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する。 以下に， 本研究においてＭ－ＧＴＡをどのように用い， 研究を実施したかを説明する。
１．

　

はじめに
２．１． 本研究の射程

　

明海大学外国語学部英米語学科では， アメリカｏカリフォルニア州にある Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆ

ＣａｌｉｆｏｒｎｉａａｔＬｏｓＡｎｇｅｌｅｓ（ＵＣＬＡ） 付属の ＡｍｅｒｉｃａｎＬａｎｇｕａｇｅＣｅｎｔｅｒ（ＡＬＣ） が提供

する集中英語研修 （工ｎｔｅｎｓｉｖｅＥｎｇｌｉｓｈＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎＰｒｏｇｒａｍ，ＩＥＣＰ） に学生を参加さ

せる 「ＵＣＬＡ奨学研修」 を実施している。「奨学研修」 とは，２年生と３年生の各学年から

成績優秀者をそれぞれ５名選び， 合計１０名を３週間の英語研修に派遣するもので， 研修費，
渡航費，生活費等全てを大学が負担する。ＵＣＬＡ研修は，選抜された学生が英語文化圏で英

語コミュニケーションや異文化理解の実地経験を持つ機会を提供し， 対象学生たちのさらな

る研鎖を促すものである。 また， 本研修は単位取得の対象となり，「異文化実地研修」 とし

て２単位が与えられる。

　

この奨学研修を通じて， 学生たちは， 何をどのように経験しているのであろうか。 この問

いに答えるには， 学生たちが得ている経験とその意味を， 当事者である学生たちの視点から

ボトムアップに捉え， 明らかにする必要がある。 本研究は， そうした必要性を踏まえ，「修

正版グラウンデッ ドリセオリーｏアプローチ」（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ Ｇｒｏｕｎｄｅｄ Ｔｈｅｏｒｙ Ａｐｐｒｏａｃｈ，

以下， Ｍ－ＧＴＡ）（木下，２００３；２００７） を援用し， ＵＣＬＡに参加した学生の経験とその意味

を可視化して捉え， その説明モデルを構築しようと試みるものである。

　

日本国内の大学・短大で実際になされてきた短期海外 （英語圏） 研修に関する先行研究に

は様々な例がある（ｅ．ｇ 深谷，２００５；中川，２００９） が，Ｍ－ＧＴＡ を用いた研究は稀である（ｃｆ．，

工藤，２００９）。 したがって， 本研究は， Ｍ－ＧＴＡを援用した海外研修に関する研究の数少な

い事例の１つとなる。 また， 本研究において提示する説明モデルは， これまで暖昧に捉えら

れていたＵＣＬＡ奨学研修の効用と限界を明示的かつ図式的に伝えるものである。 本学科学

生や教員がＵＣＬＡ奨学研修について理解する際のみならず， ひいては大学外部の人びとに

対しても， 研修における学生の経験を伝える際の効果的な視覚ツール （後述の図１参照） に

なるといえるだろう。

本稿の構成は以下のとおりである。まず，Ｍ－ＧＴＡを援用した研究の方法