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「わたし」を通した国際交流活動  

―中学校 2 校での留学生との交流活動の比較から― 1 

 

米本  和弘  

 

1. はじめに 

 

日本の大学で学ぶ留学生と地域の人たちとの交流活動は、1）日本社会に対する

理解促進、2）交流活動を通した地域貢献といったことを目的に、自治体主催のイベ

ントへの参加や学校での交流活動といった形で行われることが多い。本学でも同様

の目的の下、留学生が大学の近隣の小中学校を訪問し、交流活動を行っている。  

本稿では、これら交流活動の中から、中学校 2 校で行った活動を取り上げる。そし

て、過去の交流活動で浮かび上がった問題意識を反映し行った「わたし」を通した交

流活動とは何かを考察し、今後の活動につなげることを目的とする。  

 

2. 実践の背景  

 

2.1 交流活動の効果  

 

日本で学ぶ留学生たちは、専門分野を問わず、学内外で行われる交流活動に参

加することが多々ある。これは、留学生自身にとっては、日本語学習の一部もしくは

付随するものとして、日本社会や文化に対する理解を深める機会となり、日本人にと

っては、国際理解を促進する上でのリソースとして活用されている。  

中でも地域の学校等を訪問しての交流活動は比較的広く行われているものである

と言えるのではないだろうか。小学校での交流活動における教育効果を分析した金

城（2010）は、小学生が持つ留学生に対するイメージと異文化受容態度に肯定的な

変容があったことを挙げている。中学校で交流活動を行った植木・高橋（2009）は、

中学校の生徒にとっては国際交流に関心を持つ機会となったこと、留学生にとって

は特に自身のコミュニケーションについて意識化する機会となったことを指摘している。

また、これら 2 調査では共通して、交流活動当日までのやり取りなど関係作りの重要

                                                        
1 本研究は JSPS 科研費 16K21018 の助成を受けたものである。 
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性と継続的、体系的な交流活動の必要性が指摘されている。  

 

2.2 交流活動における問題意識  

 

筆者の勤務する大学のこれまでの交流活動も植木・高橋（2009）、金城（2010）ら

の実践と同様、留学生が日本の学校の様子を知ったり、児童・生徒が留学生の出身

国・地域について知ったりする機会となっている。さらに、小中学校からの発信を通し、

大学近隣地域の住民が留学生や大学そのものへの理解を深める機会となっており、

このような点で留学生、児童・生徒を含む地域住民双方にとって互恵的な活動であ

ると言える（米本  2016）。しかし、これまで活動を行ってきた中で、時間的もしくは言

語的制約などから、久保田（2015）が述べているように英語という一つの言語でのコミ

ュニケーションに過度に焦点が当たってしまっている点が課題として挙げられた。これ

に加え、Ohri（2016）も指摘しているように、単に留学生が「出身国・地域紹介」をする

という表層的でステレオタイプ的な文化紹介となってしまっているのではないかという

点が問題意識としてあった。つまり、本質主義的文化観や、特定の国・地域に関する

ステレオタイプを生み出してしまっている可能性があるのではないかと考えていた。  

この点に関連して、細川の一連の論考では、言語教育における文化の捉え方を

「個の文化」という概念から再検討している（細川  2002a，2002b，2005 など）。細川

は、社会における様々な集団が形作る文化にも理解は示しつつも、その集団を構成

する個人の認識や思考を個の文化として定義し、さらにそのような考えに立った上で、

「私を語る」コミュニケーション教育としての総合活動型日本語教育（細川・NPO 法人

「言語文化教育研究所」スタッフ  2004）を行っている。その中では、まずは個人が持

っている文化、つまり、自身の考えを表現することが必要で、そして、それを他者との

コミュニケーションを通し、議論していくことが求められるとしている。この概念は、筆者

が従来の活動で疑問を抱いてきた本質主義的文化観を乗り越えられる可能性を示

唆していると考えられる。  

本稿では、留学生が行う交流活動の教育的効果は残しながらも、過去の本学の

実践の中で浮かび上がってきた課題を乗り越える方法を 2 つの事例の比較を通して

探った。具体的には、アンケート調査を通し得られた中学生の声、また筆者の記録や

内省を基に、「個の文化」という概念を足がかりにした「わたし」を通した国際交流活

動にはどのような可能性と課題があったのかを振り返り、「わたし」を通した国際交流

活動とは何かを考察することを目的とする。  
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3. 交流活動の概要  

