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1. はじめに
語学の知識・技術の習得以外にも、外国語学習を通して得られるものは多い。

昨今、外国語教育はインターカルチュラル能力の視点から見直されている。イン

ターカルチュラルな視点から生まれた日本語・文化学習の一例として、 インタ
ーカルチュラル日本語フィールドスクール、「ドラマティックコミュニティ＠城

崎」を企画、実践した経緯、成果について報告する。本稿の内容は以下の通りで

ある。１）このフィールドスクールの教育的アプローチの核となっているインタ

ーカルチュラル能力の概念、そしてその概念を応用した日本語教育について考

察 、２）城崎で行ったフィールドスクールの背景、３）フィールドスクールの
具体的な実践内容について、 ４）フィールドスクールの成果および今後の課題
について考察、５）結論、の以上である。 成果については、フィールドスクー
ル直後の成果のみならず開催から 1年−2年を経た長期的なインパクトについて
も考察を行う。

2. インターカルチュラルな日本語教育

インターカルチュラル能力の定義は多様である。Deardoff （2006）によると、
個人が持つ知識、技能、態度に基づいてはいるが、異文化環境では自己の考え方

の枠組みを柔軟に変更し、文化的コンテクストに行動を適応させる能力及び効果

的にコミュニケーションを取る能力と定義されている。 Byram ＆Zarate(1997)の
インターカルチュラルコミュニケーション能力モデルでは、インターカルチュラ

ル能力は、言語能力、社会言語能力、談話能力から独立した別個の能力として想

定されている。インターカルチュラル能力は知識、技能、態度の三つの面を持っ

ている。

知識：他と自己の文化についての知識。

技能：1) 他の文化的産物・現象を解釈し、自己のそれと関連付ける技能、 
2)新しい文化的知識、技能、態度を獲得し、それを実際のコミュニケーショ
ンの場で使える技能。

態度：他への好奇心を持ち、他の文化への先入観をたなあげし、自己の文化を

相対化すること。

Byram＆Zarate (1997)等の提唱する外国語教育は、その最終目標を、学習者が
学習言語に関する言語的知識（文法、語彙など）や、その知識の運用能力の獲得

に設定するのではなく、学習者自身の文化と学習言語の文化をつなぐ契機となる

ことを目指す教育である。 筆者は 欧州評議会（2001）が提案する「インターカ
ルチュラル」の概念、つまり、異なる文化の奨励・尊重を目指すだけではなく、
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ともに暮らす者としての共通の思いを育むということを日本語教育の目標と考え

ている。 インターカルチュラルな言語教育は学習者が目標言語･文化を単に受容
するのでなく、学習者自身の言語・文化的背景に基づく先入観を意識するきっか

けをもたらす。この視座によって、外国語教育が異文化接触場面でコミュニケー

ションができる能力を育てること、そして自分自身の発見をも可能にする。日本

語教師として、私は固定された文化観、およびその提示に全く疑問を持たずに長

年学生に「日本では、日本人は、＿＿＿するのです。」といわばステレオタイプ

を強化する役割を果たしてきた。この思い込みを根底から覆したのが、ある学生

の何気ないコメントであった。「日本語の教科書、教材は日本、日本人をステレ

オタイプ的に見せることが多いですね。」この学生は日本にも住んだことがあり、

語学力も中級以上、日本史を専門にしていた。この学生の一言はカナダに居住す

る日本人個人としても、日本語教師としても、私に大きなインパクトを与えた。

日本文化、日本語の特殊性を強調するアプローチはまさに昨今、批判的に指摘さ

れている本質主義的な国民性・文化理論 (別府 1987、佐藤＆熊谷 2011、箕浦
2012) に他ならない。  
	 佐藤＆熊谷（2011）、福島（2011）等が主張するように、インターカルチュラ
ルな視座とは、日本語教育における文化学習は多様なアイデンティティを開発す

