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大学教養課程における国際共修の試みと国内学生に対する効果：
多文化間コンピテンス尺度に基づく検証
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旨

近年、大学国際化の試みの一つとして、留学生と日本人学生が授業内で意味ある交流を行う国際共
修授業が注目されている。筆者らは、日本人学生向け大学１年次教養科目において、日本語中級レベ
ルを学習中の交換留学生による定期的なゲスト参加をシラバスの根幹に組み込んだコースを展開し、
日本人学生の意識変容を「多文化間コンピテンス尺度」
（稲垣2013）を用いてコース開始時と終了時
に測定した。その結果、下位尺度のうち「コミュニケーションによる積極的関与」
「日本文化・習慣
の手引き」に有意な向上が見られ、特に前者の男子学生の伸びは効果量が大きかった。それに対し、
「異文化への共感的理解」には有意な伸びが認められず、効果量も小さかった。これらの結果と日本
人参加者によるコメントの分析を踏まえ、本実践の意義・制約と教育上の示唆について検討する。

【キーワード】大学国際化、内なる国際化、国際共修、異文化交流授業、多文化間コンピテンス、
教育効果

１．はじめに
今日、世界の多くの高等教育機関が国際化を主要な課題としている。高等教育の国際化の定義とし
て、De Wit, Hunter, Howard, and Egron-Pola（2015）は「高等教育の目的、機能、運営において、
国際的・異文化間的・地球規模的側面を統合する意図的なプロセスであり、その結果、全ての学生や
教職員が関わる教育・研究の質を高め、社会に対して意味ある貢献を行うことを目指すこと」と規定
。プロセスとしての高等教育国際化の根拠・動機は、
している（p.29；坂本・堀江・米澤2017，p.4）
国家レベル、教育機関レベルで様々なものがあげられるが（Knight, 2008）、日本においては政府主
。
導の支援事業の果たす役割が大きい（Horie, 2015；末松2017a）
大学教育における国際化は長らく、留学等による人材の国際的移動と同義に語られていたが
（Wächter, 2001）、移動しない大多数の人材をどのように国際化するかという課題への対処として、
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教育機関の「内なる国際化」
（Internationalization at Home, IaH）が1999年に提唱され、賛同が急速
。Beelen and Jones（2015）
に広まった（Crowther, Joris, Otten, Nilsson, Teekens, & Wächter, 2001）
によれば、IaH とは「国内の学習環境にいるすべての学生のための正式・非正式なカリキュラムに、
国際的・異文化間的次元を意図的に統合すること」
（p.69）であり、学生の異文化間スキルや国際理
解の育成に役立つ様々な正課内外の活動によって構成される。Knight（2008）はその例として、「カ
リキュラムとプログラム」
「教えと学びのプロセス」「課外活動」「地域文化・民族集団とのつながり」
。IaH を進める上で注意すべきは、キャンパスにおいて留学生と国
「学術研究」を挙げている（p.23）
内の学生をたんに混在させるだけで両者の意味ある交流や異文化間スキルの発達が起こるわけでは
ないという点である（e.g., Beelen & Jones, 2015; Leask, 2016; Teekens, 2000）。相当数の留学生が在
籍していても、ほとんどあるいは全く接触がないという国内学生は、ドイツでは６割を超え（Otten,

2000）、東北大学の調査でも58％という数字が上がっており（佐藤 et al., 2011）、双方の意図的な統
合の必要性を示している。

IaH の取り組みのなかでも、大学教育の中核をなす正課カリキュラムの国際化が不可欠な要素であ
、特に教室は異文化間スキルを身に着けるための絶好の舞台
るという認識が共有され（Leask, 2009）
。欧米圏の大学では、教育のために国際移動したいわゆる留学生に加
である（Soria & Troisi, 2014）
え、移民や国際結婚など様々な言語・文化的背景を持つ学生が教室内に混在することは珍しくない
（末松2017a）。しかし、たんに国内学生と国際学生を同席させるだけで意味ある交流が起こるわけで
はなく、双方に対する指導と支援を計画・提供し、グループワークには細心の注意を払う必要がある
。
とされる（Leask, 2009）
一方、日本の大学では、未だ多くのクラスにおいて受講者の大半を日本人学生が占め、多文化クラ
スが自然に形成される状況ではない（末松2017b）。そこで、日本においては、IaH を進めるための枠
組みの一つとして、日本人学生と、ひとくくりにされた「留学生」という二つの学生群がともに学
。これは「多文化間共修」とも呼ば
び合う「国際共修授業」が実施されることが多い（末松2017b）
れ、坂本・堀江・米澤（2017, p.iii）の定義では、「文化的背景が多様な学生によって構成される学び
のコミュニティ（正課活動および正課外活動）において、その文化的多様性を学習リソースとして捉
え、メンバーが相互交流を通して学び合う仕組み」とされる。これは、単に留学生と日本人が同じ教
室で同じ科目を履修することではなく、
「あらかじめ入念に設計されたカリキュラムや授業案と意図
的な教育介入」
（末松2017b, p.46）によって実現されるものである。

