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ホス トの ソー シ ャル スキル学習 セ ッシ ョンに関す る研究 ノー ト :
予備 的 セ ッシ ョンの実施
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要約
留学生 と対人関係 を築 く日本人ホス トを対象 に した､異文化 間ソーシャルスキル学習が､小 グルー
プによるセ ッシ ョン形式で試行 された｡セ ッシ ョンの流れは､参加者か らの意見聴取 による課題場面
の設定､ 1回目ロールプ レイの実施､参加者の討論 と講師による説明､ 2回 目ロールプレイの実施､
参加者 による振 り返 りと講師か らの解説であった｡セ ッシ ョン中の発言記録､及びセ ッシ ョン後の記
錬用紙 ･評価用紙への 自由記述 について検討 した結果､対人関係形成 に関わる認知行動的な学習が行
われ､異文化 間の対人的接触で必要 となるソーシャルスキルの獲得が進 んだことが分かった｡参加者
は､認知的には､相手の持つ異文化性 をより意識するようにな り､行動的には､相手が 日本文化 と相
手文化 との違い を理解で きるように配慮 したコミュニケーシ ョンを心掛 けるようになっていた｡具体
的には､文化的な規範 を説明す るときは､相手が納得で きるような理 由を付加す る､ 日本文化の基準
に照 らせ ば受 け入れ られない行動が実施 されている場合 は､その事実 と実施 による相手へのインパ ク
トを説明す る､相手の文化的な基準 を理解 しそれを尊重 しなが ら話す､非言語 コミュニケーシ ョンを
効果的に取 り入れて行動す る等である｡

は じめに
高等教育のグローバル化の時代 を迎 え､ 日本の各大学では､海外 か らの留学生数が増大 している｡
これは､大学の 日常生活場面で､異文化 間の対人接触が以前 よりも頻繁 に行 われるようになっている
であろうことを意味する｡留学生 を迎 え入れるホス トである日本人が どの ように留学生 と接 し､村人
関係 を構築 してい くべ きかについては､議論が活発 になされて きた とは言い難い｡ゲス トとホス トの
対人関係形成 に関する研究は､多 くの場合､ゲス トである留学生側 に焦点があて られ､留学生の異文
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｡ホス トについては､ホス
化適応 とい う観点か ら取 り上げ られて きたのが現状である (
高井 ,1
トファミリー として留学生 を家庭 に招 き入れるにあた り必要な条件 や心得 を指摘 した ものや (
多田 ,

5
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､ホス トファミリー として留学生 との コミュニケーシ ョンを円滑 にす るスキルについて研究 し
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た ものがある (
藤野 ･田中 ,2
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｡前者 は､心構 えや認知的対処等 に焦点 を当てた ものであ り､後
者 は､具体的､実践 的な行動スキルの獲得 にも焦点 を当てているが､いずれ も家庭場面 とい う限 られ
た場での関係性形成が取 り上げ られている｡だが､留学生が 日本での社会生活 を送 ってい く上で最 も
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困難 を感 じるのは､異文化性 に起 因す る日本人ホス トとの対人関係 である とい う 佃 中 ･藤原 ,1
それはホス トファミリー との関係 にとどまるものではな く､周囲の 日常的に関わる日本人 との関係 を
広 く含 んでお り､大学 レベルの留学生であれば､ 日本人学生 とのつ きあい方 も当然問題 となって くる｡
対人関係が双方向的な ものであることに鑑みると､留学生の困難は､同時 に日本人ホス トにとって
の留学生 との対人関係形成上の困難 とい う面が指摘で きる｡ しか しなが ら､留学生 と接す る日本人ホ
ス ト側か らの異文化接触問題 を取 り扱 った研究は過去 において極 めてわずかで､ホス トとゲス トの間
の異文化接触問題が発生 した場合の責 は､留学生側が異文化不適応 とい う名の課題の下に､引 き受 け
て きた構図があるかの ように見受 け られる｡対人関係が相互作用 か ら成 り立つ ことに着 目す るなら､
異文化滞在者である留学生の問題 を､受 け入れ側である日本人ホス トの側か らの視点 を加 えて捉 え､
両者が相互の営みをより良い ものに していけるよう考 えてい くことを通 じて､留学生 とホス トが より
良い関係 を育んでい くことを目指す方が効果的ではないか と考 える｡そのためには､異文化 間教育的
な観点か らホス トを支援 してい くとい う視点が必要 になって くる もの と思われる｡ホス トへの支援 と
しては､例 えば 日本人の学生や大学ス タッフ､留学生関係者の国際感覚 をより高め､対応能力 を向上
させてい くことに役立つ ような教育的試みを考 えてい くとい う方法が考 えられる｡留学生 にとっては､
日本社会 に適応 しやすい環境が人的環境の面か ら提供 されてい くことに も通 じる｡
本稿では､留学生支援 ボランテ ィアとして留学生 と接する日本人ホス トを対象 に､ ソーシャルスキ
ル学習 を実施 したセ ッシ ョンについて報告 を行 う｡留学生支援 ボランティアを今 回のスキル学習の対
象 としたのは､ 自主的に留学生支援 のボランティア活動 に参加 しているグループであるため､異文化
学習への動機付 けの高い ことが予想 されること､ また異文化対応能力の向上へのニーズが見込 まれる
ためである｡ ソーシャルスキル とは､対人関係 をすみやかに成立 ･維持 ･発展 させ るための認知 ･行
動的な技能 を指 し､ ソーシャルスキル学習 とは､ これ らの技能 を向上 させ るため､臨床社会心理的な
枠組か ら､セ ッシ ョン形式で実施 される学習の方法 を指す｡実際の場面 を想定 したロールプレイを模
擬的 に実施す ることを通 じて､参加者 は現実の場面で効果的 と思 われる対応方法 を学んでい く｡行動
の機会 と実施の意志があれば､ ミニチュア的空間で学んだことを現実の社会で使 って､体験的な理解
を深めてい くことがで き､教室か ら実地へ と場 を広 げて異文化交流の学習 を進めてい くことがで きる
(
田中 ･中島 ,2
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)
｡ ソーシャルスキル学習は､臨床心理的 な適用例 では統合失調症や うつ病 な ど
の病理状態 を抱 えた人に適用 されているが､教育 目的での適用 も多 く､少年院での矯正教育や小学校
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｡異文化滞在者の文化学習 に活用 してい
での 日常的な教育活動の中での適用例 もある (
田中,2
くとい う､異文化 間ソーシャルスキル学習 としての実施 は､ これ まで在 日留学生 を対象 に､ホス トと
の対 人関係形成の促進 を期待 して実施 された例や (
田中 ･中島,2
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､留学生 とホス トの混合 グルー
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プを対象 に して実施 された例がある (
高演 ･田中,投稿 中)｡但 し､受 け入れ側 であるホス トのみ を
対象 にして実施 された試みは､
過去 に研究報告の例がない｡ホス ト‑の異文化 間教育 とい う設定で ソー
シャルスキル学習 を取 り入れた本稿 のセ ッシ ョンは､今後のホス ト教育の形 を提案 してい く意味合い
を持 った ものである｡本稿 は､ホス ト教育セ ッシ ョンの開発投階 における､試行の実践報告である｡
短時間の簡易セ ッシ ョンを実施 しなが ら､その骨格 となる構成 をまとめ､参加者の反応やロールプレ
イパ フォーマ ンスについての 自己評価 を通 じて､今後のセ ッシ ョンの実施方法 についての手がか りを
探 ってい こうと考 えている｡

