
はじめに

年の英語および外国語に関する学習指導要領の改訂（ 年度実施）を契機に、学校

英語教育において、コミュニケーション能力育成という側面がより強調されるようになって

いる。人のコミュニケーション行動および言語運用は文化と深く関連している。これを踏ま

えて、英語でのコミュニケーション能力育成のために、中学・高校の英語教育に異文化コ

ミュニケーション教育を取り入れようという提言が見られる。この例として、訳読や文法中

心の受信能力育成を目的としたこれまでの英語教育ではコミュニケーション能力は育成でき

ない（畠山 ）、言語運用能力には異文化に関する知識が必要である（山崎・片島

）、異文化教育と英語教育を統合させることで英語習得能力はより一層高まる（松田

）といった見解が挙げられよう。

大学の英語の授業においても異文化教育の試みは行われており、その方法や効果が報告さ

れている（ 大味 八島 ）。これに対して、異文化コミュニケーションは外

国語だけでなく、文化に関連するあらゆる分野の学際的視点に立った教育を行うことが理想

であり、可能であれば 異文化コミュニケーション という独立したクラスを設けて、 年

次の初めからその必要性を促すべき（相亰 ）との意見もある。

筆者が勤務する大阪商業大学では、異文化コミュニケーション科目は英語科目とは独立し

た形で設けられている。筆者は現在、複数の英語科目に加えて、この異文化コミュニケー
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ション科目を担当しており、英語教育への応用という視点から、異文化コミュニケーション

実践に必要な知識や態度の習得を目指した授業運営に努めている。本稿では、今年度前期の

異文化コミュニケーション科目における授業運営とその効果について報告する。

授業概要

大阪商業大学における異文化コミュニケーション科目の位置付け

大阪商業大学において異文化コミュニケーション科目が初めて開講されたのは平成 年度

のことであり、筆者は平成 年度からこの科目を担当している。開講当初、この科目は英語

の文化的背景を学ぶ科目として 英語インテンシヴコース 科目に組み込まれていた。しか

し、平成 年度のカリキュラム改編によって 現代社会と人間コース 科目に組み込まれ、

さらに平成 年度には 国際文化コース 科目に組み込まれた。また、平成 年度のカリ

キュラム改編に伴い、通年科目から半期科目になっている。

今年度の異文化コミュニケーションの授業は、毎週火曜日の 限に設けられており、前期

と後期にそれぞれ 週ずつ開講される予定である。受講対象者は 年生から 年生までであ

る。平成 年度の 国際文化コース 科目から半期科目になったことで、このコースの受講

者に該当する現 年生は前期のみで受講を終了するが、 現代社会と人間コース 科目

の受講者に該当する現 年生は、前期に引き続き後期も受講することになっている。

授業の目的と形態

本授業における学習目標は、大きく分けて次の つにまとめられる。

異文化コミュニケーション実践に必要な知識や態度を身につける。

異文化およびその人々のコミュニケーション行動の特徴について理解を深めるだけで

なく、自文化および自分自身のコミュニケーション行動の特徴について再認識する。

対人コミュニケーション・スキルを高める。

以上 つの学習目標を達成するための工夫として、授業は講義と演習で構成されており、

それぞれ授業時間（ 分）の約半分ずつの時間があてられる。講義では、主として異文化コ

ミュニケーションに関する概念や理論の説明が行われる。異文化コミュニケーションの実践

に必要と考えられる要因は少なくないが、この授業では特に次の 点に着目している。

）文化背景を異にする他者とのコミュニケーションにおいては、誤解や摩擦が生じや

すくなる。それを減少させるには、言語だけでなく、非言語行動も含めたお互いのコ

ミュニケーション行動に違いがあること、そしてその背景にある文化的価値観や意識

に違いがあることを理解し、 自分（たち）と違う ということに対して偏見をもた

ない態度を養うことが必要である。

）異文化コミュニケーションにおいては、異文化およびその人々のコミュニケーショ
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ン行動について理解するだけでなく、自文化および自分自身のコミュニケーション行

