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報告  

「国＝文化＝人」を問い直す試み 

―小学生と留学生の交流活動を事例として― 

Rethinking the relationship between nation, culture, and people:  

A case study of international appreciation activity with international 

students at an elementary school  

 

米本  和弘  YONEMOTO Kazuhiro1  

 

要旨  

本稿では、小学校 1 校で行なった小学生と留学生との交流活動を事例として、「国＝文化＝

人」という考え方を乗り越えることを目的とした交流活動について報告するとともに、交流活動を通

して「集団」と「個」が小学生によってどのように認識され、さらにどのような意識が交流活動の中で

生まれたのかを議論、共有することを目的とする。  

具体的には、1）留学生との味噌汁の調理実習、2）留学生の出身国の食べ物についての発表、

3）新しい味噌汁の考案という活動を行なった。本交流活動では集団内の多様性に焦点を当てた

活動を行なうことで、従来の交流活動が抱えていた課題を乗り越えられる可能性が示唆されたが、

今後、内容や方法をさらに検討することにより、特に自集団と他集団を包括する視点を得るという

観点から、より具体的な効果を提示していく必要があると考えられる。  
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Abstract 

This paper examines how elementary school students perceived "group" and 

"individual" and what kind of awareness was raised through an international 

appreciation activity. The elementary school students engaged in a collaborative 

activity with international students, centering on making miso soup. The aim of the 

activity was to reflect on the topics of "group" and "individual". The results suggest 

the possibility of overcoming the challenges of the international appreciation 

activities by focusing on the diversity within groups. It is necessary to further 

examine the contents and methods of these activities in order to gain a more 

inclusive viewpoint both of one’s own group and other groups.  
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1. はじめに 

地域の小学校、中学校等における留学生との交流活動は、特に、国際理解という

観点から比較的広く行なわれている活動ではないかと言える。本学でも、大学の近

隣の小中学校において交流活動を行なってきた。これまでの交流活動では、その意

義や効果は認められたが、同時に先行研究（Ohri 2016；久保田  2015；米本  2016，

2018）でも指摘されている、以下のような課題も浮かび上がってきた。  

1） 交流活動は、小学生にとっては英語学習の一環として行なわれることが多いため、

言語や話者といった集団内の多様性に対する意識化が十分にできていないので

はないか。 

2） 多言語、多文化に対する気づきや意識化は多様性に対する理解において有効

ではあるものの、結果として「集団」や「境界」を強調し、自他という二項対立を乗

り越えられていないのではないか。  

そこで本研究では、上記の課題の改善を目的に、「集団間接触理論」（Pettigrew 

1998）を応用し実施した、小学校での交流活動を取り上げ、報告する。活動中の観

察、活動後のアンケート調査およびインタビュー調査に基づき、小学生によって集団

内の多様性がどのように意識され、さらに「集団」と「個」がどのように認識されたのか

を議論、共有することを目的とする。  

 

2. 実践の背景  

他者や異文化に対する偏見を低減するためのモデルとして、Pettigrew（1998）は

Allport（1954）の集団間接触仮説を修正し、集団間の接触が起こる状況ではなく、

接触の過程により焦点を当てた段階的なモデルを提示した（図 1）。 

 

 
図 1 Pettigrew（1998）の集団間接触理論の修正モデル  
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Pettigrew（1998）によって提示されたモデルでは、まず個人的存在に焦点を当て

た友好的な接触を通して、不安の軽減を図り（脱カテゴリー化）、その後、その個人の

属する集団の特徴を目立たせることにより、その個人との肯定的な経験を集団へと一

般化する（カテゴリー顕在化）。そして、最後に、自分の属する集団とその個人が属す

る集団の共通点を見つけ、両集団をより大きな共通のカテゴリーの中に位置付ける

（再カテゴリー化）ことにより、他者や他集団に対する偏見が形成されるのを抑制する

ことを目指す。 

本交流活動は、他者に対する偏見の低減を直接の目的とはしていないが、本モ

デルは、これまでの活動で浮かび上がってきた「集団」や「境界」に関する課題を改善

する上で有効ではないかと考えられた。そこで、Pettigrew（1998）の「集団間接触理

論」を応用した交流活動の報告を行なうとともに、特に「個」と「集団」に関して、小学

生にどのような気づきがあったのかを考察することを本稿の目的とする。  

 

