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旨

本稿では、初級日本事情で実施したドラマ制作について報告するととも
に、その効果と今後の課題を分析する。本稿で述べる日本事情の授業では
留学生が日本で体験した事柄について日本人大学生を対象に発表するとい
う活動を行ってきた。しかし、文化や社会に対する複雑な思いを限られた
日本語で表現しきれず、日本人大学生との活発な意見交換に発展すること
が難しかった。そこで、日本での体験をドラマ番組として撮影・編集し、
その上映をもとに意見交換を行うという活動を導入した。その結果、疑問
文や勧誘表現を活用して具体的な状況を視覚的に表現することが可能にな
り、発表内容や留学生自身についての質疑応答が活発になった。また、ス
トーリーの中でエンターテイメント性や独創性が発揮され、日本語学習の
強い動機付けとなった。

1.

活動の背景
筆者が都内の大学で担当している「初級日本事情」は日本語初級前半レ

ベルの短期交換留学生を対象とした授業で、様々な角度から文化的考察を
深めることを大きな目標としている。ゼロレベルに近い学習者もいるため、
ビジネスマナーや和太鼓の演習、擬音語・擬態語を用いた食べ物紹介、俳
句・色紙の作成など、体験型の活動を中心に授業を構成しているが、学期
中に一度は日本人大学生をクラスに迎え、彼らを対象に日本での体験につ
いて発表する機会を設けている。これは、日本人と日本語で話す機会が少
ないという学習者の声や、接触を通してこそ得られる異文化理解の可能性
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を考慮した試みで、全 15 回の授業の約 3 分の 1 を占める一大イベントと
なっている。
近年の日本語・日本事情教育における異文化理解・交流を促す実践とし
ては、テーマを決めて日本人大学生とディスカッションをする（梶原
2003）、インタビューに基づいた調査発表をし、レポートを執筆する（重
田 2006）というように、言語中心の活動が多い。細川（1999）や三代
（2003）が実施した「個の文化」に焦点を当てた授業においても、ディス
カッションやインタビューを行い、レポートを執筆するという活動が含ま
れる。しかし、わずかな日本語学習歴しかない、ゼロレベルから初級前半
の学習者にとっては、良いアイディアがあってもそれを日本語だけで表現
することには限界がある。野呂（2009）が指摘するように、日本語母語話
者をクラスに招いても、もともと語彙力が少ない上に十分な文法力や会話
力が身についていないため話が弾まない。言語と文化を結ぶ実践は重要だ
が、頭の中の概念を他者に想像させるには相当な言葉の力を必要とする
（荒木・藤木 2011）。筆者が過去に実施した活動においても、学習者の
発表が「漢字は難しいです」というような断片的な内容にとどまり、それ
を聞いた日本人学生からも単調なコメントしか得られないことが多かった。
来日して間もない初級前半の学習者が、日本語で日本語母語話者と日本で
の体験をシェアできるようになるためには、どのような授業の工夫が必要
だろうか。
本稿で報告するドラマを取り入れた活動は、このような授業の葛藤・疑
問から生まれたものである。場面とコミュニケーションを統合させたドラ
マという手法を用いて日本での体験を伝えることで、表現の可能性を広げ、
学習者と日本人学生の間によりダイナミックな対話を生み出すことを目指
した。本稿で述べる「ドラマ」とは、約 10 分間のドラマ番組のことで、
制作は以下の手順で行われた。まず、異文化適応の理論をもとに学習者が
日本での留学生活を振り返り、「日本での生活で大変なこと」について話
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し合った。テーマが似ている者同士がチームになり、ドラマの構成を練り、
撮影及び編集を行った。完成したドラマ番組を日本人学生を対象に発表し、
質疑応答を行った。活動後、留学生は振り返りアンケートを、日本人学生
はコメント用紙を提出した。筆者は授業中の留学生・日本人学生の様子を
観察し、学習者・日本人学生の発言と共に記録した。授業記録及び収集し
たアンケート、コメント用紙をもとに、ドラマを導入した効果の分析を行
った。

2.