動について理解し、それを相手に発信し理解してもらうことも必要である。

ここで挙げた ）と ）は、それぞれ上記の学習目標 と に対応しており、各週の講義

テーマはこれらを踏まえて設定されている。設定された講義テーマの内容については、今年

度の授業計画としてシラバスに掲載されたものを表 に提示しておく。前期では、まず異文

化コミュニケーションを学習する上で基本となる、コミュニケーションや文化、そして異文

化コミュニケーションとは何かということをテーマに取り上げている。次に、対人コミュニ

ケーションにおける言語・非言語メッセージの役割や文化との関係性、日本人（東洋人）と

アメリカ人（西洋人）のコミュニケーション行動を比較する場合によく引用される、高 低

コンテキストや個人 集団主義の概念を取り上げている。後期では、個人のコミュニケー

ション行動に関連性のある価値観、日本人とアメリカ人の自己開示の違い、ステレオタイプ

や偏見や差別と異文化コミュニケーションの関係性、異文化適応の仕組み、そして異文化コ

ミュニケーション能力およびスキルなどを取り上げている。また、本授業では、テキストと

して、古田監修（ ）による 異文化コミュンケーション［改訂版］ を用いている。

演習では、講義内容の理解を深めるために、その内容に沿った課題が与えられる。その形

態としては、個人で行う場合もあるが、多くの場合はグループ単位で行う。課題をグループ

で行うのは、前記の学習目標 の実現を目指しているためである。すなわち、いちばん身近

な異文化保有者といえるクラスメートとグループワークを行い ）、与えられた課題を共同で

遂行することで、 自ら考え、その考えを他者に伝える 、 他者の考えを聴き理解する と

いったコミュニケーション能力を高める訓練を行うためである。さらに、グループワークを

表 年度の授業計画

前期 後期

第 週 異文化コミュニケーション研究の歴史 第 週 前期の復習

第 週 コミュニケーションとは 第 週 価値観とは

第 週 文化とは 第 週 価値観と異文化コミュニケーション

第 週 文化とコミュニケーション 第 週 自己開示とは

第 週 異文化コミュニケーション 第 週 自己開示と異文化コミュニケーション

第 週 言語コミュニケーションとは 第 週 コミュニケーションにおける知覚・認知過程

第 週 文化と言語コミュニケーション 第 週 ステレオタイプと異文化コミュニケーション

第 週 非言語コミュニケーションとは 第 週 偏見と異文化コミュニケーション

第 週 文化と非言語コミュニケーション 第 週 自民族中心主義と文化相対論

第 週 高 低コンテキストとは 第 週 カルチャーショック

第 週 高 低コンテキストとコミュニケーション 第 週 異文化適応

第 週 個人 集団主義とは 第 週 異文化コミュニケーション能力

第 週 個人 集団主義とコミュニケーション 第 週 エンパシーとシンパシー

第 週 日本の異文化交流史 第 週 アサーティブ・コミュニケーション

第 週 総括 第 週 総括



行う過程において、他者のコミュニケーション行動と比較することで、自分自身のコミュニ

ケーション行動を見直すきっかけにもなると考えられ、これは学習目標 を達成するのにも

役立つ。

平成 年度前期授業における試みとその効果

ではここで、今年度前期にどのような授業運営が行われたか、その試みと得られた効果に

ついて報告していく。資料として、実際に行った前期 週分の講義と演習内容を表 にまと

めている。なお、今年度前期の受講登録者数は合計で 人であるが、実際に授業に出席した

学生の数は毎回平均して 人前後であった。

講義

［試み 学生の意識改革を目指した講義内容］

学生と話をすると、 異文化コミュニケーションに必要なのは語学力であり、言葉（英

語）さえしゃべることができれば異文化コミュニケーションはできる と考えている者が多

いことに気づく。また、 言葉ができなくても身振り手振りでなんとかなる というよう

に、非言語メッセージが文化に関わらず普遍的な意味をもつと考えている者も多い。しか

し、現実のコミュニケーション活動においては、言語メッセージだけでなく、非言語メッ

セージの果たす役割は大きく、またその解釈や表出の仕方は文化によって大きく異なる場合

がある。言語メッセージについても、文法や発音がいくら正確なものであっても、自文化の

習慣や使用方法を基準に用いると、適切でないと見なされたり、誤解を招いたりする結果に

なりかねない。そこで、前期の授業では、学生に次の点について理解させることを意識した。

コミュニケーションとは言語メッセージのみならず、非言語メッセージのやり取りに

よる他者との相互作用であり、場合によっては誤解や摩擦を生む危険性のあるもので

ある。

言語に関する知識が豊富であっても、それが必ずしも異文化コミュニケーション能力

の高さに結びつくわけではない。

異文化コミュニケーションにおいては、行動の効果性と適切性 ）が重視されるが、そ

の実践のためには、その帰属する文化によってコミュニケーター同士の行動や意識に

違いがあることを理解しておく必要がある。
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）印田（ ）は、国際理解教育においては、アイデンティティーは国籍で括れるものではなく、一国の
中にも多様性があることを学習者に認識させることが重要であると述べている。日本人同士の間にも異文
化が存在することに気づかせる方法として次のように提案している

教室の中にも異文化があることに気づかせるためには、クラスメートとの対話が有効であ
る。海外の文化であれ、国内の文化であれ、何かひとつのトピックを提示し、それに対して
異なる捉え方があることにきづかせたり、その違いによって生じた摩擦をどう解決するのか
を話し合い、実際に解決を試みたりするような思考推進型・問題解決型の練習問題や授業活
動を増やすべきである。（ ）
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） （ ）は、 効果性 と 適切性 をコミュニケーション能力の基本
要素としている。