方法
･セ ッシ ョンの設定

A大学の学内における､留学生支援 ボランティア団体 Bの研修会 として設定 された｡ 日本人学生
向けの勉強会の一環 として､その団体 によって企画 された ものである｡ 本セ ッシ ョンは､ 日常的な
留学生への対応 を改善 させ る目的で設定 されている｡そのため､参加者が 日頃留学生 と接す る中で､
実際 に体験 したコミュニケーシ ョン上の困難が含 まれた場面 を､課題場面 として選定 した｡実際 に
ロールプレイを行 うとい う方法で､現実的な場面 における解決方法 を体験的に学習す ることに した｡

･実施時期

2006年 6月 と2007年 5月｡各年度 ごとに週 1回､ 2過連続 して実施 した｡すなわち各年
2回ずつ､セ ッシ ョンが行 われた｡ 1回のセ ッシ ョンの時間は約 30分｡各年度 は独立 して

実施 されていたが､ホス トが留学生 に対応するにあた り､有効 なソーシャルスキルを学習
す るとい う共通の コンセプ トで実施 されていたため､本稿 では 2年分 をまとめて報告す る｡
･参 加 者

2006年度､2007年度で参加者 は異 なるが､両年度 に渡 り参加 している学生 も存在 した｡

参加者の構成 については以下の とお り (
注 1)0
Ⅰ.2
006年度
1回目

団体 Aのメンバー 6名
留学生 との交流歴

(
学生ボランティア 4名､一般市民 ボランティア 2名)

2年 :1名､ 5年 :1名､ 7‑ 8年 :1名､不明 3名｡

2回目

学生 ボランティア 4名､一般市民 ボランテ ィア 1名)
団体 Aのメンバー 5名 (

Ⅱ.2007年度

1回目
団体 Aのメンバー1
3名 (
学生 ボランテ ィア1
2名､一般市民 ボランテ ィア 1名)

(
1
1
7)

76

ホス トの ソー シャルスキル学習 セ ッシ ョンに関す る研 究 ノー ト :予備 的セ ッシ ョンの実施

奥西 有理 ･田中 共子

2回目
団体 Aのメンバー 9名

(
学生ボランティア 8名､一般市民 ボランテ ィア 1名)

注 2)､ ビデオ記録係 1名､2007年 2回 目には演技 の相手役
･ス タッフ 司会 ･進行役 の講 師 1名 (
注 3)｡セ ッシ ョンが実施 されたセ ミナー室の一角 にビデ
として講師補佐 の 日本 人 1名 (
オカメラを設置 し撮影 した｡ ビデオ記録は研修の流れ に即 して部分的 に行 われている｡

･セ ッシ ョンの概略
セ ッシ ョンの流れについて､表 1に示 した｡最初 にセ ッシ ョンの方法が説明 された｡続いて体験
の聞 き取 りを行いなが ら練習課題 を設定 して､その課麓 を巡 ってロールプレイとフィー ドバ ックと
を繰 り返す｡個人が演技 を行 うごとに拍手でね ぎらう｡ フィー ドバ ックは否定的なものではな く､
肯定的な ものを募 る｡指導者 は試行 を励 まし､パ フォーマ ンス を賞賛 してい く｡肯定的な空気の中
で 自由に行動 を試 して もらい､
社会的賞賛 を与えることで､当該 の行動 に関する社会的強化 をはかっ
てい く狙いを持 っている｡ こうした ミニチュア空間での試行 は､行動 リハーサル としての意味 を持
つ｡更 に質疑 を通 じて､疑問 を解消 した り発展的な知識 をつけた りしてい く｡現実場面での社会的
文脈 に即 した実践が推奨 され､般化が期待 される｡
表 1.セッションの流れ
ソーシャルスキル と学習方法の説明

対人行動上の困難の把握 (
アンケー トや口頭 による聴取)

学習課巷の選定 と課題場面の具体的な設定

ロールプレイ 1回目の実施

参加者同士 のフィー ドバ ック､正の強化､討論､解説

ロールプレイ 2回目の実施

ビデオ録画の再生 を活用 した振 り返 り､正の強化､討論､解説

学習のポイン トと実施上の注意 などの まとめ
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･各セ ッシ ョンの具体 的な様子

2
0
0
6年度の初回 と第 2回 目のセ ッシ ョンを､それぞれセ ッシ ョンの06‑1
､06‑
2とし､2
007年度分 を
1､07‑
2とす る｡各セ ッシ ョンで用いた課題場面 は､各 セ ッシ ョンで 1つずつ､合計 4つあ
同様 に07‑
るが､以下では便宜上､実施 された順 に課題 1か ら課題 4とい う通 し番号 を付 けて記す｡課題場面 を
表2 に示 した｡セ ッシ ョンの具体的な手続 きは､以下の通 りであった0

