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論文 

相互文化グループ学習活動における 
アイデンティティ形成の学び 

正課授業における相互文化学習活動の実践分析 

北出 慶子*  

概要 

グローバル化時代に入り，言語学習及び教育において相互行為を通し自己を位

置づけする（アイデンティティ形成）過程を学びとする捉え方が普及してきた。

しかし，そのような学びを正課授業内でどのように具体化するか，またそのよう

な学習を目指した相互文化1活動実践の中での学びについては未だに十分に解明

されていない。本研究では活動を通したメンバーの自己変容を分析することで正

課における言語文化教育の新たな可能性について論じる。 
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1． 社会構築主義的アプローチ―第二言語学習及び異文化間技能
の捉え方の変化 

異文化接触や多文化共生が身近になったグローバル化社会においては，従

来のような単一言語社会を暗黙の前提とした第二言語学習・外国語教育とは

異なる概念や目標が必要となる。過去 20 年間の第二言語学習・習得分野に

                                                                  
* 立命館大学文学部・言語教育情報研究科（kitade@lt.ritsumei.ac.jp） 

1 細川（2011）は intercultural の訳語について従来の「異文化（間）」ではなくあ
えて「相互文化」の使用を試みている。「異文化」という言葉には文化本質主義的な立
場が指標されてしまいがちであることからこの訳語を使用している。本稿中でもこの 2

つの訳語の使い分けを試みる。 
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おいては，目標言語社会の「母語話者」を目標とする以前のような学習や能

力だけでは不十分である点が指摘されてきた。 

まず 90 年代には異文化間コミュニケーション能力が注目され，各国の第

二言語教育基準やガイドラインに文化的側面が導入された。ヨーロッパ言語

共通参照枠では異文化間技能（intercultural skills）として位置付けられた。

この流れを受け第二言語カリキュラムの目標として異文化間コミュニケー

ション能力（Byram，1997）が設定され，以前のような異文化の知識紹介

（高・低コンテキストや個人主義・集団主義）だけではなく，異文化間コ

ミュニティに実際に携わる実践からの学びの必要性が叫ばれるようになった

（Byram，2008）。このような動きは，それまで第二言語学習において重要

視されてこなかった異文化間コミュニケーションにおける知識，姿勢，技能，

文化批判的観点，という能力の意義を認め，カリキュラムに導入したという

点において第二言語学習に変化をもたらしたと言える。 

さらに，90 年代後半からのポスト構造主義の流れ以降において，第二言

語学習の目的及び研究方法に社会構築主義2という新たな概念が急速に広ま

り，それまでのコミュニケーション能力や異文化間コミュニケーション能力

という捉え方では不十分な側面が浮き上がってきた。この流れは，第二言語

学習・習得研究におけるそれまでの個人の認知に偏った研究視点や社会的な

コンテキストや相互行為における流動的な意味の形成という側面を軽視した

分析方法に関しての批判（Firth & Wagner，1997）に始まった。その後，

Vygotsky の流れを汲む社会・心理的構成主義や観点（Wertsch，1997）を

とる社会文化（sociocultural）アプローチ（Lantolf，2000）や“ecological 

approach”（Kramsch，2008）の考えが発展してきた。この流れは，あら

ゆる意味，知識，行動は個人のレベルではなくまず社会的に構築されるもの

（Vygotsky，1978）であり，社会性や相互行為過程を重要視する。このよう

な社会構築主義的パラダイムシフト及び相互行為能力という概念は過去 15

年の第二言語学習・習得分野において「目標とされる能力」およびその「研

究方法」に大きな変化をもたらしたといえる。目標とされる能力において

                                                                  
2 「社会構築主義」は，constructivist approach の訳語であるが，「構築主義」と
いう訳語も使用されている。 
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Kramsch（1986）はコミュニケーション能力や米国で基準とされている