２．先行研究
国際共修授業における教育的介入の側面は、
「一時的に不可避な異文化接触体験を設定することで
。日
組織と個人を刺激し、学生の意識の変容を試みる行為」と規定することができる（加賀美2001）
本における国際共修授業の教育効果の研究は1990年代後半から数多くみられるようになったが、大部

大学教養課程における国際共修の試みと国内学生に対する効果

3

分が実践報告の形式となっている。教育効果の評価の研究については、多くが「活動のインタビュー
や感想の自由記述などの質的分析にとどまっており」（加賀美2006）、アクションリサーチは別として
も、
「研究者のバイアスの認識や信頼性の担保について言及した報告は少ない」
（末松2019）とされる。
これまでの研究は質的研究が多数を占めている一方、何らかの量的側面を扱ったものも一定数存
在し、質問紙調査の回答の記述統計の報告等および、推測統計を使った分析を行ったものに分類でき
、岩崎・池田（2015）
、新倉（1997）
、平井・秦（2017）が該
る。管見の限り、前者には稲葉（2008）
、黄・孟・森田・張・目黒（2015）、西岡・八島（2018）が該当する。
当し、後者には加賀美（2006）
末松（2019）はこれまでの量的研究の問題点として、学術的に確立された尺度がアンケート等に用い
られることが少ない点をあげているが、上述の研究中、西岡・八島（2018）は先行研究を参考にした
自己評価シートを因子分析によって検証したうえで、５件法・24項目の質問紙調査を用いて教育効果
。西岡・八島（2018）の研究ではプロジェクトワークを中心とした共修授
を測定している（Ｎ ＝122）
業を実施し、参加者である留学生と日本人学生の異文化間能力に関する３つの下位尺度「異文化に対
する認識スキル」
「異文化への受容的態度」
「異文化での能動的態度」について、被験者間要因（留学
生と日本人学生の２水準）
、被験者内要因（事前・事後の２水準）の分散分析を行い、効果量を報告
している。それによると、３因子すべてにおいてコース前後の異文化間能力の自己評価の有意な向上
が認められ、特に「異文化に対する認識スキル」と「異文化への受容的態度」について、留学生の効
。西
果量が中程度だったのに対し、日本人学生の効果量は大きかった（それぞれη2＝ .34; η2＝ .35）
岡・八島（2018）はこの結果を、人種・民族間の偏見低減を理論化した「接触仮説」（Allport, 1954;

Pettigrew and Tropp, 2006）が提示する最適条件（制度的支援、集団間の対等な地位、相互知悉性、
共通目標による協同作業）に整合的なものとして解釈している。なお、国際共修授業の意義につい
ての理論的枠組みとして接触仮説を参照した論考は他にも見られる（e.g., 加賀美1999, 2006; 宮本

2015；坂本ほか2017）。

３．本研究の目的
量的研究には再現・一般化の可能性、研究の蓄積による知見の精度の向上といった利点があるが、
国際共修授業の効果を検証した量的研究は、末松（2019）や西岡・八島（2018）の指摘するとおり、
非常に限られている。そこで、本研究においては、筆者らが設計・実施した国際共修授業の教育効果
を量的に検証し、比較可能な効果量を報告することを第１の目的とした。そして上記の検証結果を学
生の振り返りコメント等の質的データと組み合わせることによって学びを具体的に描き出し、授業設
計の知見を得ることを第２の目的とした。
本研究の対象とした授業は、１年次向け教養課程において、担当教員の専門分野を活かした大学で
の学習リテラシーの習得、思考力・判断力・表現力等を向上するための選択必修科目の一つとして開
講された。大学の国際センターに所属し、留学生に対する日本語教育を専門とする担当教員である筆

4

渡

邊

知

釈・大

和

啓

子

者らは、留学生との関係性や専門の知見を役立てながら、カリキュラムの制約内でできる限りの国際
共修を実現するべく、留学生との高頻度の接触・交流をこの授業のシラバスの根幹に組み込んだ。
大学カリキュラム上、この科目が想定しているのは日本人学生（またはそれに準じる日本語能力を
持つ学生）の学びであることから、本研究における教育効果の測定手段として、稲垣（2012, 2013）
が作成した「多文化間コンピテンス尺度」を用いることとした。この尺度は日本人の多文化共生状況
への対応を念頭に作成されており、その構成概念および質問項目の選定・ワーディングなどの面から
本研究と適合的であると判断した。
稲垣の定義によれば、多文化間コンピテンスとは、
「多文化が共生する社会において、異文化間の
人間関係の開始や維持に必要な能力を備えていること、共生社会において、他者との適切で効率的
な相互作用を営む能力」のことである（稲垣2013, p.21）。尺度は「日本で生活している外国人と接す
るとしたら、次のような行動をどれくらい行うことができるか。または、外国人に対してどのように
考えているか」という教示に対応する27の質問項目からなり、安定した３因子構造を持つと推定され
る。第１の因子「コミュニケーションによる積極的関与」は12項目からなり、対人関係において良好
な人間関係を開始し、その関係の維持を試みるなど、積極的にコミュニケーションを図ろうとする能
力を反映していると考えられる。第２の因子「日本文化・習慣の手引き」は９項目からなり、日本社
会に内在化された文化的規範や待遇行動を自覚し、それを外国人に伝えることによって相互作用を起
こそうとする能力と解釈できる。第３の因子「異文化への共感的理解」６項目は、文化間の差異につ
いての気づきと知識を持ち、その認識に従って行動できる能力と解釈できる（稲垣2013）。なお、稲
垣の予備調査（2012）では、各項目中、特に通文化的な対人関係の構築・コミュニケーションに関す
るものについて、男性に比べ女性のほうがより能動的・積極的な働きかけを行う傾向が示唆されてい
た。異文化との接触や異文化理解に関係する性差による違いとしては、外国人との直接接触経験とグ
、少数派への関心（沼田2012）などでも女性における有意な高さが報告さ
ローバル意識（有馬2014）
れている。これらを踏まえ、本研究でも性差によるコンピテンスの違いを探ることとした。