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（米本  2016，2018）。特に、表層的な文化紹介を乗り

越えることを意識し、継続的に改善を行なっている。本稿では、2019 年 7 月に私立

A 小学校で行なった活動を取り上げる。  

実践の内容に関しては、小学校の担当教員と事前に話し合いの時間を持ち、上

記のような問題意識は共有しながら、相談の上で決定した。 

 

3.1 実施校  

A 小学校は、大学近隣の私立小学校で、低学年時から英語教育が始まり、高学

年時には海外でキャンプを行なうなど、英語教育、国際理解教育に積極的に取り組

んでいる。本活動も、その一環として、小学 5 年生を対象に毎年実施している。担当

教員が担任の変更に合わせ毎年変わるため、資料などの引き継ぎはされてはいるも

のの、年度ごとに担当教員と打ち合わせなどを行ない、実施内容について検討して

いる。 

 

3.2 目的  

担当教員と相談の上で以下の 2 点を目的とし、活動を設計した。 

1） 国際理解の促進と多様性に対する理解促進  
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2） 将来、海外で学ぶことや、働くことも含めた国際的な視点の涵養  

 

3.3 参加者  

小学 5 年生 2 クラス計 77 名と留学生計 9 名（イラク、ガーナ、サウジアラビア、タ

イ、中国（ウイグル）、パキスタン、モンゴル）が参加した。以下の活動では、留学生 1

名と小学生数名を 1 グループとし、基本的には全て同じグループで実施した。 

 

3.4 活動の内容  

本活動では、交流の中心となる活動として、以下の 3 点の理由から味噌汁の調理

実習を取り入れた。 

1） 小学校での学習内容との関連性  

5 年生では家庭科において毎日の食事について考える目的でご飯や味噌汁に

ついて学ぶ単元があり、交流活動の内容と教科の学習を関連づけられること。 

2） 集団内の多様性について考える素材  

教科書の中でも触れられているように、日本各地の味噌汁について知ることにより、

身近なものを通して集団内の多様性を意識化できること。 

3） 新たなカテゴリーについて意識するための足がかり  

再カテゴリー化の段階において、自集団である小学生と他集団である留学生の

間にある共通点を探るための足がかりとすることができること。  

これらの理由から、交流会当日には、日本各地の味噌汁 4、5 種類（京風白味噌

雑煮や豚汁、赤だし、だご汁など）を作ることとした。 

 

3.5 活動の流れ 

交流活動は表 1 のような流れで実施した。以下、観察時に記録したフィールドノー

ツをもとに、小学生がどのような活動を行なったのか、また、どのような反応があったの

かを描写する。小学生が留学生と直接対面したのは交流会当日のみである。 

交流活動前の活動は、交流活動当日から約 1 ヶ月前に開始し、3 つの活動を行

なった。まず、A）手紙の交換である。内容は自己紹介や趣味など、個人に焦点が当

たり、集団ではなく個人が意識できるよう心がけ、当日までに 2 回行なった。次に、B）

調べ学習では、小学生は留学生の出身国や留学生に紹介したい日本文化につい

て調べるような学習を行なった。最後に C）調理実習である。上述の通り、交流会当

日に調理実習を行なう予定であったが、小学生はそれまで調理実習の経験がなかっ
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たため、事前に実際に 1 種類の味噌汁を作り、その過程について理解し、調理の方

法を留学生に説明できるよう準備をした。B）において、各家庭の味噌汁についての

調べ学習についても検討したが、国際結婚家庭の児童もおり、この段階で境界を強

調してしまう可能性を避けるため、各家庭での調べ学習の実施は見送った。  

 

表 1 活動の流れ  

 活動の具体  段階  

交流活動前  

A）手紙の交換  

B）調べ学習（日本文化紹介、出身国調べ）  

C）調理実習  
脱カテゴリー化  

交流活動当日  

D）調理実習  

E）留学生の発表（自己紹介、ゲーム、料理）  

F）昼ごはん、学校案内  

G）小学生の発表（日本の文化）  

カテゴリー顕在化  

交流活動後  
H）事後の活動（新しい味噌汁）  

I）手紙の交換  
再カテゴリー化  

 