ACTFL（1986）ガイドラインについてコミュニケーションの双方向性より

も一方的な流暢さが強調され，またコンテキスト的側面が軽視されてきたと

批判し，グローバル時代の第二言語学習においては相互行為能力

（interactional competence），つまり参与者間で意味の共有（Intersubjec-

tivity）を行う能力の必要性を述べている。 

この社会構築主義の観点から文化及び多言語コンテキストを捉えなおすと，

単に相手文化を理解し尊重するだけではなく積極的に多文化間で共有認識を

構築するには，異文化間コミュニケーションという概念だけでは不十分であ

ることが分かる。まず文化の捉え方であるが，従来のような文化本質主義的

捉え方ではなく，文化自体も動的で実践を通して相互構築および再構築して

いくもの（Bourdieu，1977）と捉える必要がある。最近の論文において

Kramsch は言語のコンテキスト性，相互行為性，多様性，文化や環境の媒

介的存在（mediator）である点，対話性などの重要性を指摘し（‘ecological 

approach’，Kramsch，2008），多言語社会に必要な第二言語能力としてシ

ンボリック能力（Kramsch & Whiteside，2008）を提唱している。この能

力について「多言語環境での社会的主体は，正確さ，効率性，お互いの適切

性の点を満たすコミュニケーション能力以上のものを達成しているようであ

る。彼らは多様な言語コードやそれらの多様な時空の共振を操る特定の正確

な能力を見せている。」（Kramsch & Whiteside，2008，p. 664）と説明し

その必要性を説いている。すなわち，効率よく正確にコミュニケーションを

とるだけではなく，積極的に主観を位置づける行為を見せ（“Reframimg”），

状況の再構築を行う能力としている。多言語社会において社会的，政治的，

文化的に異なる価値観を持った者同士が交渉し共通の意味を創り上げるには

このような能力が重要となる。 

では，このような能力はどのように習得または育成されるのか。本稿では，

社会構築主義の考え方の中でも特にアイデンティティ研究とその意義を述べ，

言語文化教育の正課授業でのアイデンティティ交渉の学びの可能性について

論じる。 
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2．アイデンティティ研究の意義 

2．1 第二言語学習におけるアイデンティティ研究の意義 

アイデンティティの捉え方は社会構築主義により過去 15 年において飛躍

的な変化を遂げたと言える。構造主義時代のような静的，単一，固定的なア

イデンティティ（例「母語話者」，「非母語話者」というような非対立的で変

化性のないもの）への批判（Firth & Wagner，1997）により，社会構築主

義においては比較性，流動性，複合性，相互性，社会性をもつ概念へと変化

を遂げた。社会構築主義的立場では，文化，活動，アイデンティティといっ

たものは相互行為により常に再構築され双方向に変化し続けるものである。

その中で言語学習とは学習者が相互行為を通し相手と共通理解および関係を

構築していく過程，つまり社会的世界と個人を統合するというアイデンティ

ティ形成過程自体と捉えられる。この考えに強く影響を及ぼした状況的学習

論（Lave & Wenger，1991）では，あるコミュニティで学習者が正統的な

参加を通し次第にそのコミュニティの関係の中で自己のアイデンティティを

確立していく過程自体を学び（“situated learning”）と捉えている。 

この過程で重要なのは，Block（2007）が述べているように学習者はそれ

までの自分と現在の自分の違いを乗り越える（“border crossing”）ことを

迫られ，アイデンティティを調整し「第三の場所」（“ third place”，

Bhabha，1994）に自己を変容させなければならなくなり，その葛藤する変

容過程自体が成長につながる点である。そして，このようなプロセスは個人

の認知だけの問題ではなく，相互行為や環境が学習者の変容を迫り，また逆

に自身をどう位置付けていくかという学習者自体の言動も環境を常に変動さ

せていく。したがって，アイデンティティ変容は，カナダへの移民を長期的

に追った調査で Norton（2000）が示したようにそのコミュニティへ学習者

がアクセスを許されているかどうかというような社会的要因によっても左右

される。アイデンティティ研究は，このように言語学習者と社会を統合した

アイデンティティという概念を提示し，さらに学習者が目標コミュニティに

アクセスできるかどうかに社会的権力がどのような影響を及ぼすのかを明ら

かにしてきたといえる。 
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2．2 アイデンティティ交渉を目的とする場の提供と必要性 

アイデンティティ研究では，新参者は参入するコミュニティにおいて非対

称な権力関係を経験することが報告されており（Morita，2004；Duff，

2002；ソーヤー，2006），これらの研究は新参者と古参者，両方の参与権利

を保障した場作りの必要性を示している。 

日本国内における留学生のアイデンティティ研究において三代（2011）

はある日本の大学学部留学生が日本語教室を単なる日本語能力向上のためで

はなく「気楽で自信持って話せる」（p. 91）場，つまり正統な参与者として

「『話す権利』が保障された場」としている点を挙げ，他の授業ではそのよう

な保障がされていない可能性を指摘している。同様に Norton & Mckinney

（2011）は言語教室は“pedagogical safe houses”の機能を持ち得るという。

つまり，言語教室は，学習者が多文化コミュニティにおいて遭遇するであろ

う衝突をより安全な形で経験・交渉させておくアイデンティティ構築の練習

場となるのである。言語学習の教室は，アイデンティティの葛藤という現実

に直面する新参者にとって憩いの場であり，また練習の場なのである。 

また，日本人正規留学生 3 名がカナダの大学のアカデミックコミュニ

ティへ参入する際の参加形態，葛藤，役割，交渉ストラテジーや自己変容を

分析した Morita（2004）は，同じ被験者であっても受講科目やその中の参

加コミュニティによって自己を確立することもできれば，逆に正統的な参加

を認められない場合もあったと指摘している。これは新参者である日本人留

学生だけの問題ではなく，より権力のある教師や古参者の影響力が大きいこ

とを示している。しかし Morita（2004）が指摘するように受入側である教

師や現地学生は必ずしも新参者への対応に慣れている訳ではなく，新参者が

正統に参加できるような教室作りおよび古参者への教育も必要となる。 

では，新参者だけではなく古参者も参与し両方が「話す権利を保障された

場」を作ることはできないのだろうか。三代（2011）は従来の交流を目的

とした実践報告では単なる日本理解にとどまることが多かったことを指摘し，

交流実践で教室自体がどのようなアイデンティティ交渉の場となっていたの

かという考察の必要性を述べている。北出（印刷中）も同様に，従来の交流

では 1）アイデンティティ交渉の余地がない設定（片方がボランティア，日

本語を教える・教えてもらうなどの役割が固定している），2）共通の目標
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がなく必ずしも相互理解の必要がない，3）一時的なその場しのぎの交流で