４．授業の概要
本研究の対象である授業の科目としてのねらいは、「異文化との接触経験を通して、自文化を捉え
直し発信することを実践的に学ぶこと」と設定した。まず、異文化接触経験の機会を設定するため
に、来日間もない留学生をゲストとして授業にむかえることとした。そして彼らとの交流を通じて、
履修生が当たり前のものとして捉えている、自己を日常的に取りまく言語・社会・文化について、客
観的に捉える能力の涵養を目指した。
また、それを発信する手段として、授業担当者の日本語教育の知見を活かし、非日本語母語話者に
もわかりやすい日本語によるコミュニケーションに関する知識の習得を目標とした。交流セッション
での使用言語は日本語であったが、参加した留学生のほとんどは日本語中級レベル（CEFR A2〜 B2
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Table．１．授業概要
回
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相当）を学習中であり、日本語

（授業前半）

（授業後半）

１

■オリエンテーション、アイスブレーキング、質問紙調査１

２

■グループ作成・発表課題の目的・手 ■留学生との交流①
段を考える
・ディスカッション：「４つの窓」（名
■講義・演習：第二言語話者の困難点
前、出身地、好きな〇〇、これから
①
１年で挑戦したいこと）
・聴解と文法処理

３

■前年度発表課題テーマの紹介
■留学生との交流②
■講義・演習：第二言語話者の困難点 ・ディスカッション：食習慣
②
・スキーマと状況モデルの構築

■ディスカッション準備
■留学生との交流③
・
「日本のシューカツここが変 外国 ・ディスカッション：働くこと
４
人留学生 vs 企業」グループ読解
・メモ作成
■留学生との交流④
・ディスカッション：余暇の過ごし方

能力は十分とは言えなかった。そ
のため、日本語母語話者である日
本人学生は、留学生が理解しやす
いよう、言語調整を行うことが求
められる。日本語教育研究の分野
ではこのような言語調整は「やさ
しい日本語」と呼ばれ、「母語話
者が非母語話者に日本語で話した

５

■講義・演習：やさしい日本語①
・語彙説明タスク
■ディスカッション準備：
・メモ作成

６

■課題発表準備
■留学生との交流⑤
・テーマについてのブレインストーミ ・ディスカッション：日本語／外国語
ング
学習について
■ディスカッション準備
・メモ作成

７

■課題発表準備
・グループによる打ち合わせ
■ディスカッション準備
・メモ作成

８

■課題発表準備
・講義：プレゼンテーションの基本
・発表打ち合わせ・練習

９

■講義・演習：やさしい日本語②
・言い換えタスク
・発声の注意点
・発表練習

、相手の理解に合わせた
田2010）
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■日本人学生発表①
・
「日本のステレオタイプの文化」
「日本の暗黙のルール」
「群馬の郷土料理と
その歴史」

などの特徴がある。この授業で

■留学生との交流⑥
・ディスカッション：グループ別オリ
ジナルテーマ

11 ■日本人学生発表②
・
「お正月」
「就職活動について」「日本の観光地」
12 ■日本人学生発表③
・
「日本と海外の違い」「日本の年中行事」「弁当」
13 ■留学生発表：出身地の紹介①
14 ■留学生発表：出身地の紹介②
15

■留学生との交流⑥
・ディスカッション：わたしたちの未来
■発表の総括・振り返り ※質問紙調査２は１週間後に実施

り書いたりするために、母語話者
が学ばなければならないものであ
。外
る」とされる
（野田2014, p.5）
国人との接触経験の多い日本語母
語話者のコミュニケーションに
は、文の終わりの明示、積極的な
理解確認、自発的な言い換え（栁

情報の加工と再構成（筒井2008）

は、日本人学生は非母語話者に対
する言語調整についての明示的指
導を受けた上で、留学生を相手と
した少人数グループによる対話と
課題発表を行った。そして、この
ような活動を通し、課題設定の仕