表 2.各セ ッションで参加者 か らの意見聴取 に基づ き設定 された課盈場面

2
0
06年度
1回日

【
課題 1】 映画の待 ち合 わせ をして一緒 に映画 を見 に行 く時 に､ どの ように集合時間 と
場所 を伝 えるかo

2
0
2
06
回目
年度

【
課題 2】 映画の待 ち合 わせ に 1時間遅れて きた留学生 にどの ようにクレームを言 うかo

2
0
07
年度
1回目

【
課題 3】 ボランテ ィアメンバー以外の 日本人は話 しか けて きて くれない､ と不楠 をも
らす留学生 にどう対応す るかo

2
0
2
07
回日
年度

なっているのではないか と気 になったoその気持 ちを相手 に表現 して よいか､
【
課題 4】 バーベキューの手伝い を依頼 し､留学生が引 き受 けて くれたが､実 は負担 に

セ ッシ ョン0
6‑
1
､0
6‑
2
最初 に､留学生 と付 き合 う中で遭遇 した困難場面 について尋ねた｡参加者への事前 アンケー トに基
づ き､ 2つの課題場面の設定 を行 った｡今 回は文化差が しば しば観察 され トラブルが起 きがちな､時
間感覚の差 に基づ く行 き違い について取 り上げた｡難易度の異 なる 2場面が設定 され､難易度の低 い

6‑1
､高い方 を次 回の0
6‑
2で使用 した｡課題 1 (
難易度低) は､時間に遅れて くるとい う
方 を初回の0
難易度高) は､実際 に留学生が時間に
トラブルの防止 を考慮 した伝達方法 を工夫する場面､課題 2 (
遅れて来て しまうとい う トラブルが発生 した後での対応場面であった｡時間感覚のずれ とい う原 因は
同 じだが､既 に事態が発生 している課遺 2の方が､否定的な感情 も強い ことか ら､難易度が高い と考
えられた｡
続 く進行の手順 だが､セ ッシ ョン0
6‑1
では､課蔑場面 1について､ 1回目のロールプレイを行 い､
パ フォーマ ンスについて良い点 と工夫 出来る点 について意見 を出 して もらい､講師か ら意見の整理 と
解説 を行 った｡続いて 2回目のロールプレイを行い､ 1回目と 2回目のパ フォーマ ンスについて ビデ

6‑
2
オ記録 を流 し､チェ ック した後､講師か らまとめの解説が行 われた｡次週 に行 われたセ ッシ ョン0
も､0
6‑1と同様の流れで実施 された｡文化 による時間感覚の違い とその トラブル予防､ トラブル対応
について取 り扱 ったこれ ら 2回のセ ッシ ョンでは､異文化間ソーシャルスキルの重要性 と実施上の注
意 について､最後 に説明がなされた｡
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セ ッシ ョン0
7‑
1
､07‑
2
最初 に､参加者か ら口頭で､留学生 と付 き合 う時 どうしたらいいか分か らなかった経験 を聞 き取 り､

1
では､留学生が 日
それに基づいて､その場で講師による課蓮場面の設定が行われた｡セ ッシ ョン07‑
本人のふるまいを誤解 している場合 に､それを説明 して事態の解決‑導 くとい う場面 を取 り上げた｡
これ を以下､課題 3 とする｡そ こではまず､場面設定の基 になった体験 を話 した参加者 に､講師を相
手 に 1回目のロールプレイを行 って もらい､そのパ フォーマ ンス について他の参加者か ら､良かった
点や工夫で きる点 について意見 を出 して もらった｡引 き続 き､同 じ人物 による 2回目のロールプレイ
が行 われ､ 1回目のパ フォーマ ンス との改善点 につ き意見聴取が行 われ､最後 に講師か ら意見の まと
め と行動の要領 についての説明が行 われた｡
セ ッシ ョン0
7‑
2の課題は､以下の とお り｡行事の手伝いを留学生 に頼 んだところ､留学生が引 き受
けて くれたが､負担 になっていないか心配だったため､｢
大丈夫ですか ?｣ と聞 くのだが､相手の負
担感 を気 に してそ う尋ねること自体､相手の文化 に照 らす と失礼 にあたるのではないか と気がか り
だった､ とい う体験 について取 り上げた｡相手への心配や気兼ねを抱 えている時に､その気持ちをど
う表現 し､相手 に伝 えてい くかについて場面設定がなされた｡基 になったエ ピソー ドを報告 した者が
最初 に､続いて他の者 2名の､合計 3名の参加者が 日本人学生役 となって､講師補佐 を相手の留学生
役 として､それぞれ 1回目のロールプレイを行 った｡講師が､留学生役の方 に､ロールプレイで相手
の対応 にどんな感 じをもったか､確認 していった｡続いて､良かった点や工夫で きる点 についての討
論が行われ､ この ような場合のコミュニケーシ ョンのコツをまとめた｡最後 に､講師がロールプレイ
の例 を示 した後､ 1回目と同 じ演技者 3名が､ 2回目のロールプレイを行 った｡周囲で見ていた学生
に意見 を尋ねた後､講師か らまとめの解説が行われた｡

･セ ッシ ョン後のアンケー ト実施
セ ッシ ョン中にも対話方式で感想や コメン トを聞いてはいるが､それ とは別 に､各回セ ッションの
終わ りにまとめ として記入用紙 を配 り､参加者による学習の自己評価 を記 して もらった｡セ ッシ ョン

0
6‑
01
､0
2では､各回が修了 した段 階で､ 2回目のロールプレイの方が よ くなった点 (
パ フォーマ ン
スの評価)､今後 どうや りたいか (
今後の行動化‑の意志)､ とい うセ ッシ ョン中及びセ ッシ ョン後の
行動 に関わる 2点 を､ 自由記述形式 で答 えて もらった｡セ ッシ ョン07
‑
01
､0
2では､0
6シリーズで用
い られたの と同 じ設問に加 えて､セ ッシ ョンか ら何 を学んだか とい う､すなわち学習内容 についての
認識 も､自由記述形式で尋ね られた｡セ ッシ ョン後のアンケー トの設問 を､表 3に示 した｡
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表 3.セ ッション後アンケー トの設問
セ ッシ ョン06‑
01､06‑
02 (
2
0
06年度実施)

Ql. 1回 目と 2回 目のロールプレイで どこが変わった と思いま したか ?
Q2.実際にやるときには､ どうしようと思い ますか ?
01､07‑
02 (
2
007年度実施)
セ ッシ ョン07‑
Q l. 1回目と 2回日のロールプレイで どこが変わった と思いま したか ?
Q 2.実際にやる ときには､ どうしようと思い ますか ?