 

これまで筆者の勤務する大学では、近隣の小中学校を訪れ留学生と児童・生徒と

の交流活動を実施してきたが、2017 年 3 月に新たに本稿で取り上げる 2 校とも交流

活動を行った。本稿で分析の対象としたのは、その 2017 年の交流活動である。 

 

3.1 実施校  

 

筆者の勤務校は医療系の大学であり、留学生の多くが通常 4 年での博士号取得

を目的とした大学院生である。自国での医師、歯科医師免許をすでに有している学

生が多く、実務経験がある者も少なくない。また、卒業後、日本に留まる学生は限ら

れ、大半の学生が帰国する点も特徴的である。日本語に関して言えば、多くの留学

生は授業や研究活動においては必要としていないが、研究室におけるコミュニケーシ

ョンや学外での生活では日本語が必要となる場面も多く、それと同時に、日本語や

日本に興味を持つ学生も少なからず存在する。そのため、本学ではゼロ初級から中

級後半程度の学生を対象とした複数の日本語コースが開講されている。  

中学校は A 中学校、B 中学校の 2 校で、どちらも公立の学校である。A 中学校は

大学の近隣の中学校で、留学生が訪問し交流活動を行ったが、B 中学校は県外か

らの修学旅行の機会を利用したため、本学で活動を実施することとなった。 

 

3.2 参加者  

 

交流活動への参加者は表 1 の通りである。留学生は各校 10 名程度が参加した

（表 1）。このうち半数程度は同じ留学生が参加している。  

 

表 1 参加者の内訳  

 A 中学校との活動  B 中学校との活動  

留学生  11 名（エジプト、ガーナ、タイ、  

ミャンマー、ラオス）  

12 名（インド、エジプト、ガーナ、  

タイ、ミャンマー、ラオス）  

中学生  3 年生 41 名  2 年生 16 名  
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各活動は実施日が日本語の授業スケジュールと合わなかったため、留学生はボラ

ンティアを募り実施した。そのため、日本語が全く話せない学生も参加している。  

 

3.3 活動の内容  

 

交流活動では、それぞれの中学校と相談の上で、活動内容を決定した。A中学校

の活動では、上述した本質主義的文化観やステレオタイプの強化などを避けるため、

「わたし」を通した交流活動の実現を目指した。具体的には、「ヒューマンライブラリー」

（坪井ほか  2018）の考えに基づき、留学生を本に見立て「先輩ライブラリー」の活動

を行った。ヒューマンライブラリーは「障害者、ホームレス、性的少数者など、社会のな

かで偏見やスティグマ（烙印）を経験したことのある人々が「本」になり、一般「読者」と

対話する」というものである（坪井ほか  2018:3）。留学生には事前に交流の対象や状

況などを説明し、進路決定や将来への展望、好きだったことなど、特に中学生だった

時の自身の経験や考えについて「先輩」として対話することが目的であることを共有し

た。そして、留学生が書いた本のあらすじを事前に中学生に配布し、読みたい本を決

めておいてもらうという部分までを準備として行った。当日は簡単な自己紹介の後、

それぞれ 3 冊の本を読むという流れで行った（表 2）。 

 

表 2 A 中学校との活動の流れ 

時間  内容  

0-5（5 分）  ヒューマンライブラリーの概要やルールについての説明  

5-30（25 分）  本の紹介  

30-50（20 分）  セッション 1  

50-60（10 分）  休憩  

60-80（20 分）  セッション 2  

80-100（20 分）  セッション 3  

100-110（10 分）  振り返りとまとめ  

 

あらすじの内容としては、目的を反映し、どうして現在の職業を選択したのか、現在

の研究内容、また中学生のときに好きだったことなどがあった。  

B 中学校との交流活動は、B 中学校がコミュニケーション力の向上という目的で行

っている教育実践の一環として行われた。当日はその目的の下、留学生と交流する
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ために中学生が考え、準備してきたすごろくや椅子取りゲームなどを行った。留学生

側からは出身を伝え、B 中学校側の目的を共有する程度で事前準備は特に行わな

かった。当日の活動は 4 つのグループに分かれ、20 分程度で入れ替わりながら、そ

れぞれが準備してきた活動を留学生とともに行った（表 3）。 

 

表 3 B 中学校との活動の流れ 

時間  内容   時間  内容  

0-10（10 分）  自己紹介   70-90（20 分）  セッション 4  

10-30（20 分）  セッション 1   90-100（10 分）  片付け  

30-50（20 分）  セッション 2   100-110（10 分）  振り返りとまとめ  

50-70（20 分）  セッション 3   

 

4. データとデータ分析  

 

本節では、交流活動実施後に記入を依頼したアンケートの結果を筆者の記録や

内省を基に分析する。生徒本人及び中学校教員の了承のもと、交流活動実施後に

A 中学校は印刷した質問紙で、B 中学校は Survey Monkey を使用し、アンケート調

査の記入を依頼した。アンケート調査の項目は表 4 の通りである。使用言語は日本

語で、無記名での記入である。 

 

表 4 アンケート調査の質問項目  

A 中学校  B 中学校  

Q1 先輩ライブラリーはどうでしたか。どうしてそう

思いましたか。  

Q2  どの本を選びましたか。どうしてその本を選

びましたか。  

Q3 先輩と話をして、どんなことに気づいたり、び

っくりしたりしましたか。何がおもしろかった

ですか。知らないことがありましたか？  

Q4 来年も同じような機会があったら、どんなこと

がしたいですか？  

Q1  留学生との活動はどうでしたか。どう

してそう思いましたか。  

Q2 留学生との活動を通して、どんなこと

に気づいたり、びっくりしたりしました

か。何がおもしろかったですか。知ら

ないことがありましたか？  

Q3  来年も同じような機会があったら、ど

んなことがしたいですか？  
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データ分析は個人の理解や解釈は特定のコンテクストにおける他者との相互作用

を通して構築されるとする社会構築主義の考え（Gergen 2009）に基づき行った。分

析に際しては、まず全てのデータを書き起こし、複数回読んだ上で、先行研究や過

去の実践に基づき、データ中から交流活動を通しての気づきに関する部分を抜き出

した。その後、それぞれのデータから抜き出した部分をコード化し、複数のテーマに分

類した。以下、引用は「」で、各中学校のデータを A と B で示した。 

アンケートでは「いい体験となった（A）」「とても良い経験になった（B）」という声がど

ちらの中学校の生徒からも聞かれ、異なる活動内容ではあったが、中学生にとって各

交流活動は満足度の高い活動となったことが窺われた。アンケートの回答からは、留

学生との交流を通じて、中学生に様々な気づきがあったことが浮かび上がり、それが

このような満足度の高さに関係していたと推察される。それらの気づきは、1）コミュニケ

ーションに関するもの、2）留学生／外国人に関するもの、3）留学生個人に関するも

の、4）自身の内省に関するものに大きく分けられる。  

 

4.1 A 中学校と B 中学校に共通する気づき 

 

まず、2 校に共通して見られたのが留学生とのコミュニケーションに関する気づきで

ある。どちらの中学校のデータからも会話の難しさや英語の必要性、留学生の反応

や交流の楽しさなど、特にコミュニケーションに関する気づきが多くあったことが窺わ

れた。「会話をする言葉が少なくて難しかったけれどゆっくり言ったり知っている単語

を使って頑張って伝えようとしていて楽しかったです（A）」「日本語と英語を交ぜて話

しても、意外と通じることに驚きました（B）」「ちゃんとした英語を話さなくてもコミュニケ

ーションできるものだと思いました（B）」というように、単に難しかったというだけではなく、

どのようにすればコミュニケーションが円滑に進むのかも意識したようである。また、そ

の際には、自身の努力や積極的な姿勢だけではなく、「理解しようとしてくれて嬉しか

ったです（A）」「頑張って気持ちを伝えようとしてくれて、うれしかったです（B）」との回

答に見られるように、話し相手である留学生がどのような配慮をし、それがコミュニケー

ションにおいてどのように働いているかを認識していた。  

そして、「やっぱり、外国人の方はお寿司が好きなんだなと思いました（笑）（A）」

「やっぱり留学生はフレンドリーでテンションが高くて、びっくりしました（B）」のような留

学生／外国人に関する気づきが同じく 2 校で共通して見られたものとして挙げられる。
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上記の引用のように、従来の実践において課題として浮かび上がってきたステレオタ

イプ的な知識や理解も散見された。ただ、そのような気づきを指摘する声は多くは見

られなかった点が従来の実践とは異なる点と言える。これは、どちらの活動でも出身

国の発表という形式を取らず、特定のトピックやゲームなどを通し、留学生個人と接

触できる時間を増やした上で、少人数のグループに分かれ、接する機会を持ったこと

による効果があったのではないかと考えられる。  

 

4.2 A 中学校にのみ見られた気づき 

 

A 中学校の回答で B 中学校のものと異なる点として、ごく少数ではあるが、言語に

関して、「ガーナの言語は英語ですが、私たちが習っている英語とは、発音が少し違

くて、方言があることに驚きました（A）」といった英語という一つの言語の中に存在す

る多様性に気づく生徒が見られたことが挙げられる。このような言語的多様性に対す

る気づきは、活動の焦点がそこになかったことを考えると、個人の英語能力に依存す

る部分が大きかったと思われる。また、次回の交流の機会に関するコメントとして、「も

っと英語をできるようにして、もっとしゃべれるようになりたい（A）」といった英語学習に

対する前向きなコメントも見られたが、同時に「英語が分からないのでよくわかならい

所が多くて、よく分かりませんでした（A）」との回答もあり、より現実の英語使用に即し

たコミュニケーションの多様性や個の理解の重要性に意識が向けられる活動や内容

を検討する必要性が示唆された。  

また、A 中学校のデータからは、「医学など難しい勉強をしていても、勉強が嫌いだ

という人がいて、おどろきました。親近感がわきました（A）」といった回答に代表される

ように、自身との違いだけではなく類似しているところも指摘する声が聞かれた。植

木・高橋（2009）が指摘しているような「留学生のことについて知れた」「留学生の方々

のことを知れた」といった留学生に対する漠然とした理解に言及するコメントはほとん

ど見られず、その個人との接触で得られた個人に関する知識や情報、経験について

の言及が多く見られた。特に回答では「ガーナ出身の Sさんと Iは「ゆず」や「コブクロ」

が好きだということ（A）」「E さんの「E」という名は、お兄さんが E さんを腕に抱きながら

「E、E」といってゆらしたから、ということ（A）」など、B 中学校では見られなかった留学

生個人の名前に言及する回答が多くあった。  

また、「話を聞くことができた 3人の先輩は、それぞれ研究をしたいと思ったきっかけ

は、違くても、「人々を助けたい」という思いは同じであることを知り、私も人のためにな
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ることをしたいと思いました（A）」「それぞれの医者になろうとした決意が違って、またし

っかりとした理由だったので、すごいと思いました（A）」などの回答に見られるように、

留学生間でも違いが存在していることについて気づきがあったことが示唆された。特

に本学の留学生の場合、医学や歯学を専門とする学生が中心となるため、留学や

進路選択の理由、また研究内容などが中学生の興味を引くものであり、それが留学

生間の差異への気づきへとつながったのではないかと推測される。  

また、「自分がいかに貧困問題を自覚していないかに気づき反省させられました

（A）」「今、自分がいる日本は、ほんの一部にすぎないことを実感しました（A）」といっ

た内省につながっている回答、さらに「何かを続けるためには、まずそれを好きになる

ことから始めてみようと思いました（A）」といった留学生からのメッセージを受け取った

ことを示す回答も見られた。このような気づきには、単なる言語能力やコミュニケーショ

ンといったものを越え、留学生それぞれの経験や考えについて理解する対話が行わ

れたことが影響していると考えられる。このような解釈は、上述の通り A 中学校の回答

には、自身との類似性や留学生間の差異への言及に加え、留学生個人の名前と経

験が多く書かれていたことからも裏付けることができると考えられる。  

 

5. 考察とまとめ 

 

本稿では、従来の国際交流活動が抱えていた課題を乗り越えるために実施した、

「わたし」という「個」（細川  2002a，2002b，2005）を通しての国際交流活動について、

参加者である中学校の生徒に対するアンケート結果を基に検証してきた。本節では、

特に今後も同様の交流活動を行っていくことを見据え、「わたし」を通しての交流活

動についての可能性と課題を考察する。  

 

5.1 「わたし」を通した交流活動の意義  

 

本交流活動では、アンケートの回答にも見られたように、言語的制約の中、伝えた

かったことや知りたかったことが全て伝達できたとは言い難い。しかし、単に発表を通

して出身国を知ってもらうのではなく、「わたし」について知ってもらうという点において

は、中学生と留学生の交流活動を行う意義が認められたのではないかと考えられる。

単に出身国の文化や習慣を交流のトピックにするのではなく、より身近で共通の話題

を取り入れることにより、「国」ではなく、「個」について話をし、自分自身や他者の経
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験や考え方について気づけたことが、「わたし」を通した活動の学びであると言える。

そして、そのような学びは、「わたし」に興味を持ち、聞いてくれる他者の存在が感じら

れる場が交流活動を通して作られることにより促進されるのではないかと考えられる。  

 

5.2 「わたし」を通した交流活動に求められるもの 

 

本交流活動では、筆者の問題意識を出発点とし「わたし」を通した交流活動を実

施することにより、言語や表層的な文化ではなく、個人を知り、相互に理解を深めると

いった活動への道筋が見えたと考えらえる。しかし、それと同時に、留学生との交流

であったため、「個」に焦点を当てたとしても、「留学生」について知るといった意識が

強く働いてしまうなど、国や留学生といった属性に影響を受けてしまう場面が見られ

た。本実践のように留学生が参加する国際交流活動では、留学生は出身国を代表

したり、外国、外国語というものを見せてくれたりする存在として期待されていることは

否めない。そのような機会を通して、違いを認識し、理解することは重要であると考え

られるが、それが集団の違いとして捉えられたり、国や国民といった集団に収斂され

たりするべきかは議論の余地がある（細川  2002a, 2002b, 2005; Ohri 2016）。 

本交流活動でも、結果として「留学生」としての「わたし」が強調されてしまったこと

により、4.1 のように留学生という属性に焦点があたった部分が見られたと考えられる。

この点において、本実践において不十分であったと考えられるのは、留学生という属

性はあくまでも個人の認識を形作る一要因だと捉え、留学生といった属性や国に囚

われない個である「わたし」を表現し、相互理解する機会や場を創造していくという意

識、そして、そのための働きかけだと言える。様々な属性から形成されつつも、常に変

容を続ける「個」に目を向け、耳を傾けられる機会や場を提供するということを計画段

階より意識し、活動を実施することが「わたし」を通した交流活動に求められるもので

あると言える。 

 

6. おわりに 

 

留学生との交流活動となると「国際交流」という側面に焦点が当てられ、一人の大

学院生が外国人や出身国の代表として扱われてしまうことが多い。しかし、過去の実

践でも問題として浮かび上がってきているように、そのような期待をすることにより、本

質主義的文化観やステレオタイプの生産、再生産を意識的、無意識的に支持してし
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まっているのではないかと思われる。本稿で考察したように「わたし」という個人を題材

として交流活動を行うことによって、そのような危険性は軽減される可能性があること

がわかった。ただ、留学生という違いが意識された途端、特別な存在になってしまう状

況に変わりはない。今後の課題としては、どのような活動や場作りをすることによって、

さらに「個」に目を向け、その話に耳を傾けることが可能となるのか検討を進めることが

必要であると考えられる。  

 

（東京医科歯科大学） 
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International appreciation activities through “I”: 

A comparative study of activities with international students at two 

Japanese junior high schools  

 

Kazuhiro YONEMOTO  

 

This study examines issues peculiar to international appreciation 

activities often held in elementary and middle schools in Japan. Specifically, 

this research explores how such activities, which often reinforce 

stereotypical beliefs about cultural or national similarities and differences, 

can be transformed through programming that emphasizes individual 

experiences and perspectives rather than generalities such as country, 

ethnicity, or status (“international student”). Such activities could also entail 

an opportunity for self-conscious reflection by the Japanese student 

participants. 