表 年度前期の講義と演習内容

前期 講義 演習
第 週
月 日

オリエンテーション 授業目的、内容とスケジュール、成績評価方
法、教材等に関する説明

課題 コミュニケーションとは何か？

第 週
月 日

コミュニケーションとは 定義と特徴、コミュニケーション・モデル
と構成要素

課題 コミュニケーションに関するクイズ問題
課題 異文化コミュニケーションに必要なものとは？

前週の課題の解答（プリント資料配布）

第 週
月 日

前週の講義の復習（プリント演習と解答）
前週の課題の解答
コミュニケーションとは コミュニケーションに関する誤解、効果的
なコミュニケーションの必要要因、人がコミュニケーションする理由

課題 コマ漫画をコミュニケーション・モデル図で表す

第 週
月 日

前週の講義の復習
前週の課題の解答（プリント資料配布）

課題 コマ漫画をコミュニケーション・モデル図で表す

文化とは 定義と種類、成立条件、機能と特性、サブカルチャー（プ
リント資料配布）

第 週
月 日

前週の講義の復習
文化とコミュニケーション 文化とコミュニケーションの関係性
異文化コミュニケーション 定義、影響要因と障害要因、異文化コ
ミュニケーションに必要な考え方

課題 世界の規範に関するクイズ問題

第 週
月 日

前週の講義の復習（プリント演習と解答）
言語コミュニケーションとは 定義と種類、特性と機能

第 週
月 日

前週の講義の復習
文化と言語コミュニケーション 言語と文化の関係性 課題 サピア ウォーフの仮説に沿った例を挙げる

課題 グループワークに関するアンケート
第 週
月 日

前週の講義の復習
非言語コミュニケーションとは 定義と種類（プリント資料配布） 課題 非言語メッセージに関するクイズ問題

第 週
月 日

前週の講義の復習
文化と非言語コミュニケーション 非言語メッセージに見られる文化
的相違（プリント資料配布）

課題 非言語メッセージに関するクイズ問題
課題 他の国では日本とは異なる意味をもつジェスチャーを挙
げる

第 週
月 日

前週の講義の復習
文化と非言語コミュニケーション 非言語メッセージに見られる文化
的相違、非言語と文化の関係性
高 低コンテキストとは コンテキストの定義と要素、高 低コンテキ
ストの分類（プリント資料配布）

課題 日本人とアメリカ人の事例に描かれているコミュニケー
ション・ギャップの原因を挙げる

第 週
月 日

前週の講義の復習
前週の課題の解答
高 低コンテキストとコミュニケーション 高 低コンテキスト文化の
特徴、コミュニケーションの特徴、高 低コンテキスト文化のコミュ
ニケーション・モデル

課題 日本人とアメリカ人のコミュニケーションの様子をモデ
ル図で表し、事例に描かれているコミュニケーション・ギャップ
の解決策を挙げる
課題 グループワークに関するアンケート

第 週
月 日

前週の課題の解答（プリント資料配布） 課題 前週の課題 の再考
個人 集団主義とは 定義
個人 集団主義とコミュニケーション 個人 集団主義文化のコミュニ
ケーションの特徴、日本人のコミュニケーションの特徴