方の習得や論理的構成力の養成など大学における学習リテラシーの習得も目標とした。一方、留学生
は正規科目としての履修ではなく任意のゲストとしてこの授業の一部（交流セッションおよび発表）
に参加した。留学生にとってのメリットとしては、大学・地域の情報収集、友人づくり、そして母語
話者との会話の機会などが想定された。
授業は、2017年10月から2018年２月にかけての１学期間（90分×15回）行った。内容は Table.1.
の通りである。留学生が参加し、日本人学生と交流を行う部分は太枠で示した。第２回から第７回ま
では授業を前後半に分け、授業前半（40分程度）に日本人学生に向けた授業を行い、授業後半（50分
程度）にゲスト参加の留学生を迎え入れ、グループディスカッションを行った。グループディスカッ
ションは15回目の授業でも行った。第10回から12回には日本人学生による留学生向けの日本文化・社
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会に関するプレゼンテーションを行い、第13回と14回には留学生による日本人学生向けのプレゼン
テーション（出身地の紹介）を行った。
留学生とのディスカッションは、おおむね日本人学生２名に対し留学生１〜２名を毎回ランダム
に割り当てたグループで計７回行った。各回のテーマは、自己紹介、
「食習慣」
「働くこと」
「余暇の
過ごし方」
「日本語学習・外国語学習」
、グループごとの自由設定テーマ、そして「わたしたちの未
来」であった。自由設定テーマには「恋愛」
「学校」
「年中行事」などがあった。なお、ディスカッ
」
「分類・順位付け（Sorting and ordering）
」など、何ら
ションにおいては、「リスト作成（Listing）
かの成果をクラス全体に報告することとした。これは、指導を受けた第２言語習得研究（Instructed

SLA）で提唱されているタスク・ベースの言語指導（TBLT）において定義されるタスクの一部であ
。たとえば、
「食習慣」についてのディスカッションでは日本独特と思われ
る（Willis & Willis, 2007）
るものを５つ以上あげること、
「未来」の回では未来に生じると思われる変化を重要な順に５つあげ
ること、などをタスクとして課した。
第２回から７回の前半および第８回と９回は日本人学生のみを対象とした授業を行い、上述の第二
言語話者に対する言語調整や会話の進め方などについての講義・演習と、その日のディスカッション
のための準備の時間とした。言語調整の明示的指導として、第二言語（L2）話者の聴解の特徴、理
解においてスキーマの果たす役割、L2話者が知らない語彙の説明、情報の再構築と言い換えなどに
ついて、講義とタスクを行った。また、留学生とのディスカッションの準備として、その日のテーマ
に関連する資料読解やブレインストーミングを行いながら、ディスカッションがスムーズに運ぶよう
戦略を立てさせた。授業担当者はテーマ設定や準備の足場づくりなどを行ったが、ディスカッション
自体への介入は基本的に行わなかった。
第８回以降は、それまでの交流セッションで把握した留学生の興味関心および言語調整のニーズな
どを踏まえ、日本人学生が自文化に関するテーマを選び、留学生向けにわかりやすく発表を行い、留
学生は質疑応答を行った上で、それぞれの発表に対し、わかりやすさ、内容の印象深さ等の観点から
シートにフィードバックを記入した。また、留学生の側からもそれぞれの出身地を日本語で紹介する
プレゼンテーションを行い、日本人学生は質疑応答と内容・言語面でのフィードバックを行った。な
お、留学生の日本語発表については、別途履修していた日本語授業との連携を図り、言語面での手当
てを行った。

５．対象・手続き
本研究の対象は、地方国立大学の第１年次日本人学生18名（女10名、男８名）、専攻の内訳は教育
系４名（女４）、保健系５名（女３、男２）
、社会科学系２名（女２）
、理工系７名（女１、男６）で
あった。
手続きとしては、
「多文化間コンピテンス尺度」に基づいた同一の質問紙調査（別添資料）を初
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回授業時（事前）および最終授業終了後（事後）に行い、データを収集した。ただし、稲垣（2013,

2012）の尺度は５件法であるが、ポジティブな状態を尋ねる質問項目に対し日本人の回答が中間選択
、本研究では中間選択肢のない６件
肢に集中する傾向が指摘されていることから（増田・坂上2014）
法を採用した。各質問項目への回答は「全く当てはまらない」から「非常に当てはまる」までを１点
から６点の間隔尺度とみなし、
「コミュニケーションによる積極的関与」「日本文化・習慣の手引き」
「異文化への共感的理解」の３つの下位尺度ごとに算出した回答の平均値を得点とした。そして、結
果のより具体的な解釈のために授業の振り返りコメントおよびレポートの記述を参照した。振り返り
コメントは、第２回〜７回および第15回の授業の当日中に、ディスカッションの感想をコース管理シ
ステム（Moodle）上に書き込んだものである。レポートは一連の授業終了後、学期末課題として、
１）グループ発表のまとめ、２）授業テーマである「わかりやすい伝え方」についての考察、３）授
業全体の感想、を書いたものである。なお、これらのデータについては、個人が特定できない形式に
加工したものを研究目的で収集利用することの同意を得ている。

６．結

果

日本人学生の多文化間コンピテンス尺度の得点について、男女による差異があるか、共修授業の
受講を通してコンピテンスが変化したかを検証 Table．２．「多文化間コンピテンス」下位尺度別の得点
平均、95％信頼区間、標準偏差

するため、性差（男女）を被験者間要因、測定

「コミュニケーションによる積極的関与」

時期（事前・事後）を被験者内要因とした２×
２の混合計画分散分析を、
「多文化間コンピテ

事

前

男

ンス尺度」の３つの下位尺度「コミュニケー
ションによる積極的関与」
「日本文化・習慣の

計
事

後

1.