異文化興味レベルに留まってしまう，等の危険性を指摘している。確かに従

来の「日本理解」や「異文化コミュニケーション能力」を目的とした交流授

業では文化本質主義に基づく相手文化の価値観やコミュニケーション規範の

紹介など個人の認知レベルの発達を重視したものが多く，参加学習者の複雑

なアイデンティティ交渉の実態とその意義にはあまり光が当てられてこな

かった。また，アイデンティティ研究においても課外における事例研究はみ

られるが，正課の相互文化理解とその学習を目的とした授業内での活動での

アイデンティティ交渉過程の分析も十分とは言えない。そこで本研究では，

新参者と古参者どちらもがこのようなアイデンティティ交渉を学ぶことを目

的とした相互文化学習授業の中でどのようなアイデンティティの葛藤や交渉

が生じ，それがどのように参与者の成長につながりうるのかについて論じる。 

3．発生・発達的分析フレームワーク 

これまでの社会構築主義的アプローチによる第二言語学習者のアイデン

ティティ研究では，学習者の学習歴やライフヒストリーのインタビューを

データとするナラティブ（Pavlenko，2001；Norton，2000；Block，

2007），ライフストーリー研究法（e.g.，桜井，2002；三代，2011）エスノ

メソドロジー的会話分析（CA3）（e.g.，Sacks, Schegloff & Jefferson，

1974）を使った分析（e.g.，Kasper，2004）が多い。アイデンティティ研

究のレビューで Norton & McKinney（2011）は，今まではナラティブが主

流となっていたが，今後は多様なデータを組み合わせたフィールドワーク研

究に期待が寄せられているとしている。本稿では，社会構築主義の発展に多

大な影響を与えた Vygotsky の発生・発達的分析（genetic analysis）フ

レームワーク（Vygotsky，1981）を採用しデータ分析を行う。まず本節で

は，このフレームワークの特徴について 3点挙げて説明する。 

                                                                  
3 CA は単に会話を分析する研究全般ではなく，ここではエスノメソドロジー的枠
組みの中での会話分析手法（e.g.，Sacks et al，1974）を指している。 
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3．1 4 つの分析領域視点 

発生・発達的フレームの 1 つめの特徴としてある事象を理解するには現

在のその事象自体を見るのではなく，そこに至る歴史的な経過を分析対象と

し，どうして現在の状況に至ったかを理解する必要があるという点が挙げら

れる。これは発生・発達的分析の本質的部分であり，Vygotsky（1981）の

いう「全ての高度な心的機能は社会的関係が内的化されたものである」（p. 

164）という立場で考えると，人間の成長における精神的及び行動的点を理

解するためには，個人の認知だけを対象としても理解不可能であるというこ

とになる。さらに Vygotsky（Vygotsky & Luria，1993）は人間の発達は 4

つの発生領域，つまり「系統発生 phylogenetic」，「社会文化的歴史

cultural-historic」，「個体発生 ontogenetic」，「微視発達 microgenetic」の

相互関係にあるとしている。「系統発生」領域は身体的な発達，「社会文化的

歴史」領域は社会的，文化的，歴史的ないわゆる人間の外にある点の発展，

「個体発生」は人生における展開，「微視発達」は「個体発生」を構成してい

く細かな変化実例であり，主体が周辺の世界に携わるという具体的で実質的

な活動例である。この 4 つの領域及び領域間におけるこれまでの展開を分

析することで現在の状況を説明するという立場をとる。 

3．2 アクティビティ体系の分析 

2 つめの発生・発達的アプローチの特徴として微視発達的領域の分析にあ

たり「アクティビティ，『人間の活動』山住 他（1999）4）」という思考，

行動，コンテキストを包括した社会的単位（Leontiev，1981；Engeström，

1987）を用いることが挙げられる。「アクティビティ」という概念は，

Leontiev（1981）が Vygotsky の発生・発達的で示す社会人工的媒介物

（mediating artifacts）という概念と認知発達の関係を発展させたものであ

り，図 1 に示すように個々のアクティビティはその中の「主体」，「対象」，

「手段（道具）」が媒介する関係性の中で存在し意味を持つとしている。さら

に複数の参与者からなる場合，アクティビティはその「コミュニティ」，そ

してそのコミュニティを統制する「ルール（規則）」とその中での「責任や

                                                                  
4 アクティビティ理論で使用されている訳語に関しては『ユーリア・エンゲスト
ローム 拡張による学習―活動理論からのアプローチ』（訳 山住他）を参照した。 
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役割の分配」の中に存在する（図 1 参照）。これらの社会的・文化的な関係

を集約した単位として Leontiev（1981）は「アクティビティ体系（人間の

活動構造）」と呼んでおり，ルール（規則），コミュニティ，分業（分担），

主体，対象，道具，全ての各要素および相互関係を分析することでアクティ

ビティを理解することができるのである。 

 

図 1 アクティビティ体系（Leontiev，1981；Engeström，1987） 

 