Q3.全体 を通 して何 を勉強 した と思い ますか｡ どう生かせそ うですか｡他､感想 をお願い します｡

結果 と考察
セ ッシ ョンへの参加 によって､参加者の認知行動面 にどの ような変化が見 られたのか､セ ッシ ョン
中の様子 を紹介 しなが ら､以下 に報告す る｡セ ッシ ョン中の発言やセ ッシ ョン後の記録用紙への記載
内容か ら､学習上の効果 を読み取 る上で注 目される部分 について､特 に焦点 をあて検討 を加 えてい く｡

･セ ッシ ョン中の発言か ら見たセ ッシ ョンの効果

01
セ ッシ ョン06‑
｢
時間感覚｣ とそれに基づ く規範の問題 を取 り扱 った初回 となるこのセ ッシ ョンでは､ まず､難易
度の低い もの として､時間に遅れてこない ように相手 に伝 えるとい う場面が設定 された｡待 ち合 わせ
の時間厳守 を相手 に伝 えた上で念 を押す､ とい う行動の練習 をす る とい う課題設定が説明 された｡全
月の参加者が順 に 1回目のロールプレイを行 い､パ フォーマ ンス をふ り返 る討論 を行 った後で､ 2回
日のロールプレイが行 われた｡本 セ ッシ ョンでは､学生の討論や講師の説明の部分 についての ビデオ
撮影は行 われていなか ったため､詳細 なや りとりの記録 を報告す ることはで きないが､記入用紙 によ
る参加者の自由記述 は､他 のセ ッシ ョン同様 に残 されている｡講師の まとめの発言 は一部撮影 されて
いるが､そこでは 1回 目及び 2回 目のロールプレイのパ フォーマ ンス について､ 日本での時間に関す
る規範 をうま く伝 えられるようになった者がいた旨が述べ られている｡｢3時 と言 って時間を決めた ら､
その前 までに来てお くのがいい｣ といった ような､社会的に高 く評価 される行動 についての解説 も行
われていた｡

セ ッシ ョン06‑
02
｢
時間感覚｣ とそれに基づ く規範の問題 を取 り扱 った第 2回目となるこのセ ッシ ョンでは､第 1回
目よ りも難易度の高い場面が設定 された｡約束 に 1時間遅れて きた留学生 に､ どの ような対応 をす る
か とい う場面設定がなされた｡文化 の違 う人同士の間では､感覚や価値観の違いか ら トラブルが起 き
ることはよ くあるが､実際起 きて しまった場合､ どの ように説明 した り交渉 した りす るのかを練習 し
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てみたい､ とい う狙いが説明 された｡
1回目のロールプ レイの後､お互いのパ フォーマ ンスの良い点 について意見 を出 し合 った｡｢
約束

を守 らなかった ら大変失礼 にあたる｣とい う言葉 を出 したことで､
約束 を守 らない ことが 日本人にとっ
て どうい う意味 を持つのかが伝 えられた とい う意見､一方的に主張するのでな く相手 に遅れて きた理
由を聞 くとい う配慮が出来ていた とい う意見､笑顔でソフ トな話 し方 をす ることで相手 に肯定的な非
言語的メッセージを与 えた点 に好感が持てるとい う意見が出 された｡講師か らは､相手 にとって納得
で きる理由を付 して 日本文化でのルールを説明す ること､要望 を率直 に伝 えること､常識がずれてい
る場合 はそのことについての確認 を取 ること､怒 りの表明か ら入 らず心配 していた とい う気持 ちを伝
えること､押 しつけが ましくならない物の言い方 を工夫す ること等､行動の要領や指針が伝 えられ､
手間 と時間をかけて コミュニケーシ ョンをすることが不可欠である旨が説明 された｡
2回目のロールプ レイの後 にも､ まとめが行われた｡穏やかな言い方､説明､確認 を取 ることの大

切 さを重ねて意識 した上で､異文化の人 との間では話 し合いなが ら妥協点 を見つけるように してい く
のが よいだろうとい う提案がなされた｡例 えば､ 3時に来 ることが どうして も無理な留学生 に対 して
は､ 日本のや り方 を無理や り押 し付 けるのではな く､一歩譲 ってせめて 3時半 までに来るように言っ
た り､自力で 4時 までに直接集合場所 に来て もらうのはどうか､ といった柔軟 な代替案 を出すなど､
相手のや り方 との中間点 を探 ってい く方法 もあることが説明 された｡

01
セ ッシ ョン07‑
まず､
留学生 と上手 に付 き合 うためにはどうすればよいか､ロールプレイをしなが ら探 ってみるセ ッ
シ ョンであることが説明 された｡参加者か ら順次口頭で出 された､留学生 との対応 に困った場面 に関
する報告の中か ら､今 回の学習セ ッシ ョンで取 り上げて練習で きそ うな ものが選 ばれた｡｢日本人が
自分か らは話 しかけて くれない｣ とい う悩みを持つ留学生 にどう答 えるか､ とい う課選場面が設定 さ
れた｡ 1回目のロールプレイ後の討論では､参加者か ら､効果的なコミュニケーシ ョン方法 について
の気づ さに関する意見が交換 された｡話 し方がゆっ くりの方が留学生 にとっては分か り易いのではな
いか とい う意見や､学食で 日本人に話 しかけてみるなど現実的にで きそ うな提案 をしてみた らいいの
ではないか とい う意見､友達 にな りたい と思 った ら自分か ら積極 的に話 しかけてみるよう励 ましや勇
気付 けの言葉 をかけてみてはどうか､等の意見があった｡ また､ 日本人は自分か ら話 しかけることは
得意ではないか もしれないが､話 しかけてみたい とい う気持 ちはあるとい うことや､留学生への興味
や交流への関心は持 っているとい うことを説明 してあげたらよい といったような発言 もあ り､ 日本人
の考 え方や気質を説明することで､相手の理解 を促す とい う対応が提案 された｡