日本での体験について語ることの意義

2.1

異文化接触を通して得られる学びと成長

語学留学は、短期間で言語や文化に対する知識を深める有効な手段とし
て幅広く推奨されてきた。過去の研究では会話力や流暢さ（Hernández
2010）、書く力（Sasaki 2007）、異文化感受性（Martinsen 2011）が高ま
ったことが報告されている。一方で、留学を経て得られる変化は、決して
ポジティブなものばかりではない。慣れ親しんだ自国での暮らしから新た
な社会・文化的規範へと移行する異文化適応過程においては、様々な苦難
や葛藤が生じると言われている。
多くの学生は留学中に「U カーブ型」の心理的適応を経験する
（Bochner 2006）。まず、未知の文化に対する肯定的なイメージから留学
を開始し、カルチャーショックや衝突を経験しながらストレスが多い時期
へと移行する。新たな学びやスキルの獲得を経てこの状態は徐々に回復し、
最終的にはアイデンティティの再構築による安定した心理状態を保つこと
ができるようになる。カルチャーショックというと、異文化に対する一時
的な驚きを意味すると考えられがちだが、実際には手がかりの喪失、対人
コミュニケーションの崩壊、アイデンティティの危機といった長期的状態
も含まれる（Weaver 1993）。日本で学ぶ留学生の事例としては、ソーシ
ャルネットワークの形成、食べ物、言語に関する困難（Pearson-Evans
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2006）、日本人大学生との友人関係構築における葛藤（佐々木・張・鄭
2012）などが報告されている。Kim（2001）が提示した「ストレス適応成
長モデル」によれば、ストレスを経験すると、それを克服し、精神的均衡
を保とうとすることで適応が進む。そして、前進と後退を何度も繰り返す
ことによって、徐々に自己の成長と異文化適応が促進されていくという。
自分が生まれ育った文化圏から離れて暮らす者にとって、これらの大き
な変化を振り返り、理解することは新たな自己の確立と成長において重要
な意味を持つ（Ting-Toomey & Chung 2005）。そして、新たな経験をした
自分について内省し、感情や考えを表現することは、自己の気づきを深め、
文化に対する感受性を高める上で役立つ（Nagata 2004）。また、来日し
て日が浅い段階で、日本人学生と日本語で自らの体験をシェアする試みに
挑むことで、 その後の滞在生活で日本人と関わりを深めていくための足
がかりを築き、自信を培うことができるのではないか。母語話者と日本語
で語る活動は聞く力・話す力を高める上でも重要だと言えるだろう。
他方で、日本人学生が留学生の視点に気づくことにも大きな意義がある
と言える。なぜなら、日頃意識されない文化は、文化圏が異なる他者と対
峙することで初めて鮮明化され、学びの対象となり得るからだ（ショール
ズ 2013）。杉原（2007）は、日本社会や大学の中で共に生活していなが
ら接触する機会の少ない留学生と日本人学生が対話を通して向き合うこと
で生まれる学習には大きな可能性があると論じている。日本での体験をシ
ェアするという活動は、留学生と日本人大学生の双方にとって新たな発見
と学びを獲得する機会になると期待できる。