特に Engeström（1987，1993）はこの体系の中の「矛盾・不一致

contradiction/tension」は当然生じるものであり，それを解消するために絶

えず内的及び外的な変容が迫られるとしている。不一致は，アクティビティ

システムの運動と変化にとっての主要な源泉である。従って，この不一致が

何であり，どこから生じどのように変化をもたらしたのかを見ることにより

結果としてのアクティビティを理解することができる。 

3．3 言語指標性 

上述の 2 つの発生・発達的の枠組の中で本研究では，会話データも対象

とし Ochs（2002）が示す言語指標性（language indexicality）を採用した

談話分析をアクティビティ分析手法の 1 つとして採用する。Cross（2010）

は，発生・発達的分析手法としてインタビューや再生刺激法のような「思考

型データ」だけでは「語られるアイデンティティ（narrated identity）」は

捉えることができても「演じられるアイデンティティ（enacted identity）」
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は捉えることが難しいと指摘している。アイデンティティは自己の理想部分

と現実を切り離すことは難しく，インタビューや内省データで捉えた内容は

実際の行動で示されるアイデンティティや他者から見たものと異なる可能性

がある。このような実践されるアイデンティティも観察するため，本研究で

は微視発達的領域のアクティビティ分析において内省データに加え，授業観

察ノートや活動中の会話において言語が指標する点も分析対象とする。 

本研究では，上述のような発生・発達的枠組みで相互文化グループ活動分

析を通した参与者のアイデンティティ形成および変容過程の解明を試みる。

相互文化活動を通したアイデンティティ変容過程の解明は，このような実践

を通した学習者の成長過程自体を明らかにすることになる。本研究では，以

下の点を研究課題とする。 

1. 相互文化グループ活動において発生した不一致点（とその背景）は

何か。 

2. どのように 1．の不一致が対応され，どのようなアクティビティが

形成され，それが各メンバーのアイデンティティにどのように影響

したか。 

結果から相互文化活動を通した学習者のアイデンティティ変容を考察し，

正課授業においてこのような経験をする意義について論じる。 

4．調査と分析 

4．1 調査対象者 

調査対象は，上述のような相互行為能力の伸展及びアイデンティティ交渉

を目的とした大学の正課授業（週 1 回 90 分，選択科目）受講者グループの

1 つ5である（授業設計詳細は，北出，2010，印刷中，を参照）。本授業では，

出身国の異なるメンバーで構成される小グループでテーマ提案を考え発表を

行う。各 6～7 週間のテーマ活動を 15 週間で 2 回行うという実践からの学

びを目標としている。学習者は 3～4 名のグループで調査報告，意見交換，

                                                                  
5 データ収集に協力してくれたグループの中から今回は文字数の制限もあり，特に
グループ内での衝突が顕著であったグループに焦点をあてることとした。 
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提案の作成，発表準備という各 2 か月近くの協働作業を行う。他者理解，

自己発見，異文化理解，等の気づきを毎回のジャーナル活動，各グループ活

動後の全体振り返り，学期末レポートで内省する。グループでの最終発表の

評価基準は，提案の内容，発表形態，グループ内での協力の 3つである。 

留学生は短期（半年～1 年）プログラムの交換留学生であるが，日本語能

力レベルは能力試験の 1級/N1合格相当であり，この科目の他に学部生科目

や正規留学生日本語科目を受講していた。受講留学生の出身国は様々で合計

15 名であった。学部生は，専攻は多様で国際的な分野に興味を持つプログ

ラムに所属している 2～4年生の 12名であった。 

本研究での対象グループは，2 回目のグループ活動で留学生 2 名と日本人

学部生 2 名の計 4 名からなる「震災への復興提案」をテーマとするグルー

プである。このグループの構成メンバーは以下の表 1 に示す。年齢は全員

が 20 代前半である。David は，日系・中華系の親を持つ米国育ちであり，

何度か単発的には来日経験があった。授業初日の記述では日本社会の客に対

する丁寧さについての感動が述べられており，米国では日本人との交流機会

が少なく今回の日本人学生との交流に期待していると書かれていた。さとし

は，留学も留学生との交流経験もなく，今回の交流は「とても新鮮」で「仲

良くなっていろいろ留学生の国について知りたいですし，日本を伝えたいで

す」と意気込みを書いていた。 

グループは，事前の希望調査で学習者が選択したテーマをまず優先した上

でそれまでの経験の違いが活かせる6ように配慮し（男女差，出身国・地域，

専攻，等）決められた。 

表 1 グループメンバー* 

名前 性別 出身国 来日経験・海外経験 

David 男 米国 来日経験有（日系・中華系） 
Sun 女 中国 初来日 
みほ 女 日本 留学経験なし 
さとし 男 日本 留学経験なし 

*メンバー名は，匿名を使用している。 

                                                                  
6 受講者の希望もありメンバー間の考えの違いに対してより肯定的かつ意欲的に取
り組むためにもメンバーの背景の違いが明確になるようにしかけた。 
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4．2 データと分析方法 

本研究では発生・発達的枠組みに沿い多様なデータを収集し，総合的分析

を行った。本研究は授業実践データを担当教員が授業改善を狙って行うアク

ションリサーチという性格も持っている。アクションリサーチは，「毎日の

実践からデータを収集し，将来の実践に向けて何か判断をするために分析す

るもの」（Wallace，1998，p. 4）であり，本研究では相互文化グループ活動

を通した学びの実態を分析し将来の授業設計に役立てることも目的としてい

る。分析対象データを発生・発達的の領域ごとにまとめたものを表 2 に示

す。 

 

