9名 と日本語 cFl本文化学

類2.3年 牛 12名 (うら留学生 t名)の計21名で､日本人男性 】名を除きすべて女性であるa留学生の

tj本譜能ノJE二は多少ばらつきがあるが､全員日本語能力傾む試験 2糸妓以上a)レベルに達 しているものと思わ

れ る｡留学生の国別は､韓国.中国､タイ､ベ トナムが各 2名､モンゴル､マ レーシアが各 1名｡留学生同

上はよく知 り合っている者ばか りたったが､日本人同上､あるいは留学生と日本人学生 との間は､互いに顔

を知っているだけといった程度からかなり親 しい友人同七までさまざまであった｡

すでに述べたように教師は砂川が務めたれ 授業協力者は学生 とU)ディスカッション ･個別面談や機材の
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操作を担当するなどの形で授業に関わった｡

使用 した機材は､ビデオ映写機 5台､モニター淵 テレビ4台､Ml)録音機 4台である｡

1.2 授業形態

日本人学生2名と留学Fk2名からなるグルーープを単位としたディスか ノションが主体であったが､各授業

の最初と最後にはその授業のオリエンテ一一ション､およびその授業でのディスカッションの報告のために全

体授業を行った.｡また判 :,には全期間を通 じて 】La]だけ授業後に残 り･授業協力者による1時間程度の個別

南淡を受けることを義務づけた,,

1.3 授業の 目的 と内容

本授業札 言語行動における摩擦 ･誤解 ･すれ違いなどの事例を観廃 し･それについて自由に意見交換す

る中で他者を卿 略し.他者の視点を通じて自己を相対化する視点を養 うことを目的として立案された｡ さら

に二義的な目的としては､留学牛と揺する機会の少ないI]本人学生と, 1年間しか日本に滞在せず､日本人

学年と十分に接する機会のもてない日本語 ･口木文化研修生とに相生交流の場を提供することであった｡

9凶の授業内容は以下a)通 りである

1回目 自己紹介､授業内容の説明.

2回目 グルーープディスカッション

:3蜘臼 グルー･ブデ ィスカッション

ぺlr._l臼 グルー一丁デ ィスカッション

5回目 グルーープチ ィスカ ノン_1ン

6回R グ/汁 -ツデ ィスか ソシヨン

7回臼 グルー-プディスカッション

8回R グルー･プディスカッション

9回日 グループデ ィスカッション

グルー-プ分け､異文化体験の話し合い

[感謝o')言語行動比較]

[謝罪の.言語行軌比酎

[はめの言語行動比較]

[やりもらいの言語行動比較】

[摩擦o)ケ一一ススタディ] 抄

[授業協力者とのデ ィスカッション] 紬
【授業協力者のデ ィスカッション場面ビデオ観察 ･分析】

【自分たらのディスカッション場面ビデオ観察 ･分析]

以 卜の授業は大きく次の 二つの活動に分けることができ7J｡

活動 1:異文化闇での話語行動比較

活動 2:デ ィスカッション場面での言語行動分析

活動 Ir異文化圏での言語行動比軌 では､ r感謝｣｢謝罪｣などの言語行動をそれぞれの所属する言語

文化圏相互に比較 しながら討論するという課題を与えて､転回 15分から20分のグループデ ィスカッショ

ンを行った｡上記2回臼から(iLij相 までの授業がそれにあたるOその際､転回 1グループのディスカッショ

ン場面をビデオ録画し､活動 2のための督料とした√

a)活動を行ったo

(a)デ ィスカッションをビデオ録幽したグルーープのメンバー全員を授業後に残 し､授業協力者

とlL対 !で 1時間程度の個別面談を行い..直前に行われた自分たちのディスカッションに

ぉける言語行動の親祭と分析を行ったoこの作業は2回目から6回目までの授業後に実施

されたL..

(ら)グルー･プメンバ一一全員で自分たちo)ディスか ソションビデオを観察 し,誤解やすれ違い､

ディスか ソション運営の成功と失敗の事例などについて話 し合いを行った｡9回目の授業

がこれに当たるが､H凶日の授業ではその準備として授業協力者たちがディスカッション

をしているビデオを見せて､授業協力者たちとグループディスカッションを行いながらビ

デオ観察と言語行動の分析を行ったO

以 卜､それぞれの活動の銅 勺と方法について幸'1-)少し詳しく述べることにしたい0

倍勤 1｢異文化歯で〝)義満 ,fl-1勤比軌 では､粍文化圏で0)言語行動を知り､自己文化圏での言語行動 との

相違に気づかせることを il.たる目的としたU特定の言語封 ヒに対すろ知識を深め､異質な言語行動に対する
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感受性を高めること､また､そのことによって他者の視点から見た自己文化の言語行動に気づかせることが