第 週
月 日

前週の講義の復習 課題 前期の講義内容に関する復習問題（プリント演習と解答）

第 週
月 日

による講演 日本人とアメリカ人のコミュニケー
ション・スタイルの相違について

課題 講演内容に関する感想
課題 異文化コミュニケーションに必要なものとは？

第 週
月 日

前期の講義内容に関する質問

注） 個人で行い提出したもの、 グループで行い提出しなかったもの、 グループで行い提
出したもの



表 にあるように、実際の授業では、まず コミュニケーション 言葉のやり取り とい

う学生の意識を変えるために、コミュニケーションの仕組みに関する説明から始めた。この

上で文化と異文化コミュニケーションに関する説明に入り、次に言語ならびに非言語行動と

文化の関係性、そしてアメリカ人と比較した場合の日本人のコミュニケーション行動の特徴

や、その背景にあるそれぞれの文化的価値観の違いなどについて講義を行った。

［試み 学生に合わせた授業ペース］

上記の講義内容について学生の理解を深めるために配慮したのは、学生のペースに合わせ

て授業を進めていくという点である。専門的な用語や概念を含め、ほとんどの学生にとって

異文化コミュニケーションを学問として学ぶのは初めての経験である。この点を考慮して、

学生にとって理解するのが難しいと思われるテーマについては、可能な限り時間をかけるよ

うにした。このため、実際の授業の進度はシラバスに掲載された授業計画とは異なっている

（表 と表 比較参照）。この反対に、学生が理解しやすいと思われるテーマについては無

駄に時間をかけないようにすることで、全体のスケジュール調整を行った。この結果、異文

化コミュニケーションを理解する上で重要と思われるテーマについては、前期の授業内で全

て取り挙げることができた。

［試み 演習課題を用いた講義内容の復習］

授業を進めるペースに加えて工夫した点として、ほぼ毎回のように講義の後（場合によっ

ては講義の前や途中）に演習課題を与えたことが挙げられる（表 参照）。学生が課題を

行っている間、担当者（筆者）は可能な限り教室の中を巡回し、学生の質問に答えたり、気

づいた点についてアドバイスしたりするようにした。課題は提出するものと提出しなくてよ

いものがあり、提出を課したものについては担当者が全て目を通し、気づいた点についてコ

メントを書いた上で翌週学生に返却するようにした。また、必要と思われる場合には、翌週

の講義で模範解答を示し、それを学生に周知させるようにした。

授業では前週の講義内容の復習を行ってから、その週の講義に入るようにした。前週に出

した課題の回答から、前週の講義内容に関する学生の理解が充分でないと判断された場合

は、講義に入る前に前週と同じ課題を与え、それを再提出させることも行った（表 、第

週の演習内容参照）。これに加えて、講義内容の復習問題プリントを適宜作成し、学生に演

習課題として行わせた後に解答を示すことも行った（表 、第 週と第 週の講義内容なら

びに第 週の演習内容参照）。

［効果］

本授業では、異文化コミュニケーションに関する学生の意識や知識の変化を調べるため

に、学期が始まって間もない第 週と学期終了間際の第 週に、同じ内容の課題が与えられ

た。その内容は、 外国（異文化）の人とコミュニケーションを図る際に、あなたが身につ

けておくべきこと、気をつけるべきことを思いつく限り挙げなさい というもので、学生は

この課題が印刷されたプリントに回答をいくつでも記述できるようになっている。プリント

は講義と演習終了後に配布され、授業時間内に回収された。そこに記述されている回答をそ
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の内容によっていくつかの項目に分類し、まとめたものが表 である。

まず、第 週の回答は つの項目にまとめられる。異文化コミュニケーションに必要なも

のとして、 言語 や 英語 、 語学力 など、 言語に関連した記述 をした者が全体

の ％と最も多い。また、 相手の文化を知っておく など、 相手の文化の理解に関連

した記述 も全体の ％に上る。次に多いのは コミュニケーション能力に関連した記

述 の ％で、この中には コミュニケーション能力 の他、 表現力 や 説明力 、 相

手が何を伝えているのかよく聞く といった回答が見られる。 ジェスチャー や 表情 、

笑顔 など、 非言語に関連した記述 をした者も全体の ％いるが、この中では 英

語を話せなくても身振り手振りで表わしながら話す といった、言語は違っていても非言語

メッセージの解釈は世界共通だという前提に立った回答が目立つ。

一方、第 週の回答は の項目にまとめられる。 言語に関連した記述 をした者の割

合は第 週に比べてやや減少しているものの、全体の ％と最も多い事に変わりはない。し

かしながら、その内容には変化が見られる。第 週の回答では、単純に言葉を話せることに

関する記述がほとんどを占めていたのに対し、第 週の回答では、 コミュニケーション相

手の文化で言ってはいけない言葉を覚えておく といった、文化や価値観の違いを意識した

ものが増えている。さらに、異文化コミュニケーションには言語知識だけでは不十分である

ことを示唆する、 その国の言葉がしゃべられるからといって安心しない という回答や、

ジェスチャーだと正しく伝えられないことがあるので、他国の言語を身につけておく と

いった、非言語メッセージの文化的差異を踏まえた回答も見られる。

非言語メッセージの文化的差異を意識した回答は、 非言語に関連した記述 でも多く

）この内、 年生は 人、 年生は 人、 年生は 人、 年生は 人（ クラス 人含む）である。
）この内、 年生は 人、 年生は 人、 年生は 人、 年生は 人（ クラス 人含む）である。