る契機である。また、その認識に基づき学習活動を支援する姿勢といえよう。日

本語学習と共起した日本文化学習（価値観、生活習慣を含む広義の文化）とは、 
学習者が親しんでいた文化、世界観を相対化するきっかけをもたらし、自己が無

批判、無自覚であった世界観からの脱中心化を可能とするような文化学習である。 
 
3.	 フィールドスクールの背景 
	 2016年、2017年に日本滞在体験型日本語学習講座、すなわち日本語フィール
ドスクールがカナダ、ビクトリア大学太平洋アジア学科の正式講座として、兵庫

県豊岡市とビクトリア大学太平洋アジア学科との共催で開講された。 
日本海に面した兵庫県最大の市である豊岡市は、「小さな世界都市—ローカル
＆グローバルシティ」を市が目指す都市像として定め、自然との共生、地域の歴

史・伝統文化の継承、文化芸術の創造と享受、多様性の尊重などを小さな世界都

市になるための条件として掲げている。豊岡市の目指すローカルから世界につな

がるという目標に、本フィールドスクールのあり方が合致し、市から多大な支援

を受けた。フィールドスクールの舞台となったのは、豊岡市城崎である。 日本
海に近く、日本屈指の温泉街で有名な兵庫県豊岡市城崎は、大谿

おおたに

川
がわ

沿いに柳や桜

の並木と伝統的な温泉宿が立ち並ぶ日本情緒あふれる街である。その温泉街の一

角に「城崎国際アートセンター（以下 KIAC）」はある。 KIACは、兵庫県豊岡
市が所有、管理する公的施設であり、ここがフィールドスクールのベースとなっ

た。	   
	 ここは、アーティスト・イン・レジデンスと呼ばれる滞在型の創造活動の拠点

として 2014年にオープンした。アーティストは城崎の街で暮らすように長期滞
在し、日常とは異なる空間・環境で、さまざまな国、地域、文化的背景を持った

人々との交流から、芸術創造活動のインスピレーションを得ることができる。日
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本国内外の演劇人、ダンサーなどのパフォーミングアーティストが滞在し、作品

作成、発表のために作られた施設であることから、宿泊施設、キッチン、スタジ

オ、劇場も備わっており、スタッフも常駐している。しかしながら、KIACはパ
フォーミングアーティストのためだけにある施設ではない。アートを広く市民に

楽しんでもらうように、様々なイベントが企画され、市民も気軽に立ち寄れるサ

ロンのような役割も担っている。この KIACの芸術監督を務めるのが、劇作家・
演出家として知られる平田オリザ氏である。平田氏の言語観に共鳴し、氏の脚本

を活用した日本語教育をカナダで長く実践している筆者に、平田氏からビクトリ

ア大学で日本語を学んでいる学生を対象に城崎で日本語講座を開講しないかと打

診されたのが 2015 年であった。豊岡市職員、KIAC のスタッフと相談しながら、
フィールドスクールのカリキュラムを決定し、パイロットとして 2016年に開講
した。フィールドスクールを開講するにあたり、豊岡市と筆者が重視した点は二

点あった。  
	 第一に、日本語を地元コミュニティの人々と接しながら、体験を通して日本文

化に関する知識・技術、およびインターカルチュラル能力も伸ばしていくという

学習形態をとること。 第二に、タイトルの「ドラマティックコミュニティ」に
あるように、学習者が城崎滞在中の振り返りをスキットで表現するなど、ドラマ

的な学習方法をとること。 さらに、「ドラマティック」のもう一つの意味は、
城崎という小さなコミュニティで、言語・文化的背景を異にする学習者と地元の

人々が出会うことは、 お互いが知らずに持っていた先入観を覆す劇的な発見・
経験があるかもしれないという意味でドラマティックという表現を用いた。二つ

の意味での「ドラマ」が 城崎というコミュニティで起こる、つまり学習方法と
日本滞在体験の特徴をフィールドスクールのタイトルに込めたのである。 
 
4.	  フィールドスクールの内容 
  筆者が目指したのは、先に述べたように城崎という比較的小さいコミュニティ
で地元の人々との交流を密にしながら行う イマージョンプログラムであった。
2016年度の初回には、7名の学生が参加した。筆者自身、学生と寝食を共にする
というのも初めて、城崎に滞在するのも初めて、地方自治体との共同事業という