実際に留学生に会う前の活動から、小学生は留学生に興味を持ち、熱心に活動

に取り組んでいた。小学生にとってはあまり馴染みのないガーナやサウジアラビアとい

った国の留学生により強い興味があったようであるが、他の国の留学生でも、すでに

知っていること（モンゴルであればチンギスハン、タイであればトムヤムクンなど）をグル

ープ内で共有したり、また時間をかけ、 iPad 等で留学生の国について（ウイグルの特

産品や有名人、サウジアラビアは石油を多く産出していることなど）調べたりしていた。  

 

    

       図 2 調理実習の様子                 図 3 留学生の発表の様子          
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当日に実施した D）調理実習（図 2）は、全ての参加者が同時に行なうことが難し

かったため、クラスごとに D と E の活動を行ない、途中でクラスを入れ替え、全ての参

加者が両方の活動を体験できるよう行なった。E）留学生の発表では、一方的な説明

ではなく、交流の機会となるよう、自己紹介やゲームなどを準備した（図 3）。さらに、

調理実習と関連づけ、出身国において味噌汁と同じように一般的かつ多様性がある

食べ物について紹介するといった活動を行なった。また、目的 2）を反映し、自身の

職業（医師、歯科医師等）や日本への留学の目的に関しても触れるよう準備をした。  

D）調理実習、E）留学生の発表のどちらの活動においても、小学生からは積極的

に留学生に関わろうという姿勢が見られた。例えば、調理実習の前には留学生が三

角巾やエプロンを着けるのを手伝ったり、留学生の母語での野菜の切り方や調理の

仕方を機械翻訳を使って調べ、それを写真とともに示しながら、説明したり（図 4）、ま

た、留学生の発表の際には、自分たちが調べてきた留学生の国のことについて質問

したりする様子などが観察された。  

 

    

    図 4 モンゴル語で書かれたレシピ             図 5 味噌汁の食べ比べ        

 

調理実習後は、給食を食べながら、他のグループが作った味噌汁を食べ比べした

（図 5）。さらに、事前に調べた日本文化（食べ物や遊び、祭りや芸能など小学生が

日本の文化として留学生に紹介したいと考えたもの）についてグループで紹介すると

いうところまでを交流活動当日に行なった。 

当日の活動はごく短い時間であったが、それぞれが担当した留学生に興味を持ち、

また親しみを感じていることが窺われた。留学生に学校内を案内する際には手をつな

いで案内したり、イスラム教の留学生が別室でお祈りをする際には、お祈りに同行し

たりしていた。また、活動が終わり、留学生が帰る際には、教室の窓から留学生の姿
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が見えなくなるまで、手を振り続けていた。  

交流活動後は、手紙の交換を 1 回行なうとともに、留学生との活動や留学生と話

したことを振り返りながら、新しい味噌汁を考え出すという活動を行なった。この時点

では、明示的に留学生の好みなどを反映させるようにとの指示はせず、留学生との交

流から学んだことを生かして新しい味噌汁を考えるという指示にとどめた。そして、留

学生はその中から 1 つの味噌汁を選び、実際に作った上で、小学生に手紙を書い

た。 

E）留学生と G）小学生の発表はグループを変えながら行なったが、手紙の交換や

調理実習、当日の基本的な交流などは、留学生 1 名に対し、小学生が数名のグル

ープとなる形で実施した。表 1 の通り、交流活動前は担当する留学生個人の理解に

ついて焦点を当て（脱カテゴリー化）、交流活動当日はその個人が属する集団に意

識を向けることに焦点を移していった（カテゴリー顕在化）。さらに、交流活動後は、

新しい味噌汁を検討する中で、留学生が共有したことに意識を向けることにより、新

しいカテゴリーの生成を試みた（再カテゴリー化）。  

 

