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0.はじめに

弘前大学 .秋田大学 ,信輔大学 ｡諾弗大学 も新潟東学の各大学で実施 し写Ehもる轟文薙タラ謁で､学生蓮が

ケル･･-プにわかれて､共同作業をおこない､作品 (ビデオ､パンフレット等)をつくった｡そして.できあ

がった作品に対して､5大学間で相互にコメントするというプロジェクトをおこなっJt:..このブclジTク ト

I:こついてのiJT宋音以下に毒-箆するJl

等℡多文化クラス

まず､多文化クラスとは､我 の々研究ケル-プでつけた名打ごあij.▲日本事情教育が出発点となナているC

なお.研究グルー.:/の構成メ:--ハ-揺.弘前大学 ･扶田大学 ･信州大学 ･福井*学 f新潟木堂のト_5本語鞭員

である..

B 盲多克化タラ鼠の出発鹿

.効抑獲得j という明確な目標があajも藩法論も確立還納33あるoIL?か』や田本夢情はもそ昭目的膏∋方法茸B

むも馨だ暗率視索の状態ぞ凝るe骨将軒哲も頴本革情の授業を ㌢異文化理解確喝 AとL-てとらえ､留学生と発
本人学生が､様々なナ-マについて はzTi:しあいをしていこ･.17}､十:いう授業のt._:.∴うみが.I:L,Lt･1-:-JT.ち･､･':･つ:,t二学で､

･:I.2現在の多文化クラス

この授業をはじめた当i,73(たとえば.土屋の場合.今から5年前のことである)､参加者は.留学生と日

本人学生が中心であった｡しかし､大学入学選抜の多様化にともない､授業参加者も帰国子女､中国帰国者

子弟､社会人粋人学者なt'多様化してきたaクラス自任が多文化性をおぴてきたのである.

以上をふまえ, ｢日本事情｣の授業のひとつの形態として,様々な背景をもった学生が参加し.異文lt,哩

解教育をおこなうクラスを ｢多文化クラス.Fと名づけた.

l,.3多文化クラス参加者の多様な背景

様々な基準や制度で.入学してきた学生を､ひとつの課程で赦育するために.大学がやっていることは.

ます._学力面でたりない部分をおぎなってい(ことであるdたとえば､留学生に対する日本真吾の授業､また､

たとえば､新潟大学でおこなっている工業高校の卒業生に対する英語 や数学 .理科の補習授業などである｡

つまu､学生の多様性が､大学の授業運営という面ではマイナスにとらえられ､守イナスをおぎないゝ皆が

おなじスタート地点にたった上で､教育していこうという発想である｡

しかし,我々の多文偲クラスでは._様々な基準や制度で入学した学生連が.それぞれもっている背景をプ

ラス面として活用しているB多様な背景の学生達がぶつかりあい､おたがいに理解､尊重しながら,成長し

ていくということをめざしているのである｡教師がおしえるのではなく,参加している学生自身のかんがえ

や意見をとおして､自己を内省し､まなびあうというわけである｡これは､従来の知誰伝授型にかわるもの

であt).直接体額型方式の授業といえよう｡これらの授業では､講義形式をとらず.ディベ-ド,ロールプ

レイ､劇､インタビューなど､学生主体のディスカッション形式をとっている｡

1,4多文化クラスについての研究員的

多文化クラスでの授業は.これまで体系的な研究がなされておらず､単独の大学で報告がおこなわれてい

るのみであった｡また､あたらしいこころみであるがゆえに､授業科目としての位置づげ.クラス内での文

化摩擦の対処､評価方法など解決すべき点がおおいoそこで､我々はt以下の2点について研究することに
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した｡