表 2 分析対象領域と使用データ 

発生領域 データ 

社会文化的歴史 
該当授業を提供している大学や国の制度や教育理念 
授業シラバス（科目概要，目標，評価基準） 
留学生カリキュラム，学部生カリキュラム 

個体発生 

微視発達 

授業初日に書いたそれまでの異文化経験エピソード 
ジャーナル（毎回） 
発表についての観察ノートとグループ作成発表資料 
授業最終日の振り返り 
活動後のピア・自己評価 
活動後の自己アイデンティティ報告 
学期末レポート 
活動中の録音書き起こし会話データ（2回分） 
授業内のグループ活動について観察ノート 

 

社会文化的歴史領域については今回のグループ活動の場所である日本社会，

大学，各学生の所属する専攻やプログラム，今回の授業環境や内容に関する

資料をデータとした。個体発生と微視発達領域についてはデータの内容に

よっては両方の領域にも入るものもある。ジャーナルは，毎回授業の終わり

10 分で A4 サイズの半分程度のスペースにその日またはその日までのグ

ループ活動からの気づきや疑問を自由に書くものである。書いた日に提出し

担当教員がコメントを書いて次の週に返却し，返却されたジャーナルを学生

は全て 1 つのファイルに保管し学期末に読み返すことになっている。次に

会話データであるが，IC レコーダーで録音し全てザトラウスキー（1993）
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に従って書き起こされた。会話データは授業内のグループ活動 2 回分の話

し合い（67分＋68分）であり，学期 2回目のテーマ活動の 2週目と 3週目

の「テーマについての各自の調査報告」と「提案文書の作成」の際の会話で

ある。学期末レポートは，受講者各自が学期末にそれまでのジャーナルを読

み返し，今回の活動での衝突や気づき，その背景，対応，学びについて日本

語（3000字程度）か英語どちらか希望する方で書き提出した。 

5．結果 

5．1 不均等な（偏った）参加 

このグループの発表は，課題内容の質，特に独創性と具体性が追及されク

ラス投票で最優秀賞に選ばれた。しかしこのグループでは，特に他のグルー

プと比較してメンバー間の貢献度の不均一性が顕著に表れていた。これは発

表を見た他グループの受講生の評価でも言及され，またメンバー自身も活動

後の自己・ピア評価での各メンバーの貢献度評価，学期末レポート，発表後

のジャーナルでも述べている。特にメンバーの 1 人である David の強力な

リーダーシップに他の 3名がついていったという形の役割分担となった。 

まず，グループでの授業内での話し合い参加度について話し合い会話デー

タ 2 回分（計 135 分）における発話数と働きかけ数を図 2 と図 3 で示す。

発話数合計は，発話数合計からあいづち的な発話（杉戸，1989），つまり発

話権を行使しないもので応答詞を中心とした発話，繰り返し，感動詞だけの

もの，笑い声のみのものは含まない。また，働きかけを含む発話については，

Stubbs（1983）を参考に疑問形，勧誘，依頼などで相手の反応を予測する

ものとした。働きかけ発話について 2 名（筆者と日本語教育分野のリサー

チアシスタント院生）が判定を行い 2 者間の相違点として自問自答形式で

結果として質問した本人だけが答えているものや肯定形で文末のイントネー

ションが上がっても同発話者がターンを継続保持しているものが挙がった。

この点について話し合った結果，働きかけに含めないこととし判定者間の合

意が 100％に達した。 

 



第 2部 実践 

294 

 図 2 グループ内での発話割合（%）  図 3 グループ内での働きかけ割合（%） 

図 2・3が示すように Davidは毎回発話および働きかけにおいて半分以上

の貢献を一人で行っている。一方さとしと Sun の貢献は各 5～8%程度であ

り，話し合い過程におけるメンバー間での不均等が顕著に示されている。次

に，グループ活動後に各学生が提出したピア・自己評価結果を表 3 に示す。 

表 3 グループ内ピア・自己評価の平均値 

 David みほ さとし Sun 

平均 
(25=100%) 

23.7 
(94.8) 

19.0 
(76.0) 

13.7 
(54.8) 

18.3 
(73.2) 

標準偏差 0.6 3.67 1.5 2.1 

この評価表では，Thompson のピア評価表8に従い，5 つの評価項目（話し

合いや打合せの参加度，メンバーが課題に集中・協力できるような支援や工

夫，役立つアイデア，実際にした仕事の量および質，その他）において「各

1（低い）～5（優れた貢献）」段階の評価点を自身を含め各メンバーについ

て評価点を書き込むものである。各項目 1~5 点からの選択で 5 項目，合計

点は最高 25 点となる。評価表は担当教員以外には見せないので可能な限り

正直に書くよう注意書きがされていた。 

                                                                  
7 みほの標準偏差が大きいのは，みほ自身が自己評価で謙遜して低めにしているためで
ある。 

8 Thompson のピア評価表サンプルを和訳し，部分的に修正を加えた。オリジナル
版については以下の URL 参照 https://courses.worldcampus.psu.edu/public/faculty/

PeerEvalForm.html 
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表 3 の結果は，会話データの結果と同様に David への評価が著しく高く