女
男

手引き」
「異文化への共感的理解」それぞれに
ついて行った（Table. 2. および Figure.

女

計

）
。

また、各質問項目の事前・事後による回答の変

事

前

女
男
計

事

後

女
男

Team, 2018）と、R の分散分析関数 anovakun

計

version 4.8.2（井関2018）を使用した。
事

前

2

1

η ＝ .03, η G ＝ .04）であり、男女によって本
授業受講の効果の程度が異なることが示唆され

女
男

の交互作用が有意（F（1, 16）＝6.69, p ＝ .019,
2

3.99
3.24
3.65
4.36
4.10
4.24

Ｍ 95％ CI
［3.52, 4.47］
［2.95, 3.53］
［3.33, 3.98］
［3.88, 4.84］
［3.66, 4.54］
［3.94, 4.54］

SD
0.66
0.34
0.65
0.67
0.53
0.60

ｎ

Ｍ

10
8
18
10
8
18

3.38
3.19
3.29
3.91
4.10
3.99

Ｍ 95％ CI
［2.83, 3.92］
［2.45, 3.94］
［2.89, 3.69］
［3.42, 4.40］
［3.62, 4.58］
［3.68, 4.30］

SD
0.76
0.89
0.79
0.69
0.57
0.62

「異文化への共感的理解」

分散分析の結果、
「コミュニケーションによ
る積極的関与」については、性別と測定時期

Ｍ

10
8
18
10
8
18

「日本文化・習慣の手引き」

化についても、対応のあるｔ検定を行って分
析した。分析には統計ソフト R 3.5.1（R Core

ｎ

計
事

後

女
男
計

ｎ

Ｍ

10
8
18
10
8
18

4.63
4.25
4.46
4.80
4.46
4.64

Ｍ 95％ CI
［4.21, 5.06］
［3.83, 4.67］
［4.17, 4.74］
［4.38, 5.22］
［4.18, 4.73］
［4.39, 4.90］

SD
0.59
0.50
0.57
0.59
0.33
0.50
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た。単純主効果の検定を行ったところ、事前測定時点では女性のスコアが男性より有意に高かったが
（F （1, 16）＝2.50,

p ＝ .010,

η2 ＝ .34, η G2＝ .34）、事後測定時点では性別による有意差は見られな

かった（F（1, 16）＝0.79, p ＝ .386, η2 ＝ .04, η G2＝ .04）。一方、測定時点については男女とも事前
より事後においてスコアが有意に高かったが、その効果量については男性が極めて大きかった（女、

F（1, 9）＝20.66, p ＝ .001, η2＝ .07, η G2＝ .07; 男、F（1, 7）＝21.08, p ＝ .002, η2＝ .51, η G2＝ .51）。
「日本文化・習慣の手引き」については、性別の主効果に有意な差は見られなかったが（F（1, 16）
＝0.00,

p ＝ .099,

η2＝ .00, η G2＝ .00）
、測定時期には有意な主効果が見られた（F （1, 16）＝12.93,

p ＝ .002, η2＝ .20, η G2＝ .20）。交互作用はなく（F（1, 16）＝0.85, p ＝ .368, η2＝ .01, η G2＝ .01）、
男女ともに事前より事後測定時点の得点が有意に高かった。
「異文化への共感的理解」については、性別の主効果が有意傾向であったが（F （1, 16）＝3.71,

p

＝ .071, η ＝ .11、 ηＧ ＝ .11）
、交互作用はなく、測定時期に有意差は見られなかった（交互作用、F（1,
2

2

16）＝0.01, p ＝ .899, η2＝ .00, η G2＝ .00; 測定時期、
F（1, 16）＝1.32, p ＝ .266, η2＝ .03, η G2＝ .03）。
次に、尺度の個別項目のスコアの変化について検討する。Table．３．は、事前測定時点と事後測
定時点でのそれぞれの質問項目のスコアについて、対応のあるｔ検定を行った結果をまとめたもので
ある。事後測定時におけるスコアの伸びの効果量2が中程度以上の項目として、下位尺度「コミュニ
ケーションによる積極的関与」では「１．外国人同士の仲間やグループに親しく話しかける」
「７．
自分のいいたいことを落ち着いて伝えることができる」「10．言いたいことを自然な話し方で伝える」
「19．気軽に話す」「27．外国人と話すときは遠慮しない
「11．外国人と接する機会をたくさんもつ」
で応じる」が挙げられる。また、
「日本文化・習慣の手引き」では「２．「謙遜」した方が好意的に受
け入れられる場合があることをアドバイスする」
「３．日本の習慣として、言葉に出して言ったこと

Figure. 1 . 各下位尺度の男女別・事前事後得点分布，平均値と95% 信頼区間
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と、心の中で思っていることが違う場合があることをアドバイスする」
「５．日本の習慣として、周
囲の人に従わないと浮いてしまうことがあることをアドバイスする」
「８．断るときは相手を傷つけ
ないように、はっきりと言わない方が良い場合があることを教える」
「12．日本のマナーとして、人