のも初めて、というように全てが初めて尽くしであったため、学生を選ぶにあた

り、日本語能力もさることながら、人柄も重視した。選ばれたのは男子学生 4名
と女子学生 3名。 太平洋アジア学、言語学、地球海洋学を専攻する 3年生と 4
年生。文化背景を見ると、ヨーロッパ系カナダ人が 2名、南米系カナダ人 1名、
中国系カナダ人 1名、中国からの留学生 3名。日本語学習歴は 3年から 5年で、
N2から N3程度の日本語の基礎知識と運用能力を備えていた。2年目に参加した
学生は１１名で、男子学生 5名と女子学生６名。 太平洋アジア学、英文学、言
語学、経済学を専攻する 3年生と 4年生。文化背景を見ると、ヨーロッパ系カナ
ダ人が４名、韓国系カナダ人 1名、中国系・ヨーロッパ系カナダ人 1名、中国か
らの留学生５名。日本語学習歴は 3年から 5年であったが、日本語運用能力は N
２レベルから N4レベルまでと多様であった。 
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	 フィールドスクールに参加した学生はビクトリア大学、ひいてはカナダを代表

する民間大使のような役割を担うわけであったため、日本への出発前に ビクト
リア大学キャンパスで２週間、日本語、特に待遇表現、敬語など人間関係に基づ

く言語表現の復習、またロールプレイ、スキットなどを作らせる応用練習を行な

った。日本で起こりうる異文化接触のシナリオに対するリハーサル的な学習も行

なった。また個人プロジェクトの企画案も準備させた。 「ドラマティックコミ
ュニティ：日本語コミュニケーション講座」というタイトルでハンドブックを用

意し、各学生に配布した。ハンドブックには講座のシラバス、教材、城崎国際ア

ートセンターの紹介、宿泊に関する規則、振り返り用の日記、などハンドブック

を持っていれば他には必要がないと思われる情報、内容を含めた。 
	 城崎滞在中は、毎日さまざまな活動をし、最終日に発表予定であった滞在中の

振り返りを基にしたスキットの発表、及び個人プロジェクトの口頭発表の準備を

進めていった。 
	 滞在中の活動の例として、演劇を通して日本語能力を高める活動のほか、豊岡

市長の表敬訪問、市内観光（日本語による案内あり）、地元小学校児童との協働

演劇学習、地元の中学校での協働学習 。旅館での就労体験、ホームステイ、地
元の魚屋さん指導による日本料理教室などが挙げられる。 毎日の学習活動とし
て、自分自身の文化的および言語的背景を振り返る機会となることも期待し、振

り返りの日記を書かせた。参加した学生同士日々の振り返りを話し合わせるなど、

意識的に振り返りの機会を設けた。 またアーティスト・イン・レジデンスとし
て同時期に KIACに滞在していたコンテンポラリーダンスのグループや人形劇ア
ーティストと交流を持った。特に、ダンスグループは私たちのためにダンスワー

クショップを設けてくれた。最終のスキット発表会では、城崎の住民、ホスト家

族、豊岡市職員以外にも豊岡総合高校の生徒も参加し、発表会後、ビクトリア大

学生と高校生との間で活発に意見の交流があった。このように、地元の人々と密

接に関わる貴重な機会を得ることができた。 
	 日本への出発前に行った日本語復習テスト、個人プロジェクト、スキット作成

及び発表、振り返りの日記、参加態度に基づいて、各学生が評価された。  
 
5.	  フィールドスクールの成果と問題点 
	   学生側からみた成果を検討すると、以下の点がわかった。まず日本語のコミ
ュニケーション能力が高まり、自然に日本語が出てくるようになった。日本語を