94.8%の点数となっている。また，さとしへの評価が最も低く 54.8％となっ

ている。Sun については会話データが示す貢献度は低いが，ピア評価が

73.2%であるのは，最終発表での Sunの貢献が高かったためである。2名の

メンバーが Sun の発表での役割（震災ボランティア数が少なくなっている

現状を統計資料で提示した）についてジャーナルやピア評価で「Sun さん

の報告部分のおかげで現状の深刻さが示せた」と感謝しており，同じく会話

での貢献が低かったさとしと Sun のグループ内での位置は異なることが分

かる。 

以上のような会話データやピア・自己評価以外にも学期末レポートでも

「グループワーク 2 の時は，仕事の量の差が大きくて，たくさんしていた人

もいるし，あまりしていなかったひともいるので，グループワークのバラン

スが悪かった」（Sun）と述べており，メンバー間での貢献度の差が存在し

ていたことについてはメンバー各自も認識していたことが分かる。 

5．2 不均等な参加になった背景と形成されたアクティビティ 

a．不一致（形成されたアクティビティの背景にあるもの） 

上述のような参加形態が発生した背景として 3 点考えられる。まず発生

背景となる点を挙げ，各点について各メンバーがどのように対応してきたか

を述べる。 

1 つ目として主体であるメンバー各自の意見交換方法の文化差が挙げられ

る。「異文化間のアイデンティティ交渉論（Ting-Toomy，2005）」で個人主

義と集団主義の例に代表されるような各参与者のコミュニケーション規範に

根ざした話し合いプロセスの違いである。この点はさとしの内省データで示

された。グループ発表後のジャーナルで彼は，今回のグループ活動を通し文

化の違いを再認識したと述べ，「David さんは，本当に日本と米国の文化が

混ざっている方だと授業を通して感じました。」と書き，David との文化的

違いへの気づきを述べている。さらにその 2 週間後の学期末レポートでは，

「グループの話し合いで David が一番に切り出し，司会を務めた。David は

『僕は～だから，こう思う』と話を切り出し意見を言っていた。もう一人の

留学生もそうだった。それに対し私はまず周りのみんなが，何を考えている

のかを聞いてから，聞いた上で意見を言った。」とし，自身は「話し合いに
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参加するも，流されてしまった。謙遜してしまい，言っていいことなのかを

考えてあまり発言しなかった。」といつもの話し合い姿勢で臨んだがグルー

プが望むようなコミュニケーションができなかったと述べている。 

この点についてさとしは，Davidに合わせ強く意見表明するよう努力をし

たと述べている。学期末レポートで「これにより自分の意見や考えを持ち，

謙遜しないではっきりと言うべきだと学んだ。（中略）積極的に話すように

心がけた。例えば，私たちのグループは震災について調べていたが，実際に

私が行った被災地である福島の状況を何かの話のきっかけになればと，些細

なことでも積極的に発言した。」と述べている。確かに会話データでは毎回

2 回程度であるが会話の沈黙が発生した後にさとしが提案をする場面があっ

た。しかし，このような例はわずかであり，表 3 や 4 で示すように彼の発

話参加度は極めて低く 2 回目の会話データでは発言も働きかけも 1 回目よ

りさらに低くなっている。また，メンバーはこのようなさとしの葛藤や努力

に全く気づいていなく，メンバーの最終的なピア評価でもさとしのみが顕著

に低いことから社会的には彼の変容は認識されていなかった可能性が高い。 

2 つ目の背景点としてメンバーの大学授業への取り組み姿勢や価値観の違

いが挙げられる。大学の授業を何よりも優先させるべきであるという考えと

そうではなくアルバイトや就職活動の比重も高いことが容認されるという価

値観の違いが表れた。最終レポートで David は，「（英語原文を和訳）日本

人学生，少なくとも僕が会った学生は，大学の勉学よりもアルバイトや就職

活動を優先する傾向があることに気が付いた。」と述べている。David の学

期開始後 2 週目のジャーナルでは,「アメリカに住んでいたときは，日本の

大学生は皆熱心でまじめで優秀な生徒ばっかりで，アメリカ人はもっと頑張

らないといけないなーと思っていましたが，今日の授業で日本人学生の考え

が僕のと正反対だったことに驚きました。」と書いており，彼が持っていた

日本人学生への期待や出身大学での常識が日本に来て覆されたことは，かな

りの衝撃だったようである。そしてグループの学部生については「大学生に

もなって，つまり学業，仕事，課外活動の両立をわきまえているはずの年齢

であるのに今回のようなグループワークをうまくこなすことすらできないこ

とに僕はがっかりした。」と述べている。さらに，意見交換でいつも受け身

な日本人学生を目の当たりにし，彼らは「自分が参加しなくてもこの課題は
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なんとか遂行される」という態度であると強く感じ，心底失望したと述べて