表 第 週と第 週の回答結果

項目
第 週

（回答者数 人 ））

第 週

（回答者数 人 ））

言語に関連した記述 人（ ％） 人（ ％）

非言語に関連した記述 人（ ％） 人（ ％）

コミュニケーション能力に関連した記述 人（ ％） 人（ ％）

文化・価値観の違いの認識に関連した記述 人（ ％） 人（ ％）

文化相対論に関連した記述 人（ ％） 人（ ％）

偏見・ステレオタイプ・先入観・自民族中心主義に関
連した記述

人（ ％） 人（ ％）

相手の文化の理解に関連した記述 人（ ％） 人（ ％）

自文化の紹介に関連した記述 人（ ％） 人（ ％）

高 低コンテキストに関連した記述 ─ 人（ ％）

個人 集団主義に関連した記述 ─ 人（ ％）

その他 人（ ％） 人（ ％）



見られる。回答の割合そのものが全体の ％と、第 週に比べて ％増加していることに加

えて、 国ごとでやってはいけないサインがある 、 日本と外国ではジェスチャーの捉え方

が違うので気をつける というように、第 週の、非言語メッセージの解釈の普遍性を前提

とした回答とは異なる内容になっている。また、ジェスチャー以外にも、 目を見て話す 、

時間に対する文化の違い 、 距離の取り方 など、回答に挙げる非言語メッセージの種類

が増えている点においても変化が見られる。

文化・価値観の違いの認識に関連した記述 をした者の割合も増加している。第

週の回答の割合は全体の ％であったが、第 週では全体の ％になっている。その内容

も、第 週の回答では、 文化の違いの認識 や 自分たちの文化との常識の違い という

やや抽象的なものであったが、第 週の回答では、 日本ではあたり前だと思っていること

でも、外国でもあたり前と思わない 、 日本の常識で考えない など、より具体的なものに

なっている。

その他 に分類した回答の内容にも変化が見られる。第 週の回答の中には、 相手

が危険でないか注意する や できるだけ日本人であることを話さない など、コミュニ

ケーション相手を警戒するような回答が見られた。これに対して第 週の回答では、 相手

との文化の違いを楽しむ や コミュニケーションを拒否しない など、異文化コミュニ

ケーションに対するより前向きな姿勢を窺わせるものが見られる。その回答の割合も第 週

に比べて第 週では増加しているが、これは、学生の記述内容がより具体的になったこと

で、特定の項目に分類するのが難しい回答が増加したためである。第 週では、全体的に回

答の記述内容が具体的になったことに加えて、各学生が挙げる回答の総数も増加していると

いう点においても変化が見られる。

第 週では、第 週には見られなかった、 高 低コンテキストに関連した記述 や

個人 集団主義に関連した記述 が新たに加わっている。この つの項目は授業におい

て、日本人（東洋人）とアメリカ人（西洋人）のコミュニケーション行動の違いとして学習

した内容に関連している。例えば、 高 低コンテキストに関連した記述 の回答では、

その国の文化に合わせ、自分の言いたいことの表現の仕方を変える 、 はっきり言うのと

遠回しに言うのを相手によって使いわける といった、学習内容を反映したものが目立つ。

他方、 文化相対論に関連した記述 、 偏見・ステレオタイプ・先入観・自民族中

心主義に関連した記述 、 自文化の紹介に関連した記述 の回答の割合は、第 週と第

週共に非常に少ない。この理由としては、前期の授業ではこれらの概念を講義テーマに取

り上げていないためと考えられる。というのも、昨年度の授業において、これらの概念を取

り上げた後期終了時に同じ課題を行ったところ、 人の受講生の内、 文化相対論に関連

した記述 をした者は 人（ ％）、 偏見・ステレオタイプ・先入観・自民族中心主義

に関連した記述 は 人（ ％）、 自文化の紹介に関連した記述 は 人（ ％）とい

う結果が得られたからである。表 の授業計画にあるように、今年度もこれらの概念は後期

の講義テーマに組み込まれる予定である。

以上のように、第 週と第 週の回答を比較する限り、学生は授業で取り上げた講義テー

マの内容を理解し、それを知識や態度として身につけつつある様子が窺われる。コミュニ

ケーションにおける非言語の重要性ならびにその解釈の文化的差異、文化的価値観とコミュ
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ニケーションの関係性、コミュニケーションに潜む危険性といった知識の他、異文化コミュ