聞いたり、話したりするときの緊張度が下がった。あいさつ（自己紹介）を何度

もリアルな場面ですることができ、またあいさつの重要さを実感することができ

た。 
	 豊岡市長から聞いた城崎の伝統と地方活性化の努力についての話が、見学で訪

れた温泉寺住職の話、三木屋旅館のご主人の話とうまくリンクしたためか、学生

たちは難しい内容の話であったにもかかわらず、理解できたようだった。何度も

出てくるキーワードである「伝統」、「街並み」、「地方活性化」などが、学生

自身の振り返りで使われていた。 
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	 初期の軽いカルチャーショック（温泉の入り方、外湯の従業員とのやりとり、

旅館就業体験時のコミュニケーションギャップ、旅館での仕事への期待と実際の

ギャップなど ）を乗り越え、その体験を異文化体験として自己と日本の生活文
化の違い、共通点を認識する契機となった。 
	 地元小学校での演劇ワークショップおよびその後の給食で小学生と長時間にわ

たり接する機会があった。そこでの発見として、女子が大人びていること、外か

らのお菓子などが禁止されていること、ある子供の問題行動に対する先生の対処

の仕方がカナダ・中国とは大きく異なることがあげられた。 
	 学生が最後に発表するスキットの準備中にさまざまな振り返りのポイントが意

識された。たとえば温泉の入り方に関して、温泉での日本人従業員の外国人に対

するコミュニケーションの仕方など、ネガティブなものではあったが、ただ批判

するのではなく、自分の立場と相手の立場を相対的に見ることができていた。ス

キットの内容に関し、地元の人々から批判を受ける覚悟で発表をさせたが、意外

にも好評であった。学生から日本語、英語、中国語による温泉の入り方マニュア

ルの作成が提案された。その提案に応える形で豊岡市の職員から３ヶ国語のマニ

ュアル作成委員会発足が提案され、実際にマニュアルが完成した。 
	 就業体験では個人差はあるが、日本語（特に敬語）と日本文化（所作、料理、

部屋のしつらい）を学ぶことができた。そして「おもてなし」の精神をどのよう

な形で具体化するかを学んだ。たとえば、料理の出し方、庭掃除、お花の生け方、

お抹茶の点て方などを学んだ。1年目の参加学生は城崎の旅館就業体験をきっか
けに、翌年、大学卒業後、城崎の旅館でワーキングホリデー制度を使い、正規の

従業員となった。 このフィールドスクール参加者は、語学の才能を活かし、外
国人観光客担当として活躍したようである。 
	  ホームステイ先では、日本語を使いながら長い間じっくりとリラックスした
雰囲気の中、日本の家庭生活を体験することができた。ホストファミリーと話し

たい！という動機づけにより、日本語の間違いを気にせず話が弾んだようだ。２

泊のホームステイであったが、日本との強いつながりが生まれたようだ。今でも、

SNSなどを利用して、ホスト家族と連絡を取り合っている学生も多い。中には
ホスト家族がビクトリアを訪問し、学生の家に宿泊したケースもある。 
学生間のゆるやかな連帯が生まれた。固定したグループではなく流動的なグ

ループダイナミックスが観察された。同じ文化・言語背景同士が固まるわけでも

なく、時折一人で行動するのを好む者もいたが、孤立する者もいなかった。 
  参加学生にフィールドスクール直後と１年後に、フィールドスクールに関する
簡単なフィードバックを要請した。直後も 1年後のフィードバックも、フィール
ドスクールの全体的な評価としては、非常にポジティブだった。例えば、短期間

に盛りだくさんの内容が詰まっていて充実しており、日本語を日本語話者と自然

なコンテクストで話す機会が多く、日本の人と深い人間関係を築けた、さらに参

加学生間にも友情が芽生えた、というような声が多かった。 言い換えると、フ
ィールドスクールのカリキュラムデザインが効果的かつ効率的であったこと、日

本語コミュニケーション能力を伸ばす機会が多かったこと、さらにインターカル
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チュラル教育の面からも、文化的背景を異にする人たちとも「共に生きる」同士