いる。Davidは，上述のさとしが述べたような話し合い方法の違いについて

は全く言及しておらず，日本人学生が受け身だったのは，授業や勉学への意

欲が低いからであると結論づけている。 

この問題について David は消極的日本人メンバーへの対応として自分が

より積極的にメンバーに働きかけ指示することで課題を達成しようと努力し

たと述べている。日本人メンバーはあてにならないと思った David は，そ

のような状況で相手を非難しても仕方がないと述べ，「グループの話し合い

で沈黙が出た際は，僕は新しい案を出したりメンバーにフィードバックや意

見を求めたりし会話を維持した。そうすることで新しい案や改革を生むこと

へつながることもあるので。」と述べている。この点については図 2・3 が

示す会話データでも確認される。 

不均等な会話参加形態となった最後の背景点としては，「手段」において

の Sun の日本語能力が挙げられる。グループ内で 2 名留学生がいたが，

David は話し言葉については殆ど困らないようであった9。一方，Sun は 1

回目の会話データ開始部分で各自が自分の調査や経験を報告する際，神戸の

防災センター見学経験からの報告と意見を述べようとしたがうまく表現でき

なかった。その際，メンバーから結局何が言いたいのか確認の質問をされ，

うまく答えられず意見を述べるのをあきらめてしまった。これについて学期

末レポートで自身も「自分の日本語能力の弱いところに気づいた。例えば，

東北復興のテーマをめぐって（中略）グループメンバーに紹介したかったが，

なかなかうまく伝えられなかった。言語というものは聞き取りだけでなく，

自分の持っているものを相手に伝えるのが一番大切だと思う。」と述べている。 

Sun は活動の手段である日本語能力の不足が原因で上記の図 2・3 で示す

ように話し合いにおいては参加が低くなった可能性がある。しかし，会話に

はあまり参加できなかったが，発表の際に資料を調べて客観的数字を示すな

                                                                  
9 David は片方の親が日本人であるが，アメリカで生まれ育ち留学は今回が初めて
である。日本語については話すことには問題がないが，漢字や日本的な言い回しにつ
いては日本人メンバーに質問していた。また学期末レポートも日本語ではなく英語で
書いている。 
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どの貢献をグループメンバーに認められ（みほのピア評価や David の発表

後ジャーナルでは，Sun の発表部分の貢献が特記されている），総合的ピア

評価の点はさとしほど低くない。学期末レポートでも「自分がグループの一

員としてどんな役割をとったか，どんな工夫をしたか等の問題を考えなけれ

ばいけない」と書いており，話し合いにはうまく参加できなかったが，自分

ができるグル―プへの貢献を追求し役割をうまく見出しグループ内での存在

意義を得ている。 

以上のように，メンバーは不均等な参加形態とその原因について各自でも

認識しており，その問題を解決すべく各自努力をしている。ここで興味深い

発見として 2 つあげられる。1 つは，話し合い方法や大学授業への取り組み

姿勢に関する価値観というような背景は，グループ活動内で発生した意見の

相違だけでなく各メンバーがこの活動に取り組む以前に培われた個体発生的

領域との関連が強く，不一致点に気付き努力してもさとしの例のように実際

に自分の言動を即座に変えるのは容易ではない点である。もう 1 点は，不

一致の理由について話し合いがされることはなく誤解されていたことである。

この点については考察で取り上げることとする。 

b．形成されたアクティビティ 

不均等な分担は，アクティビティの他の要素である規則や目標，そして産

物（成果）へも影響がみられる。つまり，Davidの権力または強力な働きか

けにより意見採用の判断基準は David になり，目標も David が優先して追

求するものとなり，最終産物も David の考えを大きく反映したものとなっ

た。図 4 にここで形成されたアクティビティを示す。各メンバーの背景文

化の違いや特定メンバーの使用言語能力が不均等な参加形態に影響を及ぼし，

それがさらに規則や目標，そして産物へ影響していることが分かる。 

結果として彼らのグループ発表は独自性と具体性で評価され優勝した。し

かし一方で，別グループの 2 名の学生からも評価表で指摘され，本人達も

また認識していたように発表形態の一貫性のなさやグループ内での役割の差

が顕著に出ることとなった。これは，Davidが成果の質をグループ内での協

力よりも優先していたことが反映されている。 
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図 4 今回形成されたアクティビティと各構成要素内での衝突 

6．考察 

今回分析した相互文化活動のグループでは 1 人のメンバーが圧倒的主導

権を持つことになりそれがアクティビティ全体に影響を及ぼし，メンバーの

アイデンティティにも影響を及ぼした。この結果について相互文化活動を通

した学びという点から考察する。 

まず今回の分析のように相互に学び合うことが前提となる場合，言語能力

や文化的マジョリティ以外の複雑な要素もアクティビティ及びメンバーの役

割形成にダイナミックに作用する点が示された。この相互文化活動では，従

来のような役割が固定された交流学習形態とは異なり母語話者も学習者と位

置付けられ，グループ内の規範はダイナミックに形成されることが期待され

ていた。それゆえ各参与者が持ち込む価値観や意見交換方法は，グループ内

のアクティビティ形成の中で交渉された。使用言語が不自由な場合は，確か

にそれが役割にも影響を及ぼす。しかし Sun のように話し合い活動には参

加が十分できなくても自分が貢献できる役割を見出し，自他ともに認める存

在意義を確立できた例も見られた。各メンバーは，不一致を通し自己を内省

しグループ内での自己の存在意義を確立すべく努力した。この葛藤経験こそ

が多文化社会を生き抜く者へと成長を促す。 

次に，この微視発達レベルの活動経験がメンバーの人生におけるアイデン
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ティティ変容に影響を与えた可能性を示していることは重要な点である。さ