(1)各大学で実施している多文化クラスのあり方､教育効果､問題点を系統だてて整理し.総体的に考察す

る｡

(2)多文化クラスの大学間相互交流.地域との相互交流をおこなうことにより. ｢大学の枠｣をこえた多文

化クラスのあり方の可能性と役割をさぐる｡

2.多文化クラス内での共同作業の実施

2.1実施日的

今回､我々は､研究のひとつのこころみとして.各大学の多文化クラスで学生達が共同作業をおこなうと

いうプロジェクトを実施した｡クラス内での共同作業をとおして､学生連は何を感じ､何をまなんでいった

か､学生の変化をさ<るのがEl的である｡

2.2実施理由

なぜ.多文化クラスで共同作業をしたのか､それは以下の理由による｡

(1)日的 (-作品をつくる)がはっきりしている｡

L2)作品をつくる過程で-.具体的なはなしあいややuとりができる壬

(3)学生が多面的に自己の能力を発揮できる｡

(4)成果物の交換.相互コメントをとおして､大学間交流ができる｡

2.3大学間交流

次に.なぜ､単独の大学のみならず.5大学間で交流をしたのか､それは以下の理由による｡

(り学生.教師が自分のクラスを客観的､相対的にとらえられる｡

(2)他大学の学生連による評価が作品づくりのはげみになる｡

(3)それぞれの地域 ･大学の特性を出すことで.地域に対する意識をたかめる｡

また､これらの5大学は､多文化クラスの授業を実施してきた経験がある.そして,地方国立大学という

点で､カリキュラムや学生の構成に頼似性があり.たがいの状況が理解しやすいという利点もある｡

3.授業のながれ

各大学が同時進行で.以下の手順で授業をおこなった｡時期は.97年度後期､15週である｡

授業説明 - 作業前アンケ-卜 - 各大学で共同作業の実施 - 他大学 (5大学)へ成果物送付 (ク

ラス紹介ビデオレター鮒 ) - おくられてきた作品の鑑賞会 - コメントを返送 - クラス内でフィー

ドバック - コメントを参考にして､作品手なおし → 作業後アンケート

4.共同作業の成果作品

各大学の学生連が､クラス内でグループにわかれて､制作した作品は､次のものである｡

秋田大学は､今回､他大学へのコメントだけおこなった｡

(日新潟-異文化コミュニケ-ションビデオ

･貴枝さんとヒルマンさんのわくわく留学生活

･アルバイト

･rいいですjの使い方

･鍋にまつわるエトセトラ

(2)信州一信州紹介パンフレット

(3)弘前一大学紹介ホ-ムぺ-ジ

(4)福井-マップづくり

5p作業前/作業後b学生に対するアンケ-卜実施

学生が共同作業をとおして､何を感じたか､何をまなびとったか､意護がどうかわかったかをしるために､

作業前.作業後でアンケート調査をおこなった,
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5.1アンケ-卜調査票

調査票をつくる上で､赦師が項Eiを設定して､学生に5段階評価させるということもかんがえた.しかL,I

項目を設定すると､それは教師の誘導になる｡できるだ汗誘導をさけ,たい､そして､学生のかんがえに枠を

はめたくない｡学生から自由記述でださせよう､そうしたら､教師がおもいもよらない項目もでて(るので

はないか.そうしたものを尊重したい.という方針にまとまった｡そして､このような調査をつづけていっ

て､その上で､項目を決定していくということになった｡今回のアンケートは､パイロット調査とすること
になった｡

5.2作業前/作業後7ンケートの調査票の項目

調査票は.学生が自由に発想できるよう.なるべくゆるやかな賞間になるようこころがけたe

調査票 :

(り この共同作業をおこなう上で.たいせつなことは何だ/だったと思いますかD思い浮かぶ塀に3つあ
げてください.

I.:2:日日iであげたもiT)を重要だと患う職L i: )に番号をつけてくださいD

5.3有効回答

調査の結果.有効回答者牡は75名であTJた･..した.fit:って･.回答碩員数は､作業前.作業後,あわせて
導56 (-7-6XZX3)項目であるC

なお,,76名の内訳は.