としての意識が芽生えたこと、の三つの大きな成果があったと言える。 
	 豊岡市、特に城崎の地元の方々にも、ビクトリア大学生との関わりについて非

常に好意的なコメントをもらった。たとえば、	外国の、また大学生という若い

世代が見た城崎について、率直な意見を聞けたことは貴重な経験であった。小さ

な世界都市を目指す豊岡市にとっては参考になると思う。また、オズマン君（1

年目の参加学生）のようにその後も旅館で働いたり、アレックス君（1年目の参

加学生）のように、城崎のことを気に入って翌年も訪れてくれたりしたことはと

てもうれしく思った。またアレックス君は、食事処のメニューの中国語訳の作成

について親身になって相談にのってくれ、長いやり取りの後中国語のメニューを

完成させてくれた。	

   豊岡市との関係がこのフィールドスクール運営だけにとどまらず、波及効果が
あるという点について述べる。豊岡市は小中高レベルで英語のコミュニケーショ

ン能力発達を目標としている。2016年に、筆者は豊岡市教育委員会にビクトリ
アでの ESL短期研修について相談を受け、ビクトリア教育委員会（School 
District 61）が運営する英語キャンププログラムを紹介した。翌年の 2017年から
毎夏、豊岡の公立高校生徒がビクトリアで英語研修を受けている。高校生がビク

トリア滞在中に、ビクトリア大学案内も行い、引率の先生とも語学教育に関する

意見交換を行っている。	  
	 反省・改良点としては以下の点が挙げられる。 
   第一に、ビクトリア大での出発前セッションを充実させる必要がある。特に敬
語の復習、成句、あいづちなどの復習を徹底する。またスキット作りをもう少し

練習しておいたほうがよいと思われる。 
	 第二に、ビクトリア大学で生活文化のオリエンテーションをもう少し丁寧に行

う必要がある。たとえば、おふろの入り方、和室の使い方、時間の感覚（待ち合

わせに遅れない）、協働精神（自発的に手伝う）、ホストファミリーへのおみや

げを用意することなどである。 
	 第三に、学生を受け入れる旅館へのお願いを明文化する。 
受け入れ旅館と学生の顔合わせがもう少し長いとよかった。短くてもいいので、

旅館組合が簡単なオリエンテーションをするといいのではないかと思った。たと

えば、旅館の仕事にどんなものがあるのか、「おもてなし」とはどんな形でなさ

れるのか、などについて具体例を挙げて説明されるとよいのではないだろうか。 
	 最後に、ホームステイは非常にうまく行ったが、前もって名前、メールアドレ

スなどがわかっていたら、ご挨拶メールをまず送って自己紹介しておくと対面し

た時のコミュニケーションがよりスムーズに進むと思われる。 
 
6.	  結論 
	 さて、2016年、2017年と豊岡市との共催で行なった城崎でのフィールドスク
ールは、日本語の能力以外にもインターカルチュラル能力を伸ばすことができた

のであろうか？ 
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  フィールドスクールの成果をインターカルチュラル能力の面から数量的に測る
ことはしなかったが、学生自身の振り返りと教師の観察に基づく質的な評価をす

ると、学生にとって非常に有意義な経験であったと結論づけられる。たとえば、

学生は、自己と滞在先の文化を相対化できるようになっていた。これはインター

カルチュラル能力の重要な面である。 
  フィールドスクールは、学生にとって非常に意味のあるインターカルチュラル
な経験であったが、改良の余地は大いにある。今後の課題としては、二点挙げら