2.2

本活動における文化の問題

本活動では、「他者とのインターアクション及びその経験の中で意味付
けされ、構成された概念こそが現実であり、文化である」と論じる
Bennett（2013）の構成主義の立場から文化を捉えた。つまり、留学生が
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日本に住む他者との関わりの中で経験した「大変なこと」が、留学生によ
って内省され、意味付けされ、表現されることで、「文化」というカテゴ
リーが構築される。構成主義の立場では、文化や世界観は、個人が一方的
に他者を観察し、解明するものではなく、ある状況に置ける他者とのイン
ターアクションを通して培った経験をもとに、個人の知覚を通して定義さ
れ、変容していくものである（Bennett 2013）。
文化は複数のレベル、視点から分析することができる。個人レベルで見
た場合、アイデンティティの違いが差異の根幹であると論じることができ
るが、集団レベルで見た場合、日本ではお辞儀をし、アメリカでは握手を
する、日本では一夫一婦制が、サウジアラビアでは一夫多妻制が適用され
ていると説くことができる。普遍主義の視点から論じるのであれば、世の
中の全ての文化には普遍的な価値観や規範があると唱えることができるし、
文化相対主義の立場から見れば、文化の中にはパターンがあり、そのパタ
ーンの違いが人々の差異を生み出していると主張することができる
（Evanoff 2016）。ポストモダニズム的見地によれば、文化は流動的で絶
えず変化しているため（Hall 1992）、文化を「自分の」または「外国の」
物と客観的に分析することはできず（Wendt 2003）、ポスト構造主義も、
文化を単一言語を話す同種の人々によって形成された固定的な集合体とし
て捉えることには限界があると指摘している（Pavlenko 2002）。
言語教育の分野では、これらのレベルの違い、視点の違いが十分に議論
されないまま、一つの立場を支持し、他を批判する文献が目立つが、筆者
はどの視点にも強み、弱点があると考えている。例えば、グローバリゼー
ションによるグローバルとローカルの境界の喪失（Featherstone 1995）に
より、「日本文化対異文化」という構図を疑問視する声が高まっている。
Pavlenko（2002）は、内と外で区別化された文化について学び、文化間を
移動し、最終的に異文化に適応するという考え方は現代の多文化・多言語
社会における第二言語学習に対応できないと論じている。同様に、異文化
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と自文化の境界はどこにあるのかと問う細川（2003）は、日本文化のイメ
ージや傾向、人々の行動パターンを一つの固定的な全体像として教える教
育法には、個の欠落という問題があると指摘している。そのような全体像
には、日本人は○○であるというステレオタイプ（佐藤 2009）や西洋を
優位化するために作り上げられた虚構・言説（Kubota 2003, Said 1979）が
付随しているため、学習者はそれらを批判的に考察するべきだという主張
もある。橋本（2001）は、地球規模の移動が広がりを見せている今、「日
本文化対異文化」という単純な枠組みでは説明できない、複雑で流動的な
アイデンティティを持つ人々が増えていると述べている。そして、日本事
情教育においては、この二極化した構図を押し付けるのではなく、固定的
な文化観を打破し、変化に富んだ学習者のアイデンティティの成長を促す
活動を取り入れる必要があると論じている。
確かに、このような文化に対するアプローチは、固定観念やステレオタ
イプを打破するのには必要かつ効果的である。しかし一方で、ある集団に
よって幅広く受け入れられている慣習や社会通念を説く上では有効とは言
えない。日本の会社で初めて仕事をするカナダ人のビジネスマンを対象に、
「名刺は両手で受け取る」と教える方が、個々のアイデンティティの違い
を強調するよりはるかにわかりやすく、実用的である。この点においては、
相対主義的文化の解釈は、便利なツールとして働く。しかし、ある一人の
日本人ビジネスマンの考え方や行動の真意を理解する上では、文化相対主
義は効果的とは言えない。どれだけ日本人ビジネスマンの行動パターンを
学んでも、そのパターンに一人の人間の思考が必ず当てはまるとは限らな
いからだ。だが、人間が本当にどの文化にも縛られない流動的なアイデン
ティティしか持たないのであれば、なぜ未だに多くの人々が留学先、移住
先、渡航先及び異なる背景を持つ人々との接触において戸惑いや驚き、不
和や葛藤を経験するのだろうか。
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構成主義の視点に基づいた本活動では、文化とは何か、文化をどのよう
に解釈し、表現するかという問題は、学習者自身の経験及び知覚・意味付
けのプロセスに委ねられている。ただ、その過程で重要となる「他者との
インターアクション」と「それをどのように解釈し、表現するか」という
問題を活動内に盛り込み、学習者が文化に対して思考を深める一つのステ
ップとなることを目指した。
日本での体験を語るという活動は、留学生が日本人・日本文化とは何か
を定義し、自分・自文化との差異を強調することが最終目的なのではない。
むしろ、同じ日本社会で同じ大学生として生活していながらも内在してい
るであろう日常の様々な事象に対する捉え方の違いを、ドラマというツー
ルを用いて表面化させ、「視点の交錯」のきっかけとなることを狙ったも
のである。そして、この視点の交錯があるからこそ、文化の存在に気づき
（ショールズ 2013）、社会の多様性について学ぶことができるのではな
いだろうか。Bennett（2013）が提示した「異文化感受性発展モデル」に
よれば、個人の知覚が複雑になり、文化的差異に対する感受性が高まるに
つれ、自文化中心主義の状態（文化的差異を「否定」「防衛」「最小化」
する段階）から自文化相対主義の状態（差異を「受容」し、「適応」「統
合」する段階）へと移行するという。日本で生活を始めても、他者との関
わりの中で日常の変化や差異を全く意識しないのであれば、それは
Bennett（2013）が述べるところの文化的差異を一定の普遍性を理由に
「最小化」する、自文化中心主義の段階と言えるのではないだろうか。
また、本活動は必ずしも「日本人対留学生」という構図によって成立す
るものではない。ある留学生にとっては困難な経験でも、他の学生にとっ
ては困難ではないかもしれないし、発表を聞いた者がそれをどのように解
釈し、意味付けするかは、個人によって異なるだろう。15 週の半期完結
型の授業だけで、文化的理解が完結するとは言えない。しかし、「留学生
が日本での生活をどのように捉えているか」という視点から出発したドラ
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マ番組制作一連のプロセス及び日本人学生を交えた意見交換は、個の世界
観を広げるステップになるのではないだろうか。