2回目のロールプレイでは､留学生 と比べ ると､ 日本人は自分か ら話 しかけることがあまり得意で
はないか もしれない､ とい う傾向について､ より丁寧 に説明 されるようになっていた｡ 1回目と 2回
目のパ フォーマ ンスの向上点 を尋ねると､ロールプレイの当事者の学生 は､ 自分か ら話 しかけるのが
71
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苦手 とい う日本人の性格みたいなものを相手に分かって もらうことが効果的だ と考 えたので､そ う言
うように してみた､ と答 えた｡ また､他の学生か らも､ 2回目の方が相手 に安心感 を与えていた とか､
留学生が 自分か ら話 しかけてみた方が よいか もしれないことの理由が説明で きるようになって良かっ
た と思 う､ といった意見があった｡講師か らは､以下の説明が加 えられた｡留学生か ら見て期待通 り
にいかない現実 に､留学生 自身が フラス トレーションを抱 えているような場面で､ 日本の文化 にも留
学生の文化 にも通 じているような日本人が､文化的葛藤の ｢
謎解 き｣ をしてやること､いわば文化的
な仲介者 になることが､留学生 にとって身近な存在である日本人支援者 としての大事 な役回 りであろ
うことが説明された｡そ して､過去の調査 を見て も､ 日本人の方が語学の未熟 さを必要以上 に気 に し
て留学生 に話 しかけないことを､留学生は日本人が 自分たちに関心が なかった り､嫌いだ と思 ってい
た りする とい う指摘があることが､説明 された｡ 日本人 と留学生 との間で､相互の交流が うま く行か
ないことについての原因認知のズ レが生 じているが､ この ようなズ レの存在 を知 った上で､文化の仲
介者 としての役割 を果た していけば､異文化滞在者の不安 を減少 させてい く役 に立つ と説明 された｡

7‑
0
2
セ ッシ ョン0
前 回のセ ッシ ョン0
7‑
01の冒頭で､参加者の一人か ら口頭で述べ られた困惑体験 の中か ら､前回 と
は違 った例 を取 り上げて練習課題が設定 された｡行事の手伝 いを留学生 に頼 んだ とき､その負担感が
気 になる場合 には どうした らいいか とい う課題設定である｡講師補佐 に留学生役 になって もらい､事
例 を提供 した学生 を含 む 3名の学生 に､留学生 に行事の手伝いを頼みなが ら対話す る､ とい うロール
プレイを行 って もらった｡初回のロールプレイの後 に､ まずは､留学生の立場 に立 った場合 どういっ
た面が良かったと思 うかを尋ね､次 に､ どの ようにした らもっと良 くで きると思 うかを尋ね､ロール
プ レイを観察 していた他の学生か らの意見 を募 っていった｡相手の負担感 に対 して直接､｢
大丈夫で
すか ?｣ とい う言葉で尋ねた対応が良かった とい う意見や､誘 う時に楽 しそ うに､軽い雰囲気で誘 う
と良いな どの提案がなされた｡講師か ら､｢
大丈夫ですか ?｣ とい う言葉で直接相手 に気持 ちを伝 え
ようとすること自体 は良い考 えであろうこと､大丈夫か どうか聞 くこと自体が失礼 にあたるか どうか
気がか りな場合 は､そのことについてス トレー トに聞 くこともで きる とい う助言があった｡

2回目のロールプレイは､講師によ り､講師補佐 を相手 に見本が示 された｡｢
大変 なこと頼ん じゃっ
て大丈夫か しら ?｣ とか､｢
大丈夫 とか開いちゃって､失礼 にならなかったか しら ?｣ と､負担感 に
ついて､あるいは負担感の有無 を尋ねたことが､失礼 にあた らないか確かめるための発言のバ リエー
シ ョンが参加者 に例示 された｡そ して､ もし自分が気 に していることがあれば､｢あなたの国では失
礼 にあたる ?｣ と直接尋ねることも､取 りうる対応方法の一つであることが解説 された｡
その後､ 1回目のロールプレイを行 った同 じ 3名 により､ 2回日のロールプレイが実行 された｡ 1
回目のロールプレイでは､ 3名中 1名の学生のみ､｢
大丈夫ですか ?｣ と相手の負担 を尋ねる発言 を
したのに対 し､ 2回目では､ 3名の学生すべてが､｢
大丈夫ですか ?｣ ｢
無理 なこと頼 んでないですか
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ね ?｣などと､相手の負担 について気遣 う表現 を加 えていた｡更 に､その内 2名の学生は､｢
大丈夫
ですかっていっぱい開いてるけ ど､失礼 にあた りませ んか ?｣ ｢
大丈夫 と聞 くのは､あなたの国では
失礼 なことにあた らないですか ?｣ と､そ うした表明が相手の文化 に照 らして受 け入れ られるか どう
かについて も､尋ねていた｡最後 に､数名の学生 に感想 を聞いた後､講師か ら､異文化接触場面では､
言葉 をつ くす ことが大事であることや､気がか りなことがあればその場で確認 を取 る とよいこと､文
化的な差異 に基づ く不安や疑問 を率直 に聞 き合 うことで､文化 の葛藤やすれ違いなどについての謎解
きが進むこともあることが説明 された｡｢
あなたの国では失礼 にあた りませ んか ?｣と聞かれることで､
留学生 自身 も日本人が どんなことを気 に しているのか理解す ることがで きる し､開いてい くことでお
互いの心配や不安の解消 にもつなが ってい くこと､そ して､信頼 関係 のある者 同士が､心配なことも
含めてお互いの文化 について色 々な質問 を繰 り出 し合い､説明 を し合 ってい くことで､お互いの文化
の仲介者 として育 っていけるとい う､異文化 間交流の方向性が提案 された｡

･セ ッシ ョン後のア ンケー トか ら見 たセ ッシ ョンの効果
セ ッション0
6‑
01
｢1回目と比べ て 2回 目のロールプレイで どこが変わった と思い ましたか ?｣ と演技者のパ フォー