ニケーションに対する前向きな姿勢を身につけるという点で、概ね担当者の意図した効果が

得られたのではないかと思われる。

演習

［試み 初対面の相手とのグループワークの実施］

既に述べたように、この授業では、ほぼ毎回のように講義内容に沿った課題が与えられ

る。講義内容を復習するために設けられた演習では、その目的によって個人で行う場合とグ

ループで行う場合がある。ここでは、前期に行った演習の大部分を占めたグループワークに

ついて述べる。

クラスメートを相手にしたグループワークというのは、居住地域や家庭、さらには性別や

年齢を つの文化（あるいは副次文化）と見なすことで、異文化コミュニケーションの疑似

体験を目指したものである。この点において、国単位で文化を捉えた場合のコミュニケー

ションとは異なる。しかしながら、初対面のクラスメートとグループワークを行うことで、

次のことは期待できるであろう。

未知の相手と意見を交換し、お互いの意見の相違を処理する過程を経験することで、

コミュニケーションの難しさを実感し、その原因がどこにあるのかを考えるきっかけ

になる。

未知の相手とコミュニケーションを図るのに、自分が言語だけでなく相手の非言語行

動からもメッセージを読み取っていることや、自分と相手の関係性といった要因がお

互いのコミュニケーション行動に影響していることに気づく。

小集団あるいは対人での効果的なコミュニケーション実現のために、自分はどう行動

すればよいか考える機会になると同時に、それを実践する訓練の場になる。

新しい知り合いや友人ができるきっかけになる。

本授業では、グループで行う演習は第 週から始まっている。最初はグループワークの形

式に慣れさせるために、学生には自由にグループを組ませた。しかし、学生の自由にさせる

と、できるだけ初対面の相手とグループを組むよう指示しても、いつも同じメンバーとグ

ループを組む傾向がある。これでは異文化コミュニケーションを学ぶ上でも、対人コミュニ

ケーション・スキルを高める訓練をする上でも、あまり意味がない。

そこで、グループワークに慣れてきたと思われる第 週に、担当者が選択したメンバーで

演習を行わせることを試みた。学生に授業開始時に書かせた出席カードを学年ごとに分け、

その中からアトランダムに、しかしできるだけ 学年が 人ずつメンバーになるよう、それ

ぞれ 人のメンバーからなるグループ作りを行った。第 週にも同様の方法で担当者が

選択したメンバーで演習を行わせた ）。各週、次のような内容の課題が印刷されたプリント

）課題の内容が同じであるため、第 週も引き続きこのグループメンバーで演習を行っている。この 週
にわたって行った演習の課題では、八代 （ ）の 異文化コミュニケーションワークブック に
掲載されている演習問題を用いている。



が各学生に配布された。回答を記述する提出用のプリントは、各グループに 枚ずつ配布さ

れ、授業終了時に回収された。

第 週

サピア ウォーフの仮説を説明し、 その裏付けとなる例を つ挙げなさい。

また、 と の課題を行うのに用いた引用文献・参考文献を明記しなさい。

第 週

問 高 低コンテキスト文化のコミュニケーション・モデル図（下記）を参考にし

て、 メッセージの送り手が日本人、受け手がアメリカ人の場合と、 メッセージの

送り手がアメリカ人、受け手が日本人の場合の、 通りのコミュニケーション・モデ

ルを描きなさい。

問 講義内容と作成したコミュニケーション・モデル図 を参考にして、恵子と

ジェーンの会話で観察される、恵子のコミュニケーション・スタイルの特徴につい

て、具体例を挙げて説明しなさい。

問 今回起こったような問題が、恵子とジェーンの間で今後起こらないようにするに

はどうすればよいか。その解決策を具体的に述べなさい。いくつ挙げてもよいが、実

現可能なもののみとする。

グループワークの様子を観察したところ、いずれの場合も、学生はこれまで話したことも

ない相手と作業を行うことに最初は戸惑っていたようだが、間もなく各自新しいグループに

分かれて課題に取り組む様子が見られた。

［効果］

この 回にわたるグループワークに関する学生の感想とその変化を調べるため、いずれも

次週までの宿題という形で、グループワーク開始時に次のような課題が印刷されたプリント

が課題プリントと共に配布され、翌週の授業開始時に回収された。なお、第 週の課題内容

については、第 週のグループワークとの比較や当日の講義内容との関連性といった要素が

付け加えられている。

第 週

今回のグループワークの感想を述べてください。いつものグループワークと比べて、

やりやすかったですか、それともやりにくかったですか。どのような点がやりやすかっ

たですか、あるいはやりにくかったですか。それから、グループワークに積極的に参加

することができたかという点も含めて、自己評価もしてください。

第 週

ランダムにメンバーを決めた前回のグループワークと比べて、今回のグループワーク

の感想を述べてください。やりやすかったと感じた場合は、どのような点がやりやす

かったか、やりにくかったと感じた場合は、どのような点がやりにくかったか説明して

ください。前回よりも積極的にグループワークに参加することができたか、という点も
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含めて自己評価もしてください。また、このグループワークを通して、自分あるいは他