3.

なぜドラマ番組制作か
演劇やドラマの要素を日本語教育に取り入れる効果について、野呂

（2012）は目標言語を流れのあるインターアクションの中で使用し、思考
や視覚、身体を統合させた総合的なコミュニケーションの練習ができると
述べている。Maley & Duff （2005）によれば、場面に沿って繰り返し目標
言語を使用していくことで、言葉の型ではなく、言葉によって構築される
意味が注意されるようになるという。一方で、学習者の自己認識、自信、
失敗を恐れず言語を使用しようとする意識、モチベーション、学生間の団
結感が高まるというメリットもある（Maley & Duff 2005）。ドラマを教室
活動に取り入れた具体的な活動例としては、間の取り方や会話の状況を意
識した音声教育（橋本 2012）、言語能力、社会言語能力、社会文化能力
の育成を目指したビデオ作成の試み（中井 2013）などが報告されている。
異文化での生活を振り返り、表現するための手段としてドラマ番組制作
を取り入れたという報告は少ないが、筆者はドラマが持つ「言語だけに頼
らない総合的なコミュニケーションの手段である」という利点に注目した。
また、集団的な芸術性と観客へ何かを訴えかける上演があってこそ成立す
る「演劇」（野呂 2012）や、一つの文脈に沿って特定の文法を運用する
ことを目的とした「文法スキット」（川口 2012）ではなく、「日本での
体験をストーリーとして伝えるためのドラマ番組」という形態を用いた。
そして、以下の３点を理由に、ゲストの前で上演をするのではなく、予め
ドラマを撮影・編集し、そのビデオ上映を通して意見交換するという手法
を用いた。まず、撮影の中では何度でもやり直しが可能であり、初級前半
の学習者にとっては言語的・精神的負担が減るということ。教室外で撮影
を行うことで、学習者の体験を社会的場面に即して視覚的に再現すること
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が可能になること。最後に、言語だけではなく、ビデオ編集や演出などの
スキルを総合的に活かすことができるということ。本活動では異文化適応
の一つの大きな局面であるカルチャーショックを取り上げ、「日本での生
活で大変なこと」について語ることを目標とした。

4.

日本での生活で大変なこと：ドラマ制作の概要
本活動は、都内の大学にて 2015 年度後期の第 5 回から第 8 回目の授業

時間を用いて実施された。初級日本事情は全 15 回（週 1 コマ 90 分）半期
完結型で、ドラマ制作以外の時間は毎回異なるテーマの体験型活動を行っ
た。受講生の出身地は英国 4 名、米国 2 名、カナダ 1 名、スコットランド
1 名、メキシコ 1 名（男 4 名、女 5 名）で、来日してからこの活動に参加
するまで約 7 週間が経過していた。学習者の日本語力には個人差があるも
のの、日本語の授業では形容詞の学習を終え、比較・最上級の導入をして
いる段階だった。活動は以下の流れで展開した。
第1回

