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要旨  

本研究は世界の地域文化学習を中心とした「多文化共生入門」の実践報告である。本実践で

はグローバル社会に求められる知識・態度を「多文化なパースペクティブ」及び「グローバルなパー

スペクティブ」の獲得と捉え、科目全体の教育目標として設定した。  

本実践の成果として、世界の言語・文化学習を通じた多文化共生教育は、自文化中心的なも

のの見方を脱却し、「多文化」及び「グローバル」なパースペクティブの獲得が可能であることが示

唆された。本実践の結果を踏まえ、多言語学習・多文化学習は、より自文化を相対化させ、「多

文化」及び「グローバル」なパースペクティブの獲得が可能となることが考えられる。  
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Abstract 

The study reports on the practice of “introduction to multiculturalism,” which 

is a course  focusing on learning about local cultures across the world. In the 

practice, the study defines knowledge and attitudes considered essential for 

individuals to possess in the global society. Such components are deemed part of 

the acquisition of “multicultural perspectives” and “global perspectives.” The study 

established such perspectives as the overall educational goals of the subject.  

Through the practice, the study suggested that education on multiculturalism 

by learning various languages and cultures across the world may liberate learners 

from ethnocentric perspectives and enable them to acquire “multicultural” and 

“global” perspectives. Based on the outcome of the practice, the study inferred that 

multilingual and multicultural education may help learners to visualize the local 
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culture using a more relativized and diversified pespective.  
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multicultural education, local cultures across the world, global s ociety 

 

1. はじめに 

近年の日本社会は在留外国人等の増加により、グローバル化や多文化化が進行

し、異なる言語・文化的背景を持つ人々と接触する機会が増えてきており、社会の中

で多様な文化が共存する多文化共生社会を目指す様々な試みが行われている。日

本国内の在留外国人統計を見ると、2019 年末に 2,933,137 人となっており、2018 年

末の 2,731,093 人よりも 7.4％増加している（法務省出入国管理庁  2019）。また、学

校教育現場では、公立学校に在籍している外国籍の児童生徒数も増加傾向にあり、

2018 年度では 93,133 人（2017 年度 86,015 人）となっている（文部科学省  2020）。

これらの統計を踏まえると、地域社会や学校において、異なる言語・文化的背景を持

つ人々と接する機会の増加が考えられる。大学教育においては、世界の言語・地域

文化教育を推進するとともに、地球という視点から捉え、多様な言語・地域文化と

「共生」することを目指す多文化共生教育の実践が重要となってくると思われる。  

そこで、本稿では、言語を含む世界の地域文化から学ぶことを中心とした四国大

学の全学共通科目である「多文化共生入門」の実践報告を行い、世界の言語・文

化学習を通じた多文化共生教育の可能性について検討する。  

 

2. 実践の概要  

2.1 「多文化共生入門」の位置づけ 

「多文化共生入門」は、四国大学の全学共通教育における「グローバル関連科目」

群を構成する 1 つの科目である。世界の地域文化に目を向け、「文化」とは何かを考

え、様々な社会文化的背景から異文化を理解しようとする姿勢や、多文化共生社会

における課題について考え、行動することができるグローバルな視野の獲得を目指す

ことを目的としている。地域を学ぶことは、グローバリゼーションの進む現代を生きる上

で、自己と他者のつながりを認識させ、かつ複眼的なものの見方を養うことにつながり

（宮地  2013）、地球を視点とした多文化共生を考える上で重要となる。四国大学に

おける全学共通教育のカリキュラム全体における「多文化共生入門」の位置づけの

参考として、四国大学全学共通科目一覧を表 1 に挙げる。 
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表 1 2020 年度四国大学・四国大学短期大学 部  全学共通科目一覧 2 