としは途中で意見交換方法の文化的違いに気が付き，強い主導権を持つ相手

の方法に合わせようと努力した。しかし，言動に表出されたスタンスには変

化が殆ど見られなく，相手にも気づいてもらえなかった。「第三の場所」へ

のアイデンティティ変容は重要な点であるが，個人の認知レベルでは変容が

起きても，必ずしもそれが実際の言動に即座に反映され社会的関係に変化を

もたらせるわけではない。さとしがこのギャップに気付いていたかどうかは

データからは明らかではない。しかし，さとしは最終レポートでこの活動に

よって「用心深く謙虚な性格」の自己を認識し，「異文化の人とコミュニ

ケーションを図り相手の文化を知れば知るほど，自分の考えが普遍的なもの

ではなく相対的なものであることに気づく。このことが今回最も実感したこ

とであり，自分をそれぞれの異なる文化や宗教を背景としたグループや組織

に応じて変える必要があるのではないかと考えた」と述べている。さとしは

人生で初めて自分と大きく異なる文化背景の相手との活動に携わることによ

り，この場での自己変容の必要性に気づき，それを内省レポートで言語化す

ることで自己が目指すイメージを描くことができた。Galperin（1992）は，

このようなイメージは外的活動からの内在化を助け自己成長を促すとしてお

り，今回の気づきや葛藤は今後のさとしの人生における成長へとつながる可

能性がある。 

最後に，今回の分析では不一致が生じた背景についての参与者間での見解

の相違が明らかになった。さとしは，Davidのような自己主張を重視する話

し合い方法に合わせようと努力した。しかし，Davidはメンバーの受け身な

姿勢を活動への意欲のなさと受け取り，逆に働きかけを強めることにした。

お互いを尊重することが期待される場においては，このような誤解への気づ

きは，成長を促す重要なきっかけである。ところが，互いに不一致を感じて

いても明示的な話し合いは避けており，誤解されたままになった。 

この点については，今後の相互文化活動の授業設計に示唆する部分が特に

大きい。まず誤解への対策であるが，特定の国の傾向というようなステレオ

タイプの提示ではなく，自身の持つ規範だけで相手の言動を解釈する危険性

や失敗例を示すことが必要である。さらにメンバー間で不一致を感じていて

もそれについての話し合いを避け悪循環を生む点については，内省活動の効



『言語文化教育研究』11（2013） 

301 

果的な促しが必要となる。今回，振り返り活動後のジャーナルで David は

「グループ活動中に不愉快と感じたことはいくつかあったが，メンバー皆と

は良い友達なので正直に発言することができなかった。こういうことは言わ

ない方がよいと思った。でも他のグループも自分のグループが経験した同じ

問題について語っていたから，ああ大変な思いをしたのは私たちだけではな

いんだなぁと安心した。」と述べている。振り返り活動はそれまでとは異な

るグループで行い，比較的精神的ストレスが少ない状況で活動を行うよう設

定していたが，それでも正直に意見が言えない可能性もある。その場合は衝

突は学びへのきっかけである点を事例と共に示すなど，気づきや発言し易さ

を促す工夫が必要である。 

7．結論 

グローバル化社会では，多様な背景の相手と交渉し各状況において双方と

もに快適な関係を構築し，自己を実現・成長させていく能力が求められる。

本稿では，従来のような知識伝達型の言語・文化教育では実現できなかった

このような能力を育成する方法の 1 つとして相互文化グループ活動に注目

し，そのアクティビティ分析から参与者のアイデンティティ変容の可能性を

分析した。相互文化グループ活動を通しメンバーはアクティビティ内の不一

致を認識し，それがアイデンティティの変容へとつながる可能性が示唆され

た。この結果を受け相互文化グループ活動の可能性と意義について確認した

い。 

まず，大きな変容を迫られたのは母語話者の方であったことは，従来のビ

ジター型交流との違いを示しており，日本語で行ってもこのような授業が留

学生だけでなく学部生側にも意義がある点が確認された。また，一学期間と

いう短期間では自己認識レベルでは変容が起きても社会的認知レベルまでは

即座に自己変容できない可能性が示された。しかし自己変容の必要性に迫ら

れる経験は，長期的な成長につながる可能性があり相互文化活動の意義とし

てこのような「きっかけの提供と気づきの促進」が確認できた。 

さらに不一致についてメンバー間では明示的に話し合いがされる訳ではな

く互いに誤解したままになる可能性も示唆された。現実社会では今回の授業
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のような内省活動が求められるわけではなく，誤解が生じ解けないままにな

る可能性はさらに大きいと考えられる。だからこそこのような正課授業の場

であらかじめ経験を積み，衝突の可能性を知り，また葛藤が成長につながる

点を知っておくことは意義があると考えられる。 

今回の試みは特定グループの事例分析ではあるが，知識提供型ではなく実

践型の学びを提供するにあたり，どのような学びが実践されているのかを分

析し，結果を授業設計に活かすサイクルは今後の言語文化教育分野の発展に

欠かせない。この 15 年，多文化共生社会で必要となる言語文化能力の理論

と実践の成長は著しいものであった。今後はその実践検証分析にも重きが置

かれ，活性サイクルを生み出すことでさらなる発展が期待される。 
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