(1) 異文化適応とカルチャーショック（理論の紹介と教師の留学体験談）
(2) 日本での生活を振り返る。発表チームとテーマの決定

第2回

(3) ドラマのシナリオ作成と添削
(4) セリフの練習と撮影（授業外時間 2 週間を含む）

第3回

(5) 日本人大学生 10 名を招いてのドラマ発表と交流

第4回

(6) 振り返りアンケートの提出（自己評価と感想）

（1）の前に、日本での生活で大変なことをクラス全体に聞いたところ、
主な答えは満員電車と漢字だった。しかし、（1）から（2）を通して、U
カーブ型の変化について学び、グループで話し合いながら日本での生活を
振り返るという活動をしたところ、日々の日本人とのインターアクション
から、買い物、外出、授業、美容院、外国人に対する特別扱い、ホームシ
ックまで、様々なことについて困難を経験したことがあるという声が挙が
った。テーマを厳選し、4 つのチームに分かれてシナリオ作成を行った。
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構成は自由としたが、約 10 分間のドラマを作成するにあたり、場面を重
視したストーリー性のある内容にすることを促した。（3）と（4）での教
師の役割は、必要語彙の補充をし、詳細について質問をしながら学習者と
共に内容を掘り下げることで、シナリオ作成は学習者が主体となって進め
た。学習者から英語で相談を受けることはあったが、教師からの発話は全
て日本語で行い、極力教室内での日本語使用を心がけた。（5）の発表で
は、学習者と日本人学生は初対面だったため、アイスブレーキングから始
まり、全体が打ち解けたところでドラマの上映とグループディスカッショ
ンへと進行した。使用言語は日本語としたが、単語がわからない際に携帯
電話で英語訳を調べて相互理解を図ろうとしたり、簡単な日本語でどのよ
うに表現したら良いかを教師に質問したりする姿がしばしば見られた。
（6）では、学習者がアンケートに回答する形で自己評価を行い、感想を
記述した。各チームが選んだテーマは以下の通りである。
チーム 1
チーム 2
チーム 3
チーム 4

5.

母国の食べ物が食べられない；買い物をしすぎてお金がない; 深夜に
電車がなく、移動手段に困る
日本人が英語しか話してくれない；ハグの機会が減り、寂しい；トイ
レの使い方がわからない
道に名前がないため、迷う；店が狭く、混んでいるため団体行動がし
づらい
品数が多すぎて欲しい物が選べない；漢字が読めないため買いたいも
のが買えない

活動の効果
ドラマ制作を導入した効果の分析には、授業内ディスカッションの記録

と学習者が提出した振り返りアンケート及び日本人大学生がビデオ上映を
見て書いたコメント用紙を用いた。以下、日本語学習者に対する効果、日
本人大学生に対する効果、ドラマ制作の効果について分析する。
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5.1

日本語学習者に対する効果

一つ目の効果は、状況を視覚的に再現する中で疑問文や勧誘表現を活用
し、言語だけでは説明できなかった日本での体験をより具体的に表現でき
るようになったことである。日本での生活を振り返る活動で挙げられた
「大変なこと」が、ドラマの中でどのように表現されたかをシナリオの一
部を用いて表 1 と表 2 に示す。
表 1 チーム 1 の例
大変なこと（授業記録より）
よく買い物をします。
東京は高いです。
お金がありません。

表 2 チーム 2 の例
大変なこと（授業記録より）
東京の道は難しいです。
日本人はいつも英語を話
します。
日本人はハグをしないか
ら寂しいです。

シナリオからの抜粋
《コンビニに入る》頻繁に来ることを示す「ただいま」というテ
ロップの表示
A：高いですね。（驚いた顔のアップ）
B：高いです、高いです！（商品をアップで撮影しながらカメ
ラを揺らす）
《帰宅》
A：コンビニで何を買いましたか。
B：たくさん買いました。（テーブルの上に大量に買ったもの
を広げる）
A：お金がありますか。
B：いいえ。円がありません。でもポンドがあります。
A：Oh no no no！（小銭を手にとって悲しげな表情で叫ぶ）
A：お金がありませんから、どうやって日本に住んでいます
か。（場面切り替え）
B：今お金がありませんから、家賃を払うためにアパートに住
んでいません。
A：今、東京の街に住んでいます。とても残念ですね。
（野宿をしている公園の池で石投げをする。悲しい音楽の
挿入。）

シナリオからの抜粋
《友達に電話をかける》
A：もしもし。
B：もしもし。
A：今、何をしますか。
B：宿題をします。
A：お腹が空いた。晩御飯が食べたいよ。レストランに行きま
せんか。
B：いいですよ。レストランに行こう。
《道路標識がないため道に迷う。苦労してレストランに到着
し、注文する》
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A：すみません。これは何ですか。（メニューを指差して聞く）
ウェイター：Oh, it’s… （英語でメニューの説明をする）Are
you ready to order?
B：じゃあ、これお願いします。（困惑した表情）
《食事が終わり、外で別れる》
A：今日は楽しかった。またね！（ハグをする）
B：あぁ、ハグは本当に久しぶり。嬉しい！