科目区分  各科目の名称  

四国大学スタンダー

ド基礎科目  

社会人基礎力入門、自己と社会・地域論、教養国語【大

学】、情報処理  

初年次・基礎教育科

目  

大学入門【大学】、初年次ゼミⅠ【大学】、初年次ゼミⅡ【大

学】、初年次ゼミ【短大】、数学基礎【大学】、物理学基礎

【大学】、化学基礎【大学】、生物学基礎【大学】  

キャリア教育科目  キャリア形成入門、キャリア形成実践、キャリア開発、徳島

の魅力、徳島で働く、インターンシップ 

教養科目  言語と文化、心理学入門、日本の歴史と思想、西洋の歴

史と思想、東洋の歴史と思想、ヨーロッパ・アメリカ研究、現

代の新たな文化、日本国憲法、世界の中の日本経済、現

代社会と人権、ＡＩで変わる社会、自然科学の進歩、環境

と人間、生命と倫理、健康と科学、健康スポーツ、スポーツ

科学  

地域連携科目  地域未来探求、地域創生入門、徳島の歴史と文化、四国

いやしの道、災害と防災、消費者市民社会  

グローバル関連科目  英語Ⅰ【大学】、英語Ⅱ【大学】、英語コミュニケーション【大

学】、キャリア英語（英検）【大学】、キャリア英語（TOEIC）

【大学】、実用英語【短大】、中国語Ⅰ、中国語Ⅱ、中国語

Ⅲ【大学】、中国語Ⅳ【大学】、中国語Ⅴ（DDP）【大学】、中

国語Ⅵ（DDP）【大学】、韓国語Ⅰ、韓国語Ⅱ、フランス文

化と言語、ドイツ文化と言語、多文化共生入門  

 

四国大学における外国語・文化教育は主として「グローバル関連科目」で扱われ

ており、学習可能な言語は、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語の 5 言語

である。ただし、ドイツ語、フランス語については、「ドイツ語」、「フランス語」といった科

目名称ではなく、「フランス文化と言語」、「ドイツ文化と言語」であり、語学とともに、当

                                                        
2 【大学】は四国大学（文学部、経営情報学部、生活科学部、看護学部）対象科目、【短大】は

四国大学短期大学部生対象科目、無印は四国大学・四国大学短期大学部共通科目である。 
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該言語の文化も学ぶという位置づけである。英語は全学共通の必修外国語であり、

その他の言語は選択科目である。  

「多文化共生入門」は半期開講 2 単位の科目で、2020 年度は前期に複数の担

当教員によるオムニバス形式で開講し、文学部、経営情報学部、生活科学部、看護

学部、短期大学部に所属する学生 103 名が受講した。担当教員は、小学校英語教

育学、英語学、英語教育学、日本語教育学を専門分野とする 4 人の教員（文学部

国際文化学科のフェネリー・マーク教授、バロッグ・スザンネ准教授、全学共通教育

センター語学教育部門の川端新講師、筆者（科目代表教員））である。科目担当教

員全員が言語、もしくは教育を専門とし、言語教育に携わっている。 

 

2.2 「多文化共生入門」の教育目標と内容  

効果的な多文化共生教育を構想、実施していくためには、教育目標の設定と内

容を検討していく必要がある。松尾（2011）は、多文化共生社会における教育目標に

ついて、次の表 2 のような 3 つのパースペクティブの観点から検討している。  

 

表 2 松尾（2011）の 3 つのパースペクティブ  

パースペクティブの種類  定義  

同心円的なパースペクティブ 身のまわりの世界、他者、自分自身について、自文

化の視点から捉える見方  

多文化なパースペクティブ 自分とは異なる文化の見方や考え方を学び、もの

ごとをいくつかの異なる文化の視点から捉える見方  

グローバルなパースペクティブ  さまざまな文化集団によって構成される地球を鳥瞰

した立場から全体として捉える見方  

（松尾 2011：33）をもとに筆者が作成  

 