Table．３．「多文化間コンピテンス尺度」個別項目の事前・事後スコアのｔ検定結果と効果量

１．外国人同士の仲間やグループに親しく話しかける

2.11

2.72

0.61

ｔ値
大 ***
効果量
中 **
*p<.05 Cohen
's d
小*
**p<.01
1.91*
0.55
**

４．かたことの言葉でも粘り強くコミュニケーションをす
る

4.33

4.72

0.38

1.17

0.42

*

６．話のきっかけをみつける

4.72
3.38
3.83
2.88
3.66

5.11
4.05
4.55
3.72
4.00

0.38
0.66
0.72
0.83
0.33

0.86
2.03*
1.97*
2.62**
1.45

0.39
0.63
0.69
0.78
0.32

*
**
**
**
*

4.16

4.55

0.38

1.4

0.38

*

19．気軽に話す
20．言いたいことは丁寧に主張する
21．自分から心の壁を取り除いて、話しかけたりする
27．外国人と話すときは遠慮しないで応じる

3.44
4.22
3.72
3.38

4.66
4.50
4.16
4.22

1.22
0.27
0.44
0.83

3.79**
0.34
1.22
4.18**

1.14
0.27
0.42
0.88

***
*
*
***

２．
「謙遜」した方が好意的に受け入れられる場合がある
ことをアドバイスする

2.22

3.38

1.16

2.60**

1.08

***

３．日本の習慣として、言葉に出して言ったことと、心の
中で思っていることが違う場合があることをアドバイ
スする

3.50

4.11

0.61

1.00

0.52

**

５．日本の習慣として、周囲の人に従わないと浮いてしま
うことがあることをアドバイスする

2.27

3.22

0.94

2.64**

0.88

***

８．断るときは相手を傷つけないように、はっきりと言わ
ない方が良い場合があることを教える

2.88

4.00

1.11

3.51**

1.08

***

4.50

5.05

0.55

0.82

0.53

**

3.72

4.00

0.27

0.22

0.27

*

3.94

4.44

0.50

1.22

0.48

*

3.50

4.16

0.66

2.14*

0.66

**

3.11

3.55

0.44

0.69

0.39

*

4.22

4.55

0.33

0.48

0.29

*

4.11

4.44

0.33

0.02

0.31

*

4.27

4.66

0.38

0.92

0.37

*

4.77

4.44

-0.33

0.58

0.33

伸びはマイ
ナス

4.50

4.44

-0.05

0.83

0.06

伸びはマイ
ナス

4.88

5.33

0.44

1.67

0.50

**

下位
尺度

項

目

コミュニケーションによる積極的関与

７．自分のいいたいことを落ち着いて伝えることができる

10．言いたいことを自然な話し方で伝える
11．外国人と接する機会をたくさんもつ
16．自分のことを伝えたい気持ちをすすんで話す
17．相手との信頼関係をつくるため、時間をかけて根気よ
く付き合う

日本文化・習慣の手引き

12．日本のマナーとして、人との約束は守らなければなら
ないことを教える

14．日本人が言葉ではっきり言わないときは、表情などを
よく見て日本人の気持ちを判断することを教える

15．日本語の「断り方の表現」には、たくさんのバリエー
ションがあることを教える

23．「遠慮」することは、相手への思いやりや配慮である
ことを教える

25．自己主張を控えた方が良い場合があることをアドバイ
スする
９．話し合いをしない限り、お互いの誤解は深くなるばか
りである
異文化への共感的理解

13．日本社会の習慣やマナーなど、日常的なことから日本
の文化について話す

18．日本の生活に慣れていないようだったら、近所を案内
したり買い物などに付き合ったりする

22．日本の文化を再確認するために、相手の文化や習慣に
ついて積極的に知識を得ようとする

24．相手の国の文化や習慣、人間関係のマナーについての
知識を積極的に得る

26．外国人が理解できるように普段の自分の話し方のス
ピードを変える

事 前
スコア
平 均

事 後
スコア
平 均

スコア
の伸び
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との約束は守らなければならないことを教える」
「23．「遠慮」することは、相手への思いやりや配慮
であることを教える」の効果量が中程度以上だった。一方、
「異文化への共感的理解」にはスコアが
有意に伸びた項目はなかったが、
「26．外国人が理解できるように普段の自分の話し方のスピードを
変える」に中程度の効果量が見られた。その他、
「22．日本の文化を再確認するために、相手の文化
や習慣について積極的に知識を得ようとする」
「24．相手の国の文化や習慣、人間関係のマナーにつ
いての知識を積極的に得る」については、有意ではないものの伸びが若干のマイナスとなった。

７．考

察

本研究では、国際共修授業を履修した日本人学生の多文化間コンピテンスを授業開始時と全15回の
授業終了時に測定することにより学習効果を検証した。本節では、前節の効果量の測定結果について
各交流セッション後および期末レポートにおける学生の記述コメントを引用しながら考察する（引用
部分は斜線で示す、下線は筆者）
。
コンピテンスの下位尺度のうち、積極的にコミュニケーションを図ろうとする能力を反映すると考
えられる「コミュニケーションによる積極的関与」の得点は、授業開始時において男性が女性より有
意に低かった。これは稲垣（2012）の予備調査とも一致する結果であった。そしてこの得点は一連の
授業終了後、男女ともに有意な伸びを見せ、その効果量η2＝ .20, η G2＝ .24は、西岡・八島（2018）
の類似の因子「異文化での能動的態度の変化」の日本人学生の伸びの効果量η2＝ .35と整合的であ
る。そして、本研究においては、特に男性の効果量がη G2（＝η2）＝ .51と極めて大きく、一連の授
業開始時の女性との差をほぼ埋める結果となった。個別の質問項目の分析では、外国人とのコミュニ
ケーションに際して「落ち着いて」
「自然な」「気軽に」
「遠慮しないで」などのキーワードが入った
項目の効果量が大きく、
「初対面の人と話すのは苦手で、さらに留学生だということで、最初はとて