言語のみに依存して体験について述べるためには、時間節や引用節を駆
使する必要があるが、それらが未習である以上、「〜は難しい、大変だ」
という形容詞文が中心になりがちである。しかし、体系的なストーリーの
中で、大変なことの「何」が「どのように」発生するのかを会話、表情、
動作、効果音を交えて演じることで、学習者の感情やその時の状況がより
具体的に伝わるようになった。
二つ目の効果は、上記の点を受けて、ビデオの内容や留学生の発想に興
味を持った日本人学生から数々のコメントや質問が挙がり、両者の質疑応
答が活性化したことである。学習者は、日本人学生から直に質問を受け、
答えるという過程を通して、日本語運用の実践をするだけでなく、日本人
学生の視点にも気付くことができたと推察できる。日本人学生の発言が学
習者にとって理解が難しい場合には、筆者が学習者にもわかる日本語で言
い換え相互理解を促した。その流れの中で使われた言葉の一つ一つに学習
者は耳を傾け、自分の言葉で答えを述べようとしていた。
三つ目の効果は、チーム 2 の例に見られるように、 友達を食事に誘う、
注文するといった既習事項がドラマ全体で運用されており、本活動が総合
的なコミュニケーションの実践の場となったことである。言語のみで体験
を語る場合にも既習事項の運用は可能だが、形容詞文、動詞文というよう
に表現がある程度パターン化され、内容が限定されがちである。学習した
日本語を自らの体験を伝えるためにどのようにフル活用するかという視点
は、言語運用能力を伸ばす上で特に重要だと言えるだろう。
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振り返りアンケート中の「ビデオの中で大変なことを説明することがで
きましたか」という問いに対して、全員が「よくできた」または「まあま
あできた」を選択した。「プロジェクトをして、どんなスキルや知識が身
に付きましたか」という問いには、チームワーク（8 名）、日本人学生の
アイディア（7 名）、日本語のボキャブラリー（6 名）、プレゼンテーシ
ョン・コミュニケーションスキル（各 3 名）などが挙げられた。
感想の中では、「みんなのカルチャーショックはちがいます。おもしろ
かった」「チームワークをしてはたのしかったです！日本人を会いました
もおもしろいでした」「スクリプトをつくりましたはとてもおもしろかっ
たです」というコメントが寄せられ、他のチームの発表からも文化的気づ
きが得られたこと、テーマは「大変なこと」というものでも、それを伝え
るための工夫や努力、日本人学生と一体となって行った意見交換は楽しい
活動であったことが読み取れる。また、今回の日本での生活を振り返ると
いう活動を通して、実際はそれ程困難を抱えていないことに気づき、自分
が恵まれた環境にいることに感謝するようになったというコメントもあっ
た。日本語の練習になった、ビデオを見て自分の日本語の間違いに気づく
ことができた、いつもとは違う宿題を楽しんだという意見もあり、この活
動が日本語の学習においても効果的だったことが分かる。

5.2

日本人大学生に対する効果

授業内ディスカッションとコメント用紙で挙げられた日本人学生からの
コメントは主に 3 通りで、ステレオタイプの崩壊と新たな発見、留学生の
人柄や出身国に対する興味の増加、自分自身の英語学習の反省に関心が集
まった。例えば、チーム 3 のドラマで、留学生はよくグループで出かける
が、レストランは狭く混んでいるので入れないというシーンを見て、「ア
メリカ人は単独行動を好むと思っていたので、グループで行動するのが意
外だった」という発言があった。チーム 4 の発表の中で、棚一面を占める
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砂糖と塩、二つの判別がつかず違うものを買ってしまう留学生の姿を見て、
「品数が多くて困るというのは盲点だった」「砂糖にはスプーン、塩には
クジラの絵が描かれているが、留学生には何の意味も持たないことがわか
った」という発言から、留学生の国にはどのような商品があるのかという
話題へと発展した。
また、コンビニで物を買いすぎること（チーム 1）や家電の説明書が難
しいこと（チーム 4）に対する共感の声もあった。そして、留学生が日本
語が分からない時に「分かりません」とはっきり言うこと、それがきっか
けで更なる会話へと発展することに気づいた学生から「自分は英語が分か
らないと恥ずかしくてすぐ目を逸らしてしまうが、留学生のように、片言
でも積極的に話そうとする姿勢が持てるようになりたい」「自分の英語学
習を反省した」というコメントがあった。
全体を通して、道路標識がない道を歩く（チーム 3）、スーパーで買い
物をする（チーム 4）など、自分達が日常的に行なっていて特に不便だと
思わない事柄でも、来日したばかりの留学生にとっては「大変なこと」に
なり得ることに気づいたという感想もあった。以上の点から、日本人学生
がビデオ発表の視聴を通して留学生の視点から見た日本の姿に気づき、自
分達の生活や価値観を振り返ることができたと推測できる。