4. 活動の振り返り 

本節では、活動中に記録したフィールドノーツと収集した資料、活動後に小学生

に依頼したアンケート調査、および担当教員に対し実施したインタビュー調査をもと

に、特に課題としていた 1）集団内の多様性に対する理解、2）「個」と「集団」に対す

る認識という観点から活動を振り返る。以下、引用するデータは誤字の修正等は行な

わず、「」で示し、必要な箇所のみ［］で補足した。なお、データ収集に関しては、その

目的と使途を説明した上で、A 小学校から了承を得、活動中の様子を撮影した画像

の報告における使用に関しても承諾を得た。  

交流活動全般については、アンケートからは「ぼくは、留学生交流会を終えて、楽

しい思い出がたくさんできました。流学生の方々といっしょに作った『京風白みそ雑煮』

もとてもおいしかったし、留学生の方の話もおもしろかったので、この思い出は心に印

象が残ると思います。」との声に見られるように、留学生との活動は満足度の高いもの

であったことが窺われた。これは味噌汁という身近なものを通して「自分には当たり前

のことが海外の方には当たり前じゃない」ということに気づくことができる「子どもたちに

とってはすごくいい経験」という教員の声にも裏付けられる。  
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4.1 集団内の多様性に対する理解  

本活動においては、味噌汁を含む「食」を手がかりに集団内の多様性に対する意

識化を試みた。小学生のアンケートからは「タイの地方によって好みのからさがちがう

ということです。今までずっとタイの人はほぼ同じからさが好きだと思ってたけれどそれ

がちがうのは、本当におどろきました。」、「国の中でも地方などによって一つ一つちが

くてびっくりしました。」という声が聞かれた。その他、小学生のノートには、「ジェッダと

リヤドではカプサのしゅるいがちがう。ジェッダは海にちかい。」、「ナンは 23 都市で 23

種類ある」などの記述が見られた。  

また、担当教員が「日本の中でもそういう違いあるんだねとかいうのが、やっぱりい

ろいろ話には出てきたんです。」と述べているように、自集団の中に存在する多様性

にも気づきがあったことが窺われた。調理実習中にも、だご汁を食べたことがなかった

児童から「今度、大分に行く時、食べる」といった声も聞かれた。この点において、自

集団であれ、他集団であれ、国や文化、人を画一的なものとして捉えるのではなく、

その中に存在する多様性にも目を向け、意識することにつながったと言える。  

ただ、他集団内の多様性には言及しても、自集団の中に存在する多様性と他集

団の中に存在する多様性を結びつける児童は、「面白かったのは、どこの国の料理も、

日本のみそ汁のように南北や東西によって味が少しずつ、変わってくることです」とい

う回答がアンケートにおいて見られたのみで、ほぼ皆無であった。この点に関しては、

脱カテゴリー化の段階における活動が、他集団の中の個については意識できる活動

であったものの、自集団の中の個である自分についての意識化ができる活動ではな

かったこと、そして、再カテゴリー化の段階で、児童たちが活動について振り返り、気

づきや考えを言語化する機会を留学生とともに行なう活動の中で提供できなかったこ

とが要因として考えられる。  

 

4.2 「個」と「集団」に対する認識  

本活動では、基本的に全ての活動を一人の留学生とともに行なうという形で実施

した。そのため、「留学生」ではなく「〇〇さん」という個人を強く意識し、3.5 で示したよ

うに、その個人と友好的な関係を築くことができたと言える。再カテゴリー化の段階で

行なった H）新しい味噌汁を考えるという活動においても、単に留学生が言及した食

材を用いるだけではなく、「K さん［留学生］のためなら、とうがらしをたくさん」、「［A さ

ん（留学生）が］日本に来ておいしかったものが、すしだから」と述べる児童がいたよう

に、留学生の好みや経験を意識する様子が窺われた（図 6、7）。 
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また、留学生の発言だけにとどまらず、「N さん［留学生］は、あまり味噌汁を食べて

なかったから、何か嫌いだったのかも」と述べる児童がいたり、筆者に対し「N さん［留

学生］の好きな食べ物わかる？」と聞く児童がいたり、接触した個人を意識しながら、

新しい味噌汁を検討する様子が見られた。  

 

    

図 6 新しい味噌汁 1          図 7 新しい味噌 汁 2 

 

個人に対する意識化は、特に言語とコミュニケーションという点で、集団に対する

認識の見直しにもつながっていた。留学生の言語に関しては「英語はあまりとくいで

はないけど、しゃべってみたら B さん［留学生］も日本語がうまくて、せっきょく的におし

ゃべりができた。」という声に見られるように、留学生とは英語で話さなければならない、

もしくは留学生は日本語が話せないといった、留学生という集団に対する認識に関し

て気づきがあったことが指摘できる。また、「色々な事を留学生に日本語と英語をまぜ

て話す事が出来た」のように、英語や日本語、もしくは留学生の母語といった言語に

ついて意識するのではなく、一つの言語だけに縛られず、伝え合うことに焦点を当て

たコミュニケーションについても意識できたことが窺われた。 

 