も心配していた。（中略）私たちの言うことを真剣に聞いて理解しようとしてくれて、自分や自分の
国のことについて、一生懸命に伝えようとしてくれた。（中略）徐々に会話をすることに慣れていっ
た。（期末感想）」などのコメントからも授業で接触・交流を重ねるうちに心理的距離を縮めていった
ことが推察される。
また、「外国人と接する機会をたくさんもつ」の効果量も大きく、相手に働きかける積極性が育ち
つつあったことが示唆される。交流最終回のコメントでは、
「留学生とコミュニケーションをとるこ

とに全く抵抗を感じなくなったということはないですが、最初に比べれば積極的に話せるようになっ
たと感じています。」「もう授業は終わりだけれど、彼らが自国に帰るまで、いっぱい関わって、話を
したいと強く思った。」などの記述が見られた。
日本社会に内在化された文化的規範や待遇行動を自覚し、それを外国人に伝えることによって相
互作用を起こそうとする能力を反映すると考えられる「日本文化・習慣の手引き」については、男女
。日本人学生グルー
において同程度の伸びが確認され、効果量も大きかった（η2＝ .20, η G2＝ .20）
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プが留学生向けのプレゼンテーションのテーマとして選んだものに「日本のステレオタイプの文化」
「日本の暗黙のルール」などがあったことも示唆的であり、「今回の私たちのプレゼンのテーマは、も

しかすると留学生の日本に対する夢のあるイメージを壊してしまうのかもしれないと思ったが、たと
えそうなってしまったとしても、新たに知りえた知識からもっと日本の文化に興味を持って、より深
く調べてほしいと考えている。（期末感想）」というコメントも見られた。
個別の質問項目でスコアの伸びが目立った項目である「謙遜」「周囲の人に従う」「はっきりと言わ
ない」「遠慮」を教える・アドバイスすることなどについては、具体的なキーワードと直結するコメ
ントはなかったものの、
「他文化、他言語を話す人と実際に話すことで、他国の情報を得れるだけで

なく、日本の言語や特徴、日本らしさなどを再認識したり今まで気づかなかったことに気づく事がで
きると身に染みてわかった。（交流最終回）」のように、交流により自文化への気づきを得たことにつ
いては多くの言及が見られた。また「日本の給食が食べ物を残さないという食育をかねていることに

留学生は驚いていた。そこには 国の考え方が反映されていると思うのでもっと踏み込んでみても面
白かったと思う。（交流第６回）」といった自文化に対する他者の反応への言及もあり、このような自
文化に対する気づきが第１の因子「コミュニケーションによる積極的関与」の伸びと相互に結び付
き、得点の伸びにつながったものと推察される。
文化間の差異についての気づきと知識を持ち、その認識に従って行動できる能力と解釈される「異
文化への共感的理解」では、コースを通して男性より女性の得点が高い傾向にあった（p ＝ .071, η
2
G ＝

.11）。これは女性のほうが「少数派への関心」が高い（沼田2012）という先行研究とも関連があ

りそうである。そして、学生のコメントやレポートの記述にも、
「私たちの国ではこんな感じですみ

「同性愛」につ
たいな感じで、互いの文化を認め合いながら会話ができてよかった （第６回交流）」、「
いてなど各国の宗教的タブーなどを知っておくことの重要性を実感しました （第６回交流）」などこ
の因子に関連するものが多くみられた。
、個別項目
しかし、尺度の量的分析では本実践の効果が見られず（p ＝ .266, η2＝ .03, η G2＝ .03）
の分析においても、中程度以上の効果量が見られたのは「外国人が理解できるように普段の自分の話
し方のスピードを変える」
（η G2＝ .07）のみであった（なお、これについては第９回目の授業におい
て授業担当者が実験データ（e.g. 渡邊2016）等を示しながら明示的な指導を行ったため、必ずしも留
学生との交流だけに起因する効果ではないかもしれない）。
教育実践の効果が見られなかった原因としてまず考えられるのは天井効果である。この下位尺度の
得点はコース開始時点ですでに比較的高く、伸びる余地が少なかった可能性がある。そしてその背景
として、これらの項目への回答が「社会的望ましさ反応」のバイアスを受けている可能性を考慮しな
ければならない。社会的望ましさ反応とは、調査対象者が自己について好ましいイメージを見せるよ
、尺度を作成した稲垣も、この因子への影
うな回答を行う傾向のことであり（Van de Mortel, 2008）
。ただし、性差によるコンピテンスの違いも現れている
響の可能性を指摘している（稲垣2013, p.30）
ことから、尺度としての検出力が否定されるほどではないと考えられる。したがって、保守的解釈と
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しては、この因子については本実践の有意な効果がなく、学生コメントに現れた記述は「社会的望ま
しさ」のバイアスを受けている可能性がある、ということになる。
さらに、コースの構造的な問題を検討する必要があるだろう。当該コースは日本人学生にとって
は正課の必修科目であったのに対し、留学生にとっては基本的に任意参加による母語話者との会話
の機会であった。ここには非対称性が存在する。北出（2013）は、正課授業としての参加者とボラン
ティアやゲストとしての参加者で構成される授業について、役割の固定、共通の目標がないこと等
の問題点を指摘している。北出は Ting-Toomey（1999）が提唱する異文化間アイデンティティ交渉
理論を踏まえ、参加者の役割が「母語話者」と「学習者」のように確立している場合、アイデンティ
ティ交渉の実践ができないとする（北出2013, p.125）。また、正課としての共通の目標がなければ、
例えばディスカッションにおいて、ゲストは理解できた部分にのみ適当にコメントするだけでも役
割を十分果たすことができ、反対意見を述べ、共通部分を探り、相互理解を深める必要がない（北
。
「共通目標による協同作業」は接触仮説（Allport, 1954）の最適条件の１つでもある
出2013, p.121）
が、このコースは国内学生と留学生とで参加目的が異なっていたため、十分に担保されたとは言えな
いかもしれない。次の記述は履修生の期末レポートに記されたものである。