5.3

ドラマ制作の効果

編集技術の高さに驚いた日本人学生から、留学生はどこでこのような技
術を学ぶのかという質問があった。これに対して留学生が全て YouTube
を見て勉強したと答えると、何か分からない時に YouTube を見るという
習慣が私達にはないという反応が日本人学生からあり、ここでも議論の深
まりが見受けられた。また、日本の番組は出演者の数が多く、カメラを引
いて全体を撮るシーンが多いが、留学生が作成したドラマは個に焦点を当
てたアップの映像が多かったため、そこからも異文化を感じたという声が
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あった。発表内容だけではなく、制作に使われた技術や思考回路にまで話
題が発展し、対話が活発になったことは、ドラマを取り入れた効果である
と言える。
そして、ドラマ制作を行ったもう一つの効果は、作品にユーモアや音楽
が加わることで、体験を言葉で述べるだけでは伝わらなかった学習者の個
性や独創性が表面化したことである。それに伴い、情報の送り手（留学生）
と受け手（日本人学生）という両者の関係が変わり、共に作品を楽しむ者
として一体感が生まれた。例えば、チーム 1 の作品で使われた「ただい
ま」というテロップや、公園で野宿をするシーンではクラス全体で笑いが
起こり、発表後、日本人学生からは発想の独創性に驚いたという感想や、
自分達には思いつかないようなユーモアをなぜ思いつくのかという質問が
あった。以前は、発表に対する緊張感のためか、学習者と日本人学生があ
まり打ち解けずに授業が終わることが多かったが、本活動においては、ド
ラマの観客という立場から両者が視点を共有する様子が観察できた。そし
て、学習者が個人で発表をしていた際には、学習者が自分の発表だけに専
念することがしばしばあったが、今回の活動では、共に作品を作り上げた
仲間として学習者同士がつながりを深め、他のチームの発表を楽しみにす
る様子が見られた。ドラマ制作を行ったからこそ得られたチームワークの
楽しさ及び作品に対する日本人学生からの多くのコメントは、日本語で語
ることに対する大きな動機付けになったのではないだろうか。

6.

考察
学習者が作成したドラマ番組は、留学中に経験する一進一退（Kim

2001）の一側面が、明確に伝わる内容だった。チーム 4 のドラマでは、漢
字が読めないことで生じる「手がかりの喪失」（Weaver 1993）を、独自
の方法によって克服しようとする姿が描かれていた。チーム 2 のドラマの
ハグできる喜びを胸に帰宅するという場面では、外出や日本語使用を積極
83

Journal CAJLE, Vol. 18 (2017)