のメンバーが、高コンテキスト・コミュニケーションをしていると感じた点があれば、

その点について詳しく説明してください。

まず、第 週のグループワークに関する感想では ）、 年生は全員が やりやすかった

と肯定的で、 緊張したが 年生の先輩が引っ張ってくれた という内容のものが多

かった。 年生以上になると、肯定的な感想と否定的な感想が半々見られた。 やりやす

かった という肯定的な感想の理由としては、 年生が指示を出して引っ張ってくれた

（ 年生）、 自分が一番年長だったこともあり、積極的にグループの人たちに声をかけた

（ 年生）、 それぞれ作業を分担して、皆で積極的に取り組めた（ 年生） など、課題に

取り組む上でのリーダーの存在性やメンバーの協力的な態度の効果を挙げる者が多かった。

やりにくかった という否定的な感想の理由としては、 皆今まで話したこともない人ば

かりで、誰も自分の意見をなかなか言わず、人任せであった（ 年生）、 いつもは仲がい

いグループなので思った事はすぐに言えるが、知らない人とグループワークとなると少し抵

抗があった（ 年生） など、初対面の相手とのコミュニケーションの難しさに関するもの

が多数を占めていた。

しかし、 やりにくかった と回答した者の中にも、 知らない人とグループワークをやっ

て、また違った考え方などを学べてよかった（ 年生）、 ランダムで決めると色々な人と

チームになれるので、自分から話しかけていけば交友関係が広がっていく気がする（ 年

生） といった、この方法でのグループワークの利点を見出す姿勢が見られた。さらに、 調

べる際に誰がどのようなことを調べるか分担するなど工夫すれば、活発にグループワークで

きるのではないか（ 年生）、 自分自身、人見知りの部分を直していけばやりやすい（

年生） という、作業の進め方や自分自身の態度に関する分析も見られた。

第 週のグループワークの感想では ）、第 週と同様、 年生は全員が やりやすかっ

た と回答しており、その半数が 前回よりも積極的に取り組めた と述べている。しか

し、その理由を見ると、課題遂行のために自分から積極的に働きかけたというよりは、 年

生以上のメンバーの指示に従って動いたという受動的な傾向が窺われるものが多かった。

一方、 年生以上の感想は、数名の者が 前回よりもやりにくかった と回答しているも

のの ）、 前回よりもやりやすかった という肯定的なものが増えていた。多くの者が、

お互いに役割を明確にでき、その役割をきちんと果たした（ 年生）、 積極的にしゃ

べって意見を言おうという気持ちが前にも増していた（ 年生）、 今回はコツをつかんだ

のか、グループの意見をしっかり聞き、まとめることができた（ 年生） など、前回の反

省点を踏まえて課題に取り組んだ様子を報告している。また、 前回よりも会話が多かった

（ 年生） としながらも、 皆の意見をまとめて一つの答えに結びつけることができなかっ

）回答者の合計人数は 人である。この内、 年生は 人、 年生は 人、 年生は 人、 年生は 人
（ クラス 人含む）である。
）回答者の合計人数は 人である。この内、 年生は 人、 年生は 人、 年生は 人、 年生は 人
である。
）その理由として、 メンバーが自分からやってやろうという意識がなかった（ 年生）、 リードしてく
れる人がいなかった（ 年生）、 全然会話がなかった（ 年生） などがある。