・海外の人間は日本人よりはフレンドリーだと考えていたが実際はそんなことはなく、むしろ静か
なほうなのではないかと感じた。留学生は緊張しているようにも見えなかったので、話題を提供
すると盛り上がる程度にはディスカッションができた。私たちの話題提供待ちだったことが、改
めて思うと感じられた。

留学生が日本人学生による「話題提供待ちだった」こと、
「話題を提供すると盛り上がる程度」の
ディスカッションという表現には、役割の固定と共通目標の不在が反映されていると考えられる。

８．結

論

本研究における教育実践には、積極的にコミュニケーションを図ろうとする能力、日本社会に内在
化された文化的規範や待遇行動を自覚し、それを外国人に伝えることによって相互作用を起こそうと
する能力についての自己評価を大きく伸ばす効果があったと考えられる。特に、日本語能力が限られ
た留学生との日本語での交流による日本人学生のコンピテンスの伸びが確認できたことは、本研究の
知見の１つであろう。一方、文化間の差異についての気づきと知識を持ち、その認識に従って行動で
きる能力については必ずしも伸びが確認されず、国内学生と国際学生の参加形態の非対称性、役割の
固定性、共通目標の不在等の課題が潜在していることが示唆された。
本研究では、尺度を用いた量的データと学生のコメント等の質的データを組み合わせて教育効果を
分析した。コメントのみの分析では、
「日本文化・習慣の手引き」に関する効果の過小評価や「異文
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化への共感的理解」の過大評価につながり、コースの構造的問題を見過ごしてしまう虞もあったかも
しれない。
ただし、本研究には以下の制限がある。第１に、今回測定に使った「多文化間コンピテンス尺度」
の因子構造や質問項目の妥当性については、サンプル（N ＝18）が限られていることから、統計的な
再検証を行うことができなかった。第２に、本研究では教育効果の測定に際して、処置を行わない統
制群が設定されていなかった。そして第３は、コンピテンスの測定対象が日本人学生のみで留学生が
含まれず、考察が一面的である点である。留学生は滞在中、実に多くの異文化接触を経験するはずで
あり、１つの授業の教育効果のみを単独で切り出すことは原理的に困難である。その他にも、教育効
果の持続性、学生の自己評価の妥当性・信頼性についての制約が考えられる。
今後は、さまざまな教育内容・目的に応じた測定尺度による教育効果のさらなる検証と、教育実践
へのフィードバックの蓄積が望まれる。
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注
効果量の指標として分散分析において広く使われるイータ二乗（η2）および偏イータ二乗（η p2）は、異な

１

るデザイン間での比較が困難なことから、より汎用性のある一般化イータ二乗（η G2）の使用が推奨されている
（Bakeman, 2005）。本稿では先行研究との比較可能性も踏まえ、η2とη G2の双方を報告することとした。
２

Cohen（1988, pp.25-27）および水本・竹内（2008）の目安に基づき、0.2以上0.5未満を効果量小、0.5以上0.8未満
を中、0.8以上を大とした。
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Eﬀects of Intercultural Interaction on Home Students in a University Course：
An Analysis Based on Multicultural Competence Inventory

WATANABE Tomoseki, YAMATO Akiko

University multicultural classes, in which home and international students engage themselves in
meaningful interaction, are attracting attention as part of attempts at internationalization of higher
education. We designed and taught a general education course for ﬁrst-year Japanese university
students which incorporated in its syllabus regular guest participation by international exchange
students who are studying intermediate Japanese at the university. We used Multicultural
Competence Inventory （Inagaki, 2013）to measure Japanese students' intercultural competence at
the beginning and end of the semester. The results showed signiﬁcant increases in subscale scores,
especially those of male students. Along with an analysis of comments by Japanese participants,
we discuss possibilities and limitations of international integrated courses at universities．