4.3 「個」とのコミュニケーション 

さらに重要な点として、個を意識し、ともに活動を行なうことにより、その個との関係

性をどのように築いていくのかという点に関しても気づきがあったことが指摘できる。活

動前の印象として、多くの児童が「外国人の人としゃべれたりできるかなと心ぱいでし

た。」、「とってもきんちょうしていて、うまく話せるかしんぱいでした。」と不安や緊張に

言及していた。 

しかし、活動後の感想では「K さん［留学生］はとてもやさしくてどのようなことなのか
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をとてもわかりやすく説明したり言ってくれたのでぼくはとてもかんしんしました。」のよう

に、コミュニケーションにおける相手の配慮や努力、そして、「ずっと話しあっていき留

学生さんたちのことがよくわかりました。なのでもっと留学生さんたちとたのしみたいな

と心の中で思いました。」に見られるように、コミュニケーションを作り合う重要性に対し

ても気づきがあったことが示唆された。このことから、単にその場の理解や感想にとど

まらず、今後の他者や他者とのコミュニケーションに対する意識にも肯定的な影響が

見られたことが指摘できる。  

この点に関して、担当教員は、「ああやってみんなが生き生き活動できるほうが、や

っぱりただお話聞く、ただしゃべるとか、そういう、こっちがただ一方的にプレゼンする

だのなんだのっていうのよりは、一緒に、こんなのを作ってもらった、これ上手なんだよ

とか」と、共同作業をしながら、対話していく時間の必要性を指摘していた。4.1 で指

摘した課題との関連性から、共同作業と対話を、個の焦点化とともに、どのように集

団、そして、集団間に対する意識へとつなげていくことができるか、今後、活動を重ね

る中で検討が必要な事項であると言える。  

 

5. 考察とまとめ 

本実践では、Pettigrew（1998）が他者や異文化に対する偏見を低減するためのモ

デルとして提示した「集団間接触理論」を応用し、小学生と留学生の交流活動を設

計、実施した。活動中の様子や振り返りからは、従来の交流活動における課題を乗り

越える足がかりとなったこと、そして、集団内の多様性や個に対する認識に働きかけ

る上で、対話の時間と共同作業が重要であることが浮かび上がってきた。  

本活動では、集団内の多様性や集団と個に対する認識について、国や民族、ま

たは留学生という属性を基準にするのではなく、脱カテゴリー化の段階における活動

において、目の前にいる「個」に目を向け、個と個の間のやり取りに焦点を当てること

により、個人の経験や考えを理解することの必要性を意識化する糸口が提示できた

のではないかと考えられる。この点で、従来の交流活動における課題を乗り越えてい

く足がかりが提示できたと言える。  

一方で、データからは、小学生という自集団／留学生という他集団といった二項対

立的な見方が強固であることも示唆され、脱カテゴリー化の段階での自集団の中に

おける自分という個に対する意識化とともに、カテゴリー顕在化、カテゴリーの再構築

の段階での振り返りの活動を再検討することにより、自集団と他集団を包括するよう

なカテゴリーに対する気づきをより一層促すことが可能であると考えられる。つまり、脱
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カテゴリー化の段階において自分という「個」を認識した上で他集団の「個」と接触す

ること、そして、理解を深めた上で、カテゴリー顕在化の段階で、その個との「対話」に

基づき、個への理解をさらに深める、より自集団と他集団を意識できるような機会を提

供するような活動を検討することが必要である。そして、その肯定的な経験をカテゴリ

ー全体へと広げるだけではなく、その他集団と自集団がどのように関わっており、どの

ような差異や共通点があるのかに関しての内省へとつなげることにより、再カテゴリー

化が有効となると考えられる。 

本実践においては、時間的制約などから、短い期間の交流活動における「集団間

接触理論」（Pettigrew 1998）応用の可能性を示したが、その中でもさらなる改善が可

能であると考えられ、また、継続的な活動に応用していく可能性も今後検討する必要

性があると言える。 
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