目的であったO

ディスカッションのテ一一マは､あらかじめ身近な事例の出やすい言語行動のタイプを学生たちに示してお

き_,そのテーマにJJ,いて話 し合うように指示を与えた.,デ 7Jスカッションをは じめる前に教師が 旦5分程度

のオリェ/チ-ションを行って学生の問腰貴職を喚起することを試みたが､ディスカッションに教師が加わ

ることはせず､討論方法や話の方向性に極力関与しないよ;)心がけた｡ただ し､ディスカッション後の全体

授業でグルー-プごとの報告を行 う際には､教師自身の意見を述べる形でディスカッシ_qンの方法や内容につ

いて示唆を与えることがあった¢

活動2 ｢ディスカッション場面での言語行動分析j では,ディスカッションの内容そのものにではなく.▲

すれちがいや誤解､自分の意図どお りにデ ィ.yjかニ♪ションが進んだかどうか､ディスカIVシヨンが円滑に運

営されたかどうかなど､ディスカッションU)運び)Jに注意を向けるように指導したOつまり､コミ誼ニケ--

ションの成立に寄与する_.ある川 まそれを妨げる言語行動を観察 し､すれ違いや誤解の事例を見つけだすと

い う作業を行ったわけであるが､このような作業では時として話し相手に財する批判を行わなければならな

い L､いらだちや退屈などの感情に関わる問題についても話し合わなければならず､かなりつつこんだ自己

開示が要求される&また､それらに関わる内省馴/rgすには∴ディスカッション状況についての記憶が新鮮JLl,1

;:1-と}糾 蓋うが望ましい｡そのため hi)に示した とうに▲産前に縛ったデ ,Jスか ソション幻ビデ滋-を見,/'亡が

らマンツ-ド-マン方式.で授業協力者が学生から聞き放りを行うという個別面談を行った 田n本来はメンバー-

全員を交えた話し合いに よって各自の内省を狭め含;}6,3が望ましU･が､そのた糾 こは互いが十分を討デち解;,3

時間を確保するために､ 摘 .)に示 しだ｡£--)に最終桝である9回鍔の授業まで待つことにした

,; 成果 i･問題点

以Fは今回の授薬の反省点をこついて､活動 量 ぎ爽環化鷹 で(I,-)言語行軌比較｣と活動三ま｢ディスカ,i;J=ちン

場面での言語行動分析｣に翻 すて述べることにしたいO

2.1 異文化圏での首藤行動比較

異文化や自己文化の言語行動に唐織をぎ如するという点では､この活動はおおむね成功したと言える心ただ

し､異なった言語行動や摩擦 ,誤解の撃例を列挙することに始終 し､文化的行動をステレオタイプ化 してLJ

患うなど,通りいっぺんの分析 しかできなか-)たことは大きな問題として残る巧その原凹としては､-.つの

チ- -㌔に-ついて踏み込んだ話 し合いをする時間的余裕がなかったことの他､教師の指導が十分に行き届かな

かったことが挙げられるO改善点としては､つぎのj:うなことが考えられる｡

ディスカッションの仕方について､あるいは言語行動の分析方法について,教師側はもっと積極的に関与

すべきであった｡実際のディスカッションに入る前に､ディスカッションの仕方そのものについて考えさせ

たり､特定の言語行動の事例を全体授業の中で観察し､分析する方法を考えさせるなどの予備的な段階を準

備すべきであった｡また一一つのテ一･マについてもっと時間を取り､十分なフィーードバ ックを行って問題意識

を深めさせる必要があった｡方法としては､例えばグル-プディスカッションで出てきた問題点をさらに次

回のディスカッションテーマとして設定し､--･層踏み込んだ話 し合いをするように指導する､話 し合いの内

容を整理してレポー トにまとめさせる､話 し合いから出てきた問題を課外で調べさせて発表させる､などが

考えられる`そのためにディスカッションテ一一マをさらに厳選して数を減らす必要がある｡

2.2 ディスカ ッシ ョン沓面での言落行動分析

すでに述べたように､この活動にはかなりつつこんだ自己開,11･が要求されるOまた一歩まちがえば個人攻

撃や中傷などにもなりかねない微妙な発言を誘導してしまうこともある｡今回はその可能性を恐れて､まず

は個別面談を行 うという手段を放ったわけであるが､それでもなおこの種の微妙な問題に対する配慮が欠け

ていたことを認めないわけにはいかない｡また､15分というごく短いディスカッション場面で､文化的な
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言語行動の差異による摩擦や誤解の事例を探すという課瀕そのものにも問題があった｡すなわち､活動内容