マ ンスの変化 を問 う設問に対 しては､以下の内容が挙 げ られた｡文化 の差 を意識 して対応がで きるよ
うになった との回答が 1名､説明が より念入 りになった とす る回答が 3名､ 日本人の時間感覚 につい
て説明するようになった との回答が 3名､押 しつけにならない よう話す､相手 に分か り易い よう話す
など､話す時相手 に配慮 した対応がで きるようになった との回答が 2名か ら得 られた｡全員が何 らか
の形で､パ フォーマ ンスの向上 を報告 した｡
｢
実際 にやるときには､ どうしようと思いますか ?｣ とい う､記入者 にとっての今後の行動 を尋ね
る設問に対 しては､文化差 を意識 して対応 したい とい う回答が 3名か ら､理由な どをつけて詳 しく説
明 したい とい う回答が 4名か ら得 られた｡セ ッシ ョン中に会得 した ものを､今後 の 自分の行動 に取 り
入れ ようと考 えている｡

6‑
0
2
セ ッシ ョン0
｢1回目と比べて 2回 目のロールプレイで どこが変わった と思い ましたか ?｣ とい う設問に対 して

は､ 4名が､相手 になぜ遅れたのか理 由を聞けるようになったな ど､相手の立場 を思いやった対応が
出来 るようになった旨を回答 した｡ 2名が､簡潔 に伝 えることがで きるようになった､ との回答 を し
た｡語数 を増や して説明す るようになった とい う回答 も 1名か ら得 られた｡
｢
実際 にやるときには､ どうしようと思い ますか ?｣ とい う設問 に対 しては､伝 えたいことが しっ
か り伝 わるように したい との回答が 3名､伝 える際 には穏やかに言 う､遅れた理 由をまず聞いて心配
していることを表現する､押 しつけが ましく言わない ようにす る､ といった ような､相手の心情 に配
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慮 しなが ら話 したい とす る回答が､ 4名か ら得 られたo明瞭 に伝達す ることと､相手 に配慮すること
が両立で きるようなコミュニケーシ ョンを志向するようになっている0

7
‑
01
セ ッシ ョン0
｢1回目と 2回目の ロールプレイで どこが変わった と思いますか ?｣ とい う質問 に対 しては､以下

が記 された0 日本人がなぜ 自分か らは話 しかけない ように見 えるのか､留学生が理解 し易い ように理
由を添 えることがで きるようになった点 を指摘 した回答が 4名か ら､相手の心配 を取 り除 くよう､思
いや りのある気持 ちが表現 されるようになった旨の回答が 2名か ら得 られた｡
｢
実際 にやるときには､ どうしようと思いますか ?｣ とい う設問に対 しては､留学生の不安 を気遣
い､安心感 を与 えられるように したい とい う旨の回答が 3名か ら得 られた｡ 日本人が 自分か らは話 し
かけてこない ように見 える理 由を､分 か り易 く説明 したい とした回答が 1名か ら､留学生 に自分か ら
積極的に話 しかけることもしてみたい とい う旨の回答が､ 1名か ら得 られた｡
セ ッシ ョンか ら何 を勉強 した と思 うか､ とい う学習の 自己評価 を尋 ねた設問では､ 4名が､留学生
と日本人学生の間の交流の困難 には､｢
原 因認知のズ レ｣が存在す ることを学 んだ と記 した｡ また､
そのズ レを埋めてい くために､ 日本文化 について伝 えることの重要性 を認識 した と述べた者が 1名い
た0 日本人に関する特徴や傾向 を知 らせてあげるのが よい､原因認知のズ レを､文化の仲介者 として
働 きかけることで､少 しで も解消で きることを学んだ､ といったような､ 自らが ｢
文化の仲介者｣ と
しての役割 を果たす ことへの認知の発生 を示す記述が 8名か ら得 られた｡他 には､留学生 には異文化
環境下での不安が存在す るので､そのため安心感 を高めるコミュニケーシ ョンが求め られていると気
づいた､ とい う回答が 7名か ら得 られたo今回用いた学習方法 自体 を歓迎す る記述 も見 られた｡ ロー
ルプレイを用いて意見 を出 し合 うとい う手法 を使 うことで､異文化 間の問題 についての思考が深 まっ
てい き､異文化対処の方法が身に付 き対応能力が向上す ることを実感 しうる学びが経験で きた､ とい
う今回の学習方法への肯定的な評価 と解釈で きるといったような回答が 3名か ら得 られた｡

セ ッシ ョン0
7‑
0
2
｢1回 目と 2回目のロールプレイで どこが変わった と思い ますか ?｣ とい う質問に対 しては､心配

していることや気がか りなことをきちん と聞 くことがで きるようになった､ とい う趣 旨の回答が 5名
会話が
か ら得 られたoその他､具体的な意味 は明 らかではないが､｢
心構 え｣ と回答 した者が 1名､｢
長 くなった｣ と回答 した学生が 1名いた｡
｢
実際 にやるときには､ どうしようと思い ますか ?｣ とい う設問に対 しては､ 自分が気 にしている
ことを聞いた り､気持 ちを言葉 に して伝 えるなど､積極的な言語化 を行 ってい くようなコミュニケー
ションの取 り方 をしたい とい う意志 を表明 した回答が､ 5名か ら得 られた｡楽 しい感 じを表現 してフ
レン ドリーにといった､肯定的な雰囲気作 りに関する回答が､ 3名 に見 られた｡相手の気持 ちを考 え
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て接 してい きたい とす る 1名 と､気合いで頼む とい う 1名の回答があった｡
セ ッシ ョン07‑
01､ 07‑
02全体 を通 して何 を勉強 した と思 うか､ どう生かせ そ うか､あるいは他 に
何 で も感想 を書いて ください､ と記 した 3つ 目の質問に対 しては､以下の記載が得 られた｡言葉 に し
て気持 ちをス トレー トに伝 える､気 になることをその場で確認す る､不安や疑問 を開 き合 う等､異文
化 間の意思疎通の コツや対処方法 を具体的に学べ た とい う趣 旨の回答が､ 7名か ら得 られた｡留学生
あるいは外国人 と接する時は文化が違 うことを意識 したい､ とい う回答が 1名か ら､気遣いを学 んだ
とい う回答が 1名か ら､得 られた｡