的に試みる一方で、留学生同士の繋がりを通して寂しさを解消するという
異文化適応の過程がよく伝わった。単に大変なことを列挙するのではなく、
それをどのように体験し、どのように向き合ったかを具体的に表現するこ
とができたのは、「身体・思考・視覚を統合した総合的なコミュニケーシ
ョン」（野呂 2012）というドラマの特性を、学習者が作品の中に的確に
取り入れたためと推測できる。また、学習者の振り返りアンケートの結果
からは、Maley & Duff（2005）がドラマを教育に導入する効果として指摘
する「学生間の団結、モチベーション、言語使用に対する自己認識」の高
まりが見られた。
また、ドラマを通して表現されたからこそ表面化した留学生と日本人学
生の視点が、対話を広げるきっかけとなった。例えば、チーム 4 のビデオ
の中では、棚の上から下まで並ぶ様々な種類の砂糖と塩が映像として映し
出され、その前で困惑した表情を浮かべる留学生が、店員に聞きたいが恥
ずかしいと呟く場面があった。「品数が多くて困るというのは盲点だった」
と回答した日本人学生は、日常生活の中でそのような棚を見ても、特に何
かを意識したことはなかったかもしれない。発表した留学生も、砂糖には
スプーン、塩にはクジラの絵があるという話を日本人学生から聞くまでは、
それらの絵が持つ意味に気づかなかったかもしれない。このように、他者
とのインターアクションを通して、自分の経験を内省し、意味付けし、理
解していく過程は、構成主義の立場から見れば、文化的考察を深める一つ
の段階として捉えることができる（Bennett 2013）。そして、学習者の振
り返りアンケートの結果からもわかるように、多くの学生が「日本人学生
のアイディア」に気づくことができたと回答した一方で、「みんなのカル
チャーショックは違う」ことに気づいたという指摘もあった。また、他者
との違いに気づくだけではなく、互いに「共感」する姿勢も見られた。以
上のことから、杉原（2007）が日本人学生と留学生の対話から生まれる学
びの可能性を指摘するように、ドラマを用いた発表活動を通して、学生達
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が同じ社会で暮らす他者の視点に気づき、多様性について考えることがで
きたのではないかと推測できる。
本活動を遂行するにあたり、特に重要だったのは、日本での生活を振り
返る作業と、ビデオ視聴後のクラス内ディスカッションである。Nagata
（2004）は、経験を振り返ることと、考えを表現することの重要性を指摘
しているが、自分の日本での生活を振り返り、それをクラスメイトと共有
したからこそ発表テーマが広がった。また、学生の出身地によっても困難
に感じることの内容が異なっていたため、クラス内で考えをシェアするこ
とで、お互いが持つ背景の違いについて考えることができたのではないか
と推測できる。そして、学習者の日常を映し出したビデオを視聴した日本
人学生からは、ビデオの内容だけでなく、学習者の国の食べ物、母国での
生活習慣、大学生として学んでいること、好きなものなど、多岐に渡る興
味関心が寄せられた。その一つ一つに、たとえ短い文でも一単語でも、自
分の言葉で答えを述べることは、日頃日本語で日本人と話す機会が少ない
という学習者にとって、日本語で語ることの自信とモチベーションを培う
一つのきっかけになったのではないだろうか。

7.

まとめと今後の課題
本稿では、どのようにすれば初級前半の学習者が日本語で日本人学生と

日本での体験をシェアできるようになるかという疑問から生まれたドラマ
制作活動について報告し、その効果を分析した。身体や表情、音楽、映像、
独特のストーリー構成を通して伝えられた留学生の日本での体験は大きな
反響を呼び、言葉の壁を超えて日本人学生と対話を深めることができた。
本稿で報告した実践は、都内の大学における日本事情という授業で実施し
たものだが、コミュニケーションを活性化するための手段としてドラマを
用いるというアイディアは、日本国内を問わず、国外の教育機関において
も応用できると言えるだろう。また、ドラマを用いて個人の体験について
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語る試みは、日本語の授業、異文化理解・異文化コミュニケーションなど
の授業においても、表現の可能性を広げ、文化的考察を深める上で有効だ
と推測できる。
ドラマ制作を導入した効果が観察できた一方で、本活動を通して学習者
の文化的考察がどのように深まったかについては分析が不十分であるため、
今後の課題としたい。また、ドラマの中で、演技や発話で大変なことを伝
えるのではなく、短いテロップだけを部分的に使用し、「日本での体験を
語る」という本来の目的から逸れてしまったチームがあったため、制作の
段階で内容を分析し、修正を加えていくことが効果的だと考えられる。
授業終了後に、日本人学生から「私たちが同じ課題を与えられたら、大
変なことを単に描写するだけで、面白い作品にはならなかったと思う」と
いう意見があった。今後は、一つの作品を留学生と日本人学生の協働で作
り上げること、または同じテーマで両者が作品を作り、お互いの視点を合
同発表の中で分析することなどを通して、更なる文化的発見、交流促進へ
と発展させていきたい。
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