松尾（2011）は、多文化共生社会における教育目標として、「「同心円的なパース

ペクティブ」から「多文化なパースペクティブ」及び「グローバルなパースペクティブ」へ

の展開」として捉えている。本実践においては、松尾（2011）と同様の立場を取り、さら

に、グローバル社会に求められる知識・態度を「多文化なパースペクティブ」及び「グ

ローバルなパースペクティブ」の獲得と捉え、科目全体の教育目標とした。  

Banks（2009）は多文化カリキュラムの基本的概念として「文化・民族とそれに関係
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する概念」「社会化とそれに関係する概念」「異文化コミュニケーションとそれに関係

する概念」「権力とそれに関係する概念」「民族集団の移動に関する概念」の 5 つを

提示している。松尾（2011）は Banks（2009）等の概念を参考に「グローバリゼーション」

「文化」「コミュニケーション」「人権」「偏見・差別・人種主義」「移住・移民」「参画」の

7 つの概念が重要であると述べている。本実践においては、これら先行研究の概念を

参考にしながら、科目担当教員の専門分野や経験等も考慮し、「グローバル化と多

文化共生」「民族と人権」「言語学習を含む異文化間コミュニケーション」「言語・教

育・社会の関わり」「国際協力と国際開発（地球規模の課題と多文化共生）」の 5 点

の基本的概念を設定し、教育内容を検討した。5 つの基本的概念を踏まえた具体的

な授業計画については次の表 3 の通りである。 

 

表 3 2020 年度前期「多文化共生入門」授業計画  

回  授業内容  主担当教員  

1 「文化」、「多文化共生」とは 西條  

2 ヨーロッパの地域文化①「イギリス人の生活スタイルと文化」 フェネリー 

3 ヨーロッパの地域文化②「イギリスと日本の関係、イギリス事情」 フェネリー 

4 ヨーロッパの地域文化③「イギリスの学校制度や教育の特徴」 フェネリー 

5 ヨーロッパの地域文化④「イギリスの地域文化の総括」 フェネリー 

6 オセアニアの地域文化①「オーストラリアの歴史：盗まれた世代」  バロッグ 

7 オセアニアの地域文化②「オーストラリアの文化と昨今の情勢」 バロッグ 

8 ヨーロッパ・オセアニアの地域文化①「異文化間コミュニケーション：日

本人から見たイギリス、オーストラリア」 

川端  

9 ヨーロッパ・オセアニアの地域文化②「オセアニアの地域文化、異文

化間コミュニケーションの総括」 

川端  

10 アジアの地域文化①「中央アジア及びキルギス事情・言語学習」 西條  

11 アジアの地域文化②「キルギスの言語と教育文化」 西條  

12 アジアの地域文化③「日本の多言語化とやさしい日本語」 西條  

13 日本の国際協力と多文化共生①「国際協力の現状と課題」 西條  

14 日本の国際協力と多文化共生②「JICA 海外協力隊の異文化体験」 西條  

15 多文化共生社会とグローバル社会に求められる資質・能力とは 西條  
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授業内で扱う項目は、科目担当教員間での検討を経て、5 点の基本的概念を軸

にヨーロッパ、オセアニア、アジア（東・中央アジア）の地域文化を中心に展開すること

とした。第 1 回では「「文化」「多文化共生」とは何か」をテーマとして設定し、第 2 回

以降の授業の前提となる導入を行った。第 2 回から第 7 回は「英語ネイティブ教員の

視点から見た地域文化」としてイギリスとオーストラリアの基礎情報、イギリスの教育文

化、イギリスと日本の国際関係、オーストラリアの歴史と「盗まれた世代」を学び、第 8

回から第 14 回は「日本語ネイティブ教員の視点から見た地域文化」とし、海外での

異文化体験を踏まえた異文化間コミュニケーション、キルギスの教授言語別教育・日

本語教育、日本の多言語化とやさしい日本語、日本の国際協力を学習内容として

扱った。第 13 回、第 14 回については、独立行政法人国際協力機構（JICA）四国セ

ンターとの共同授業として、同センター職員による講義や JICA 徳島デスクによる

JICA 協力隊事業と協力隊経験者の異文化体験談紹介を行った。第 15 回は全体

総括として、第 1 回から第 14 回の授業での学びを踏まえ、多文化共生社会とグロー

バル社会に求められる資質・能力を考えることをテーマとした。  

なお、新型コロナウイルス感染拡大等の影響から、第 1 回から第 5 回授業、第 15

回授業はオンライン会議システム Zoom を利用したリアルタイム型遠隔授業、第 6 回

から第 14 回授業は対面形式で実施した。  

 