た（ 年生）、 皆が個々に意見をもっており、なかなか納得する答えを出すことができな

かった（ 年生）、 お互いの意見を 違う と言えなかった（ 年生） といった、今回の

反省点を挙げる者もいた。さらに、第 週の感想では、第 週には見られなかった、 問題

についての意見を言う他にも、世間話などができた（ 年生）、 今回のグループワークを

通じて友達ができた（ 年生） という、新たな人間関係形成の可能性を窺わせる回答も見

られた。

この授業を何回か受けているおかげで、前回よりは積極的に参加できた（ 年生） と

いう感想が示すように、第 週の 回目の試みにおいて、特に 年生以上の学生の中に、初

対面の相手とのグループワークに関する意識や行動に前向きな変化が見られた。これは、第

週のグループワーク時に比べて、この形態に慣れてきたことや、他のメンバーとの関係性

の中から共同作業の中で自分がどう行動すればよいか把握しつつあるためと思われる。この

結果は、与えられた課題を未知の相手と遂行するという試みを繰り返し、その状況に慣れさ

せることで、学生の対人コミュニケーション能力の向上を図ることが可能であることを示唆

している。これを異文化的要素のより強い状況に応用することができれば、異文化コミュニ

ケーション能力の向上に結びつけることも可能かもしれない。後期の授業においてもこの方

法によるグループワークを継続して行い、どのような変化あるいは進歩が見られるか、その

経過を観察していきたい。

講演

［試み 異文化体験者による講演］

本授業では、日本に住むアメリカ人、アメリカに長年居住する日本人、タイからの留学生

というように、これまで大学の内外からゲストを招き、講演してもらうという機会を何度か

設けている。今年度は日本での居住経験が長いアメリカ人を招き、日本人の習慣や考え方、

行動などについて、アメリカ人とは異なると感じた点について日本語で語ってもらう機会を

第 週に設けた。

異文化コミュニケーションの概念や理論を現実の生活に結びつけて理解するにあたり、実

際に異文化コミュニケーションの機会をもったことがあるという経験は役に立つ。しかしな

がら、本授業を受講する学生のほとんどは日本に生まれ育った者であり、外国人と接触した

り外国に滞在したりといった意味での異文化体験をもつ者は少ない。このような学生に、講

義だけで異文化コミュニケーションの具体的状況をイメージさせ、その概念や理論を理解さ

せることは容易ではない。前田（ ）は、異文化コミュニケーション能力の育成には知識

の教授と実際の体験が必要であるとの観点から、大学における異文化理解教育の試みとし

て、日本人学生と留学生との英語による授業外異文化セッションを行っている。このよう

に、何らかの形で異文化交流の機会を設け、それを授業に組み入れることができれば理想的

であろう。しかし、本授業においてそういった企画を実現することは難しいと考えられる。

そこで、異文化体験者を招き、その生の声を聴くことで学生が講義内容を現実のものとして

捉えられるようにし、さらに講演者と接することで学生が異文化コミュニケーションの機会

をもてるようにした。
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［効果］

講演に関する学生の感想や意見を尋ねるため、 これまでの授業で学習した内容と関連づ

けながら、ジョイス先生（講演者）の講演内容に関する感想を述べなさい という課題を書

いたプリントが講演前に配布され、講演後に回収された ）。

授業で学習した内容に関連づけるという点については、日本人とアメリカ人のコミュケー

ション行動の違いに焦点をあてた、高 低コンテキストや個人 集団主義の概念を取り上げ、

それと講演内容を照らし合わせて書く者が多く見られた。 日本人が贈り物を渡す時に つ

まらないものですが と言うのは、アメリカ人にとってすごく不思議に思うと知って、これ

が授業で習った高コンテキストと低コンテキストの違いだなと実感した（ 年生）、 日本

では仕事が優先なのに対して、アメリカでは家族が優先だというのにもびっくりしました。

これが集団主義と個人主義の違いなのかと思いました（ 年生） といった回答を見ると、

学生にとって抽象的で概念的に感じられた講義内容が、現実味を帯びて捉えられるように

なった様子が窺われる。

この他、 日本人の応対が優しいと感じるというのは、本当に意外でした。自分はあたり

前だと思っていました。海外でも応対は丁寧だろうと思い込んでいました。こういった点で

も違いがあるんだなと実感しました（ 年生） という、講演者の話を聞いて文化の違いが

実感できたという感想や、異文化コミュニケーションにおいては文化や習慣、意識の相違を

認識することが重要である、といった内容の感想も数多く見られた。これに関する学生の感

想をここにいくつか引用しておく。

・アメリカ人と日本人だけではなく、世界中の国々みんなの文化が違うので、もっと他

人の文化を理解してから話すと誤解が少なくなると思います。（ 年生）

・ジョイス先生が最後に、国と国の習慣が違うから、心を広くもってお互いを受け入れ

られたら楽しく生活ができると言っていた言葉に対し、本当にその通りだなと思っ

た。（ 年生）

・日本とアメリカでは考え方は全然違うという事がわかりましたが、ジョイス先生のよ

うに両方を理解出来ていれば、もっと上手く異文化コミュニケーションが出来るので

はと思いました。（ 年生）

また、 ジョイス先生の話し方は日本人とくらべ、ジェスチャーや表情の変化が大きいと

感じました（ 年生） といった、講演者の話し方から日本人とアメリカ人のコミュニケー

ション行動の違いを実感したという感想も見られた。さらに、 僕もいつかアメリカ人の友

達をつくって、ユーモアの違いや、コミュニケーションの違いを実際に体験してみたいと思

いました（ 年生）、 将来的に外国への興味をそそられる講演でした（ 年生） など、講

演を聴いて将来自分も異文化体験をしてみたいと感じる者や、 なによりアメリカでは英語

がしゃべれないと相手にされないと聞き、もしアメリカに行くことがあれば最低限の英語は

）回答者の合計人数は 人である。この内、 年生は 人、 年生は 人、 年生は 人、 年生は 人
（ クラス 人含む）である。



勉強しようと思いました（ 年生） というように、英語学習への動機づけを示唆する記述

も見られた。

初めて直接外国の方から文化の違いを聞いた（ 年生）、 勉強だけではなくて、本当

の外国人から見た日本の話を聞けてよかった（ 年生）、 授業中習ったことが実際に聞け

てよかったですし、こういう機会ができてよかったです（ 年生） という感想を見る限り

においては、授業で講演の機会を設けた本来の目的は充分に果たせたように思う。加えて、

学生からの質問に対して ）、自分の母国語ではない言語（日本語）で、できる限り丁寧に答

えようと努めていた講演者の真摯な姿からも、学生は学ぶところが大きかったのではないか

と思う。

おわりに

以上が、今年度前期の異文化コミュニケーション科目における授業運営の取り組みに関す

る報告である。この授業で学んだことが英語学習に反映されるのか、実際の異文化コミュニ

ケーションの現場での実践力となるのか、という点については今後の調査課題とすべきであ

ろうが、半期の授業科目の学習効果として見た場合には、一定の効果が得られたように思

う。 年生は前期で受講を終了するが、 年生は引き続き後期も受講する予定であ

る。学生が異文化コミュニケーションの実践に必要な知識、さらにはスキルを身につけるこ

とを目標に、後期も学生にとってわかりやすく、実用的な授業を行うことを目指していきた

い。
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