総合考察
･セ ッシ ョンの設定 について
日本人ホス トを対象 に､異文化 間の対人関係形成 に有用 と考 え られるホス トのソーシャルスキル滴

06年度 に 2臥
善 を目的 として実施 された本稿のセ ッシ ョンは､20

2
007年度 に 2回の 2シリーズに渡

り､合計 4回実施 された｡ 自由参加の研修会 とい う開催形式 を取 ってお り､参加者個人単位でみれば
最多で 4臥 最少で 1回の参加機会があったことになる｡累積効果 を明 らかに出来 ない とい う限界 は
あるが､少 な くとも 1回の受講がある参加者 において､セ ッシ ョン参加 により何が学ばれたのか を､
以下で振 り返 ってみたい｡各セ ッシ ョンにおける学びの焦点､ 4回のセ ッシ ョン各々で取 り上げ られ
たスキルは次の通 りであった｡
まず､課題 1では､時間感覚の違いに現れる文化の違いを意識 して対応す るとい うのが認知面の 目
標であ り､それに伴 う言い回 しや態度が行動面でのスキルにあたる｡異文化性への認識 を高める とい
う課題への効果は､実施後 に記入 された振 り返 りの自由記述 にみて とることがで きる｡ 日本文化 と相
手文化 との間では異 なるものの見方や考 え方がある という､異文化性 に対す る意識が高 まった とする
記述が見 られる｡ ここでは文化的説明 に関す るソーシャルスキルが､向上 している｡
課題 2では､相手 に配慮 しなが ら説明 し主張するとい う行動が練習 されている｡約束の時間に遅れ
た理由 を尋 ねた り､困惑 を穏やかに伝 えるといった相手‑の配慮 を示 しなが ら､｢困惑 している｣事
実 を明瞭に伝 え､取 りうる対応 を探 ってい く､ とい う行動の練習 を行 っている｡無断で約束の時間に
遅れることは失礼 にあたるとい うことを､非言語 コミュニケーシ ョンにも配慮 しなが ら､はっきりと
伝 えるように､
参加者のパ フォーマ ンスは変化 している｡ここでは文化 的 トラブルへの対応のソーシャ
ルスキルが､感情表現や主張のスキルを含めて､取 り上げ られている｡
課題 3では､外 国人に日本人の態度 について説明する､ 日本での行動の要領 を伝 える､ とい う課題
に取 り組んでいる｡ 外国人 とのつ き合い方 に困惑す る日本人は少 な くないが､そ うい う日本人 と接す
るときの､外国人側の誤解や不安 を解消 したうえで､歩み寄 りの方法 を提示 して励 ましを行 う､ とい
う行動 を練習 している｡いわば､異文化 間の関係性形成のソーシャルスキルを､認知的再体制化 を進
めなが ら､構 えや行動の要領 として指南 している｡
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課題 4では､ 自分の不明確 な気持 ちを言葉で表 して伝 える､相手の気持 ちについて尋ねる､ とい う
感情 をめ ぐる問いかけに焦点が当て られている｡｢
大丈夫ですか｣ な どの声かけで､気がか りや不安
を表現する練習 をしている｡ 1人で黙 って気 にするだけではな くて､不安の解消､疑問の解決 につな
がる行動 として､感情 について問 うとい うソーシャルスキルが練習 されている｡

･全セ ッションに共通す る学習の主題
それぞれのセ ッシ ョンで焦点が当て られたソーシャルスキルは異 なっていたが､すべてのセ ッシ ョ
ンに共通 して含 まれていた要素は､異文化性の認識 とその説明､相手への配慮 を伴 った主張性であろ
う｡参加者は､最初 に留学生 との付 き合いで困惑 したことを用紙や口答で報告 してお り､それ らの中
か ら､ソーシャルスキルに還元で さそ うな行動が選択 され､練習の課題 として設定 されている｡異文
化性 に基づ く問題 に対応 してい くためには､ まずは異文化性の存在 に気が付 くことと､ 日本文化 とそ
の特定文化 との違いを具体的に認識す ることが必要である｡そ して､それを正確 に説明 してい く技術
がいる｡ これが､｢
異文化性の認識 とその説明｣ を成 し遂 げる技能 といえる｡そ して社会の規範 とそ
こか らの解離や､ホス トが受け取 るインパ ク ト､誤解の可能性 について説明す ること､ さらに自分の
困惑 と要求を伝 え､かつ相手 との妥協点 を探 ってい くことが必要である｡これが､相手‑の配慮 を伴 っ
た主張性の技術 の中身であ り､そこには交渉力や柔軟性の要素 も求め られる｡本セ ッシ ョンには､外
国人留学生 を受け入れるホス トとして期待 される､重要な機能が織 り込 まれている｡セ ッシ ョンを通
じて参加者が学んだことは､｢
異文化 を背負 った相手 との葛藤場面で､文化差 を意識 し､相手や相辛
の文化への配慮 を怠 らない ように しなが ら､ 日本文化 について現実的に伝 えて､取 りうる対応 を探 っ
てい く方法｣ としてまとめることがで きるだろう｡これは､外国人留学生 を受 け入れるホス トとして
必要な能力 を集約 している｡多 くの参加者 は､セ ッシ ョンを通 して､ゲス トである留学生 に日本文化
cr
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tr,田中 ･松尾 ,1
9
93)
を説明することの重要性 に気づ き､文化的仲介者 (