環別 :員本棚 名も中飛頂6名ち苛沙-おア署名や韓国3竜､歯清孝乳 夕利 敵 来搾項名

である1

5.4到筈現員の分析方法

今同の分節ではAu順位を考慮皆ずミ学生が轟ぼ藍456項目を骨の窯窯分析した毎

回筈の比較は.以下の手臓でおこなった｡

(り学生のあげた項目について､キ-ワードをひろってt分類し.それにラベルを貼付->76ラベル1'その他

無回答をふくむ)

t2L)にかよったラベルをケル-･プ化-12グループ

I:3)ラ′くルおよびグループを.作業前/作業後で比較

6.アンケートの調査結果

6.1ラベル

ラベルで､作業前には出現しなかったもので､作業後に出硯したものと､作業前に出現したのに.作業後

に出現しなかったものを､以下にあげる｡

(り 作業後だけ出現 :出席､約束をまもる､用法b集中九 勇気など

(2)作業前だけ出現 :交汲,理解,統合九 調整､平等.ゆずuあいなど

6.2グループ

グループは全部で12になった｡各グループ作業前と作業後の変化をみるために,各グループの出現度数

を作業前と作業後にわけて､集計した｡作業後.度数がふえたグループは､集団へのかかわり万事とりくみ ･

協力 ･外国人とのコミュニケーション･たのしい井田気である｡作業級.度数がへったグループは.コミュ

ニケーション･寛容 ･心情的なもの･異文化交流 ･知報 ･日本吉吾学管 .作品である｡さらに､カイ2乗検定

(P<0.5)をおこなったところ､有意に叢のあったグループは､以下のとおUである｡なお､グ,JB- プと

それにふくまれるラベルの表を最後にあげた｡

日 )作業後.度数がふえたグループ .･集団へのかかわLJ方

(27作業後.度数がへったグループ :コミュニケーション.寛容.異文化交流
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6.3結果からいえること

共同作業をとおして､学生連の意鞍には.あきちかな変化があった｡学生は.作業前.抽象的な項目をあ

げていた｡しかし､作業後は､共同作業のプロセスの中で具体的に必要とされる能力､たとえば. ｢役割分

担｣r時間｣r責任｣r約束をまもる｣などをあげる回答がふえたのである｡

7,今後の課題

共同作業とアンケート調査を継続しておこない.アンケート結果のこまかな分析をおこないたい｡また､

他大学の学生同士が直接､コミュニケーションできるような塙をもうけたいとかんがえている｡そのために､

6月には,SCSスペースコラボレーション･システム (=衛星通信システム)を利用して､信州 ･弘前 ･新

潟大学の多文化クラスの学生遠がディスカッションをした｡98年度後期には､5大学の学生達が､実際に

あって､ディスカッションをする予定である｡このようにして,多文化クラスに出席した学生の意識変化の

実態をさぐっていきたい｡
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義 :共同作業でたいせつなこと

グ.]巨 プ名 i
集団へのかかわ LJ方

とりくみ

外乱人とのコミュニ
ケ･･-･ション

i,い雰囲気

うベjL,生Jr -r●rll■l■

連絡をとる 約束をまもる 役割分担 望葦 責任

集EZlの意志決定自主性 時間 リーダ - シ ップ

勇気 盈全力 努力 積極性 出席 集中力 まじめ

行動h 好奇心 意欲 参加 根気 時間外の参加

連帯感題意 団結 人間関係 協知 協調性チームワーク 共同

外国人とのコミュニケ-二;≡ン

雰囲気?rくSJ たのしむ

l1111

_星_主よ芸_とこfl,:且_之三はなしあい自分の意見をもつ 意見をたす 意見の--致i
J/tいところをおしえあう コミュニケ-ション度盛 皇多様性の受容尊重 相手の立蟻にたつ 柔軟性 傾聴ii F塵組 寛容極情的なもの盤LtJあう親密性 心を開く章. -Iあたたかい心

.堅監_.PLM.5.F j他国の文化の理解 ゑ藷 異文 化 に関

グループ名 :太字-作業後､度数がふえたもの 亜重要 作業後､度数がへったもの

ラベル名 :基を 作業後だけに出現 塵塵至 作業前だけに出現
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