3. 「多文化共生入門」の実践報告  

3.1 キルギス語 3・文化教育の実践事例  

本節では、実践の具体例として筆者が行った言語（キリル文字の学習、キルギス

語の自己紹介）・文化（中央アジア・キルギス事情）を扱った実践（第 10 回）の内容を

中心に報告する。 

当日の授業内容は「1．ソ連時代の中央アジア」「2．キルギス以外の中央アジア諸

国の基礎情報（ウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタン、トルクメニスタン）」「3．キ

ルギス事情（基礎情報、政治体系、文学・芸術等）」「4．キルギスの言語：国家語と公

用語」「5．キルギス語学習（キリル文字と自己紹介）」を取り扱った。授業内で、キル

ギス語の学習機会を設定した理由については、次の 2 点である。第一に、キルギス語

はキルギス共和国の国家語であり、キルギス文化を学習する上で言語学習は有益で

                                                        
3  「キルギス」「キルギス語」の日本語表記については、中央アジア研究者によっては原語の発音

に近い「クルグズ」「クルグズ語」と表記されることもあるが、本稿では外務省等で用いられている表

記に倣い、「キルギス」「キルギス語」と表記する。  
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あるとともに、学生には基本的な自己紹介の学習を通じてコミュニケーションの基礎を

改めて学んでほしいためである。第二に、キルギス語は「多文化共生入門」を履修す

る学生のほとんどがこれまで学習したことがない言語であることである。これは、初修の

学習者の心情を自らが学習者となることを体験し、言語的マイノリティや異なる言語・

文化的背景を持つ人々への理解を促すことを目的にしていることによる。  

キルギス語の教授・学習方法は、次のような手順で進めた。  

 

（1）キリル文字と日本語 50 音の対応表を見ながら、教員が提示したキリル文字で書

かれた言葉をクイズ形式で答える（例．「徳島」「阿波踊り」等）」 

（2）キリル文字で自分の名前を書く  

（3）ワークシートを用いてキルギス語で自己紹介をする 

①学習項目の日本語訳を確認する  

②キルギス語の挨拶動画を視聴する（YouTube「キルギス日本語チャンネル」4） 

③教員の後に続いて実際に発音し、口慣らしとキルギス語の音を確認する  

④2 人 1 組でペアを組み、ペア同士で自己紹介を行う  

 

学生に配布したワークシートは、学生が発音しやすいようにキリル文字に加え、読

みに対応するカタカナを併記した。また、意味を理解しながらペアでの教室活動を行

うため、学習するキルギス語の横には日本語で対応する意味を記入するように指示し

た。キルギス語の学習項目については、Bakytbek（2009）等を参考に、Salamatsïzbï.5

「こんにちは。」（話し手から発話する場合）、Salamatchïlïk.「こんにちは。」（聞き手と

して応答する場合 ） 、Menin atïtïm～ . 「 私 の名前は～です。 」 、Men Sikoku 

universitetinin studentimin. 「 四 国 大 学 の 学 生 で す 。 」 、 Taanïshkanïma 

Kubanïchtamïn.「よろしくお願いします。」を選定し、ペアワークを行った。 

 

3.2 キルギス語・文化教育の実践に対する評価  

「多文化共生入門」第 10 回授業をどのように捉えていたか、第 10 回授業終了後

のコメントシートの中から語学学習に関する一部を紹介する（原文ママ）。  

                                                        
4 YouTube「キルギス日本語チャンネル」≪キルギス語のあいさつ≫  

（https://www.youtube.com/watch?v=pAHdqBUV3eg） [accessed 1 December 2020]  
5本稿でのキリル文字表記については Allworth（1971）の「翻字・アルファベット表【クルグズ語】」に