の役割 を果たす ことに､前向 きな姿勢 を示す に至 っている｡一方的に日本文化 を伝 えようとするので
な く､相手の文化的背景が違 うとい う事実 を意識 した上で､ 日本文化 を分か り易 く伝 えるため､理由
を付 して念入 りに説明す るなど､相手の理解へ配慮 し､安心感 を生み出す言葉や態度が志向されるよ
うになっている｡ こうした文化的仲介者 としての自らの役割への気づ きとその実施の要領は､ロール
プレイで得た実感や､他の参加者か らの フィー ドバ ックを通 じて､あるいは講師の言葉がけや解説 を
通 して､はっきりとした形で認識 されていっている｡解説 される内容 は､教示的な方法 による知識の
獲得 を意味するが､続いて考 え方の枠組みが再構成 されてい き､実感 を伴 って行動の要領が会得 され
整理が進 んでい く｡こうした構造的な学習が次第に進展 してい くことが､本セ ッシ ョンの構成か ら期
待 されるものである｡参加者の振 り返 りを見 ると､こうした認知行動的な学習が多かれ少 なかれ成立
していたように思われる｡
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･セ ッションの実施方法 に関す る課題
セ ッシ ョンの実施手続 きについて､考 えてみたい｡07シリーズの ように､その場で事例 を挙 げて も
らい､即座 に課題 を設定す るとい う方法 は､事前準備の手間が不要 とい うメリッ トがある反面､講師
による瞬時のテーマ選択 と設定 とい う技術が求め られる｡臨床心理領域で実施 されているソーシャル
スキル トレーニ ングでは､実施者の臨床的な技術 を磨 く場 として､学会 な どが研修会 を開催 している｡
講師が経験 を積み技能 を高めてお くことは､良好 なセ ッシ ョン運営のための必要条件 とされている｡
また､セ ッシ ョン参加者が異文化間題 について平素か ら問題意識が薄かった り､異文化接触歴が浅 く
あ ま り葛藤 を経験 していない場合 は､体験事例 を用いた課題設定 は成 り立ちに
＼ くい｡今回のような体
験事例 に基づ き､現実的な対応方法 を練習 してい くような方法 は､異文化接触の経験者でかつ学習へ
の動機付 けの高い者 を対象 に した ときに､取 りうる方法 といえる｡参加者が異文化接触の未経験者で
ある場合 は､別途収集 しておいた典型的な事例か ら､重要度や難易度 を勘案 して､課題 を所与の もの
として与える形態 を考 えることがで きる｡ 今回のセ ッシ ョンは､一連のボランテ ィア講座 とい う機会
設定の中で実施 された もので､参加者の人数や顔ぶれには､毎回変動があった｡セ ッシ ョンの骨格 に
ついて も､探索的な試みの域 にあ り､それゆえ年度 ごとのセ ッシ ョン構成 も､参加者 との関わ り方 も､
少 しずつ異 なる部分 を持 っている｡効果 をいかに把握するかは実践研究の根幹 ともいえる重要な設定
事項であるが､今 回は簡単 な自己評価用紙 と､ビデオ記録か らの発言録 を検討 したに留 まる｡セ ッシ ョ
ンの効果 を正確 に評価 してい くためには､参加者の条件 を一定 に揃 えた り､詳 しい評価 シー トを用意
した り､ 自己評定 に加 え他者評定 を加 えた り､セ ッシ ョン後のフォローア ップを実施 した り､長期 間
にわたる波及的効果 を浮かび上が らせていった りす る工夫が必要である｡今回のセ ッシ ョンでは､参
加者の ｢
異文化‑の認識｣や ｢
異文化接触への態度｣ は､直接測定 していない｡セ ッシ ョン参加者 は､
留学生支援 を目的に したボランティア団体のメンバーであ り､ 日頃の留学生 との交流経験か ら､すで
に異文化 間葛藤の経験 を持 ち､異文化間題への対応 に関す るある程度の心構 えや経験的な知識 を持 っ
ていた｡そのため､各 回30分 とい う限 られた時間内で構成 されたセ ッシ ョンで も､学習効果が得やす
かったのではないか とい う見方がで きよう｡ もし参加者が､異文化接触 の問題意識や異文化 間葛藤の
経験 に乏 しければ､ まずはそれ を喚起することや､異文化 に問題解決的に接 してい こうとする構 え自
体の形成 に､更 に教育的な準備手続 きを要すると考 えられる｡
今 回のセ ッシ ョンでは､ 日本人ホス トとして ｢日本文化｣ を説明することの重要性が認識 されるに
至 っている｡ このような 日常的な ｢日本文化｣ は､お茶やお花 といった芸術文化 と違い､意識的に学
習で きる機会が､明示的には提供 されていない ものである｡生活文化､特 に日常的な行動文法 をホス
トが どう学び､ 自覚することがで きるのか｡セ ッシ ョン以外 に､ こうしたセ ンス を磨 く経験 は何 かあ
るのか｡人為的学習 と自然学習の対比 も､興味深い問題設定である｡ホス トが無 自覚にな りがちな自
らの文化的行動 にあえて自覚的になるために､異文化 間教育的な関わ りが何 か他 に考 えられる場合､
今回の ようなセ ッシ ョンとつなげてシリーズ化 した り､
パ ッケージ化 した りす る事 も考 えられる｡セ ッ
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シ ョン内の構成のみ な らず､本 セ ッシ ョンを納 める外枠 の構成 を構想 す ることも､今後 は考 えてい く
とよい ように思 われ る｡今 回の実験 的セ ッシ ョンは､認知行動 的 な学習 を目的 とした小集団方式 を採
用 してい るため､少人数 を対象 とした知見 に限 られている｡練習課題 は参加者 のニーズ に即 した もの
で はあるが､限 られた場面が扱 われた に過 ぎない｡都合がつ く時 に自由意志 で参加す る設定であ った
ため､全 回の参加が義務化 されてお らず､参加者 に変動があ った｡参加者 の属性 を揃 えてセ ッシ ョン
を実施す る設定ではな く､属性 の違 い に よる反応 の差 を検 出す る構成 もとれてい ない｡今後､施行例
を増や して知見 を蓄積す ることを通 じて､課題 や参加者の違い による仔細 な分析 が可能 になるだろ う｡
またセ ッシ ョン中の様子 は短期効果 を反映 した もの と考 え られ るが､その後実際の交流場面 で参加者
の認知や行動が どう変化 したか とい う､長期 的な効果 も興味深 い観点 であ る｡
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トファ ミリーの視 点か ら 留学生教育 1
1,1
0ト1
0
0.

注 1 身分 と交流歴以外 の属性 については､測定 を行 ってい ない｡
注 2 本稿 の第 2著者｡
注 3 参加者 らと同 じ大学 の教員｡
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