と方法の点においても､また授業の目的という面でも大きな問題があったと言える｡以 Lの点を､個別面談

とグ/ト ープによるビデオ観察o)A_つの活動に/I-)けて､さらに詳 しく考えていくことにしたいO

2｡2｡1 価別面妖

この括動のもっとも大きな問題は､授業協力者と学生との信頼関係が十分結べていない段階で個別面談を

1-Tったことにある｡こU)秤の南淡は学生たちが安心して心を開く状況にならないと成功 しないが､今回は面

談者である授業協力者と学生との間にほとんど而織がない段階で個別面談を実施 し､そのため学生たちに不

必要な不安感や被験者意織を抱かせる結束となってしまったC全授業終了後の学生 (日本人)の感想の中

に､次の七･日上ものがある._J

(個別繭淡では)てっきり (ディスカッションで)話 した内容について聞かれるのかと思った

が､全く違ったことに驚いたOだから､その面談中､自分の行動について分析 されている気が し

て､少しいやな思いをしたが,授業の趣旨からいくと仕方がなかったのかなと思う｡

学生にこのような被験者意織を持たせることになった理由の一つは､この面談の趣旨が学生に十分に伝わっ

ていなかったことにあるrJ学/J二たちには r異文化間でのコミュニケ-ションにおいて生 じる問題を考えるた

めに自分たちの音諸行動を授業協力者とともに観解 し､彼らと.)i..･同で研究するJという目的は知 らせてあっ

た.､しかし､あまり詳 しい内容を明かしてしまうと､そのことを意純 しすぎてディスカッションが不自然;に

なるa)ではないかと考えて､それ以 卜のことは藩閥的に明らかにしなかったOまた､通常の授業と違ってビ

デオ機材を何台も使ったり､多数の授菜協力者が参加するなどの大がかりな設定が半枚たちの被験者意織を

･層高めてしまったものと思われる｡授業初期の段階で授業協力者の役割を明確にし､授業協力者 と学生と

が打ち解けて交流できろ場を設けるなど,F.U､の1rg.頼関係を乾いておけば､この間題のかなりの部分は避け

られたのではないかと思 ;) O

も;)ひとつの人きな問題 として,この活動の日的そのものに無理があったという点がある｡ここでは 15

分間にわたるディスカッションを留料にして観察と分析を11.ったが､その上7)fE短時間の資料で､また､ビ

デオに撮られているために通常よりも協調的な雰囲気で話し合いをしなければならないというプ レッシャ一一

がかかった討論資料を用いて､文化的な言語行動の叢異に基づく摩擦や誤解の事例を観察するのはかな り難

しかった｡ディスカッションがもっと対立の起こりやすい論争的な議題を扱っていたならば､議論の内容に

関わる摩擦やすれ違いの事例が拾えたかヰーしれないが､今恒]のテ一一マでは話の内容に関わる事例を見出すこ

とができず､I)なずきの仕方や腕を組む､相手の臼を見ないなどの非言語行動に学生たちの関心が集中 し

た..その盾果､文化的基熊に関する有農裁な堀免は非言語11-･動に関する卓)のが多数を占めた.

個別政談中に出たそ'J)他の話過としては.尉'tlJ:4･..tJ)日本語が分からないときにどう対応 したか､話がとぎ

れたときにだれが上手に リー ドしたかなどといったディスカッションの運営方法に関するものが多く､必ず

しも異文化間コミュニケーーションに直接結びつくとは言えない問題が多かった｡ しかしそれらの議論の過程

で､円滑に進んでいるように見える場面で車}架はすれ違いや誤解がJt=.じている事例のあることなどが観察 さ

れ､必ず しも文化的な共う削こ起因する事例とは限らなかったが､言語コミュニケーションによる相互理解に

ついて考えを深めるきっかけを得ることはできた｡

以 lのように､摩擦や誤解についての事例を観察 し考察する､という当初の目的にはいくつかの問題があ

ったと言わざるを得ない｡ しかし､少なくとも留学J1-.にとっては日本語の運用に関わるさまざま問題を考え

るための上い材料を提供することができた._,個別r-由淡に関しての被扱者意識が日本人学生のみに集中 し､留

学生にその上うな感想を表明 した者がいなかったこと､また留学生からは個別面談に関して一様に肯定的 ･

好意的な評価を得ていることから, (留学生が批判めいたことを口にするのを遠慮 したかもしれないという

rlrP_を美し引いてt))彼らにとっては有意義な授業活動を提供することができたと言ってよいように思 う｡

2｡2.2 グル-プによるビデオ観察

9回Ejの授業で行ったグ/レ ･プによるビデオ観容の活動は､すでに学生たちが打ち解けて言いたいことを
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比較的遠慮なく言い合える雰釦気ができていたために､非常に清雅なデ ィスか ソションが行われる結果とな