倣い、表記した。 



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.8 (2020) pp.140-150 

 

 - 147 - 

（a）キリル文字で自分の名前を書いてみたけど、全く異なる文字でとても難しく

感じた。英語と似ている文字もあったので、キリル文字の歴史に興味が沸いた。  

（b）ペアの友達と話してみたが、日本語とは異なる発音の仕方があり、うまく話せ

なかった。いつか動画に出てきたキルギスの学生のように話せるようになりたい。  

（c）英語以外の言語を学習する可能性があることを初めて知った。道は険しいと

思うが、英語以外の言語にもチャレンジしてみたい。  

（d）キルギス語は初めてだったからとても難しかった。スマホの顔文字を見ると、

キリル文字が使われていることがわかり感動した。  

（e）キルギス語での自己紹介や自分の名前を書くことに挑戦してみて、もっと他

の言語に挑戦して、いつかはマスターしたいと思いました。  

 

本稿で全てのコメントを挙げることは難しいが、キルギス語学習に対して肯定的に

捉える学生が多く見られた。（a）～（e）の学生のように、英語とは異なるアルファベット

や自己紹介を学習したことで、言語学習への意欲向上や他言語学習へのきっかけ

作りとなり、言語への興味や関心が高まったことが窺える。また、（d）の学生は、生活

に身近な顔文字の中にもキリルアルファベットが用いられていることを発見し、言語学

習以外の部分での関心も高まったようである。ただし、今回の授業で扱った学習項目

は入門としての最初の一歩であり、1 回限りの単発形式という事情もあり、学習者の

学習負担を軽減するために学習量を少なく抑えている点に留意する必要がある。  

 

4. 「多文化共生入門」の実践によって得られた学び  

本節では、「多文化共生入門」の成果として、受講学生に課したレポート「多文化

共生社会、グローバル社会において世界の言語・地域文化を学習する意義・価値は

何か」の記述内容を引用し、2.2節で設定した教育目標「「多文化なパースペクティブ」

及び「グローバルなパースペクティブ」の獲得」という観点から詳細に見ていく。  

 

（f）言語や文化を学ぶ価値や意義は自分が見たことも聞いたこともないことを新

たに学べることだと思う。他国の言語や文化は普通に生活していて学べるも

のではないので、習うことに価値や意義があると思う。しかし、他国の文化を習

って自分の国の文化を知らないと話にならないと思うので、まずは、自国の文

化を知ることから始めるべきだと思う。  
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（g）言語や文化を学ぶこと意義や価値は、その国のことを表面上だけでなく、よ

り深く知ることができる。また、自分の国はどうか、何が違うかなど自国と他国を

様々な観点から比較できる。そして、日本での常識は世界では異なり、常識

や価値観の違いについて理解することができる。比較するために、自国につ

いて学びたいという意欲もでてくることであると思う。  

 

（f）、（g）の学生は、言語や文化を学ぶことは新しい知識（社会常識や価値観等）

や異文化理解に有益であるとした上で、その学習の前段階として、母語や母文化

との比較を行うためにも、自分自身の国の文化を学んでおく必要があると述べてい

る。「同心円的なパースペクティブ」から「多文化なパースペクティブ」及び「グロー

バルなパースペクティブ」に円滑に移行するためには、母語や母文化に関する知

識を深めることは他者への理解を進める点において重要であると思われる。  

 

（h）授業の中で先生方の多様な知識を聞いていると、言語・文化を学ぶ意義や

価値は自分自身の視野の広がりではないかと考える。言語・文化を学ぶこと

により、自国への固定概念がなくなり積極性やチャレンジ精神、コミュニケーシ

ョン能力の向上等が身につくと思う。現在、たくさんの国と交流するようになっ

た社会で、この学習は仕事や日常生活にも生かすことができるのではないだ

ろうか。他国の言語や文化を知ることにより知識を持ち、一人一人がそうする

ことによってもっとグローバルな世の中になっていけると思う。言語・文化の学

習をすることにより、現地の人の声や経験した人の話を聞くとこができ、より外

国が身近なものになる。  

 