れる。第一に、 インターカルチュラル能力を伸ばす短期日本滞在型研修という
観点から、日本語プログラムをどのように構築し、運営したらいいのかという課

題である。第二に、日本の地方自治体との協働プロジェクトの企画・運営という

観点から、日本語プログラムをどのように構築し、運営したらいいのかという課

題である。 
	 第一の課題に対し、短期日本滞在型プログラムの利点と問題点を分析し、より

効率的、効果的なカリキュラムデザインをする必要がある。さらにインターカル

チュラル能力を伸ばすようなプログラムデザイン、またインターカルチュラル能

力をどのように測るのかについても検討する必要がある。日本語話者とのインタ

ーカルチュラル協働学習の可能性を分析し、その分析結果に基づくプログラムの

作成も試みたいと考えている。 
	 第二の課題は、カナダの大学と日本の地方自治体との協働というあまり前例の

ない試みに関するものである。 カナダで教育の実践者として生きてきた筆者と
日本の行政に関わる人たちの間での意見のすり合わせをもっと十分にするべきで

あったという反省から、地方自治体との共催の利点と問題点を分析し、関係者み

んながある程度、納得できるような共催のあり方を模索する必要があるだろう。 
	 しかし、どうやったら意見のすり合わせが十分にできるようになるのだろうか。

平田オリザ氏が著書、『わかりあえないことからーコミュニケーション能力とは

何か』で述べていることにヒントがありそうだ。「わかりあえないところから出

発するコミュニケーションというものを考えてみたい。そしてそのわかりあえな

い中で、少しでも共有できる部分を見つけたときの喜びについても語ってみた

い。 」（5）このようなオープンな態度を保ちつつ、すり合わせをしていくこと
で、この課題に答えは出るのかもしれない｡ 平田氏は、多様な価値観を持つ人同
士が物事を決めていくのに必要なのは「協調性」ではなく「社交性」であると提

起している。多様な価値観を強制的に一つにすることは望ましくない一方で、意

見のすり合わせを永久にするというのも現実的ではない。そこで、お互いが妥協

し、説得し、納得しつつ、なんらかの結論を出しながら、私たちは安定した社会

を築こうとしている。異なる価値観を持った人たちがどうにかしてうまくやって

いくには、「社交的」な手腕が必要である。（平田 2010, 155） 
	 平田氏によると、ある共同体や人が「異なる価値観」に接したとき、そこにド

ラマが生まれる。演劇は常にこのような構造を必要としている。そしてこうした

演劇の構造の中で要求される話しことばは「対話」である。「対話」とは知らな

い者同士の情報交換や、異なる価値観を持つ者同士が分かり合うために価値観の
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すり合わせをする際のことばであり、親しく、察し合える者同士の「会話」とは

違うものである。 
平田氏の日本語教育に関する考察は、日本語教師にとって非常に示唆に富んで

いる。外国人は日本に来ると一旦他者になる。その時一番必要となるのは分かり

合うための「対話」の能力である。平田氏は「対話」こそ、外国人にとって最も

必要なスキルなのだと述べているが、演劇というフィクションの中で用いられる

「対話」を活用することが有効なのではないかと、日本語教育の中での演劇の果

たす役割について論じている。 
フィールドスクールの場で、ビクトリア大学生たちは「異なる価値観」に出

会い、知らない者同士の情報交換や、異なる価値観を持つ者同士が分かり合うた

めに価値観のすり合わせをする機会、つまり「対話」の必要性を、嫌が応もなく

突きつけられたわけである。筆者自身も日本での生活よりカナダでの生活が長く

なってしまった今、このフィールドスクールを通し、自分がいかにカナダ化し、

日本的な価値観から遠ざかってしまったということに気付かされた。 筆者にと
っても、「対話」の必要性を、嫌が応もなく突きつけられたインターカルチュラ

ルでドラマティックな日本滞在体験であった。  
このようなフィールドスクールは場所、形態を変えても。今後長期的に継続

していきたいと考えている。インターカルチュラルな日本語教育の試みとして、

反省点を踏まえ、より良いプログラムとして成長していくように努力する所存で

ある。 
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