ったO臼rp1日の授業で授業協力者U)ビデオを観察 し分析 したことが､,tり円滑にこの作業を進めさせる力に

なったとい うことも埋曲G') I-3に挙げられるが､相手の言語行軌に関する疑問を直接その相手に聞きただし

た り､他者によって自分の行動を分析される経験は.個別≡虫f談での観察と分析よりはるかに大きなインパク

トを学則 二与えたよ うである｡学年:.たらからはtもっと早くこ0)作業を行いたかったとい')意見が多く出た

が､学生同士が有.いに信頼関係を築 くまでにある程度の時間を沓やすことは避けられないo要はどれだけ早

くそれを達成するか とい う間顕であ り,そのための工夫として,授業初期の段階で何 らかの共同作業を行 う

など､互いに,iJ,を合わせて-つU絹 標を達成する.EうアE講壇を課 して相互交流を促す こと､親睦会を開いて

自由7tE雰囲気で交流す ることなどが考えられる,.

3 おわ りに

以｣∴ 授業の概要 とr̂4J-i妾でに集約 した反酌 如 )いくつかを紹介 LたC学年にはコ--ス終了後に自由記述

の形で授業の評価を して 幸吉i7Jつたが,そこからは今書棚 虫れ られなかった多(の明恵が浮かび き二がつてくる∧

去た.最終課腰 とLて実施 した学年:.U清 '諸行動捌 けレポーートを検討することにLって､彼らがこ6/=･授業拓動

に どUI)ように関わったか､ 去た榔 こ興味を抱いたかなどを知ることができるが､この点についても紙幅tj)関

係で触れ られなかった｡

ビデオ資料や学生の残したメモなど､､髪だ凍検討の朋科 せ:,多い､今RESlはコ･-ス終 丁度後の棄告として.ど

りあえず検討 Lなけれ甘 号Eらない琵若妻な課題三三ついてのみ考察を石-3た",授業接当省の宇からは摩擦や誤解

_i:い')密定的な側由を軽業で取 り 卜げろ上りh二才ミェニケ一･シ.17ンを量E∃滑に運ぶ歯定的な軍医呈♂)万を放 り上

げるべきではなかつ7:I.かbとい う意 hi葺jLL',てい･5,,そのJi法につE.1うてUj等え批 授業分析を今後 さらに進めぞ

中で模索 していきたいと考えるH

注

目 )第 H 回E3本譜教育連絡会議では F留学生とE3本人学j重工の共同授業実践報告-一討論を主体とした異文化間=訂

ミェニケ-ション授業U)試みmJと腰 して砂川が実践報告を行った｡本稿はそC')内容を頗蓋えて石田と砂川

が共同執筆 した音)のである,,発表U)場で多くU,'ガから爵重な意見を頂いたことを記 Lて感謝したいGまた,

授業の反省会にオブザー-メ-とlJC参加 したり,ビデ頭慣 料g)書き起こしを手伍ってくれたりした関裕子b

武田詩+､鶴町佳 (.a):う氏にも感謝する｡

(封 授業時間外の課髄 としては,身のlnJりで起きた異文化間コミュニケ--ション上の摩擦や誤解､普段から気に

なっている異文化間コミュニケ一一ション上の問舷点などを書いて毎週提出させた｡また､全授業終了後に9

回日の授業で使用 したビデオ資料の言語行動分析を最終レポ--トとして課 した,

(:i) 6Lr7J臼のディスか ノションは.大橋繊:F･他日992)の事例(r叩,38-:i9)｢15人分のパェ リヤを平らげるに

はj について請 し合った.

(射 この授業は初めに f,定されていたi)のではなかつたが､授業を進める中で学生と授業協力者相互の交流が辛

分でなかったことを強く感 じたため､臨時に設けられたO

(5)授業協力者は個別南淡の際に次のような指示を-F1-･えることを申し合わせたC

｢これから-一緒に ビデオを見ます｡何かひっかかること,例えば､コミュニケ一一ションがうまく取れなかっ

たり､言いたかったのに言えなか11たり､メンバー-の詔 し方に違和感を感 じたり､言いたいことがうまく伝

わらなかったと感 じたり.何か困ったことがあったりした場所でビデオを山.めて,その時の状況を話して下

さいGどんなに細かいことでもいいですっまた.Tディスカッション中に何か考えていたことがあったらその

場で止め､それも自由に話 して下さい,I｣
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