（i）様々な言語や異文化を学ぶことは、お互いの違いを知り、自分の世界をひろ

げて、思い込みの世界で生きず、相手のことを知ろうとするきっかけになると思

う。文化の違いを知ることでたくさんの人が共生するいまの時代に、お互いの

文化や言語を尊重することで、スムーズにコミュニケーションがとれる。この授

業を受けて、「文化は氷山の一角に過ぎない」ということを知り、人を表面的な

もので判断し、発言するべきでないと学んだ。そして、学んだことによって、自

分の世界がいかにせまいかが分かった。  

 

（ j）言語や文化を学ぶことは、自分が持つ当たり前を崩し、視野を広げることと



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.8 (2020) pp.140-150 

 

 - 149 - 

同義であると考える。移民問題、自然災害、格差問題など、世界には様々な

問題が存在している。そのどれもが、誰かの責任であると決めることや何かが

解決すると特定することができない。だからこそ、共生することが大切であり、

自分だけでなく周囲のことも考えていかなければならない。そこで、重要なの

が、言語学習や文化について学ぶことであると考える。自分と異なる言語や

文化を学ぶことで、自分の知らない考え方や価値観、歴史について考えるこ

とができ、自身の文化と比較することで得られる学びもたくさんある。  

 

（h）、（i）、（j）の学生は言語・文化学習の意義について、学習者自身の視野の広

がりであると記述している。それは言語・文化学習を通して自文化への固定観念や

思い込みを解消し、姿勢の積極化やコミュニケーション向上にも影響すると述べてい

る。言語・文化の学習は自文化を相対化し、自文化中心的な見方を脱することがで

きるとしている。さらに、社会の一員となった後で、仕事や日常生活で、自分自身の

見聞を広げるきっかけとして活用できると指摘している。  

多文化共生社会において、社会の一人ひとりが母語や母文化以外の言語や文

化を学習し、それぞれの言語・文化に関する見識を深めることが重要であると思われ

る。また、（j）の学生のように地球規模の問題（移民、自然環境、格差等）に向き合う

ためにも、国・地域の枠を超え、共生することが不可欠である。世界の言語や文化の

学習は、「同心円的」なパースペクティブを脱し、「多文化」で「グローバル」なパース

ペクティブの獲得が可能であることが示唆されている。 

 

5. 終わりに  

本稿では、グローバル社会に求められる知識・態度を「多文化なパースペクティブ」

と「グローバルなパースペクティブ」の獲得と捉え、世界の言語・地域文化学習を中心

とした「多文化共生入門」の実践を通じて検討してきた。本実践の成果として、世界

の言語・文化学習を通じた多文化共生教育は「多文化」及び「グローバル」なパース

ペクティブの獲得が可能であることが示唆された。しかしながら、本実践では、ヨーロッ

パ、オセアニア、アジアの地域文化をトピックとして扱ったが、南北アメリカやアフリカ

地域の文化は扱うことができなかった。本実践での 5 つの基本的概念を踏まえつつ、

より包括的に多様な文化に触れ、地球という視点から物事を鳥瞰するためには、これ

らの地域の学習も必要となってくるであろう。授業内で扱った地域文化についても代

表的な国・地域の事例を提示するだけではなく、地域内の多様性にも目を向け、学



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.8 (2020) pp.140-150 

 

 - 150 - 

生が言語や文化をより広い視野で分析できる力を養えるような工夫が必要である。 

本実践の結果を踏まえ、多言語学習・多文化学習は、より多面的に自文化を相

対化するきっかけを与え、「多文化」及び「グローバル」なパースペクティブの獲得が

可能となることが考えられる。今後の日本社会においては、多言語学習・多文化学

習ができる環境を整備することが、グローバル社会に求められる知識・態度の養成に

つながり、多文化共生社会の構築に資すると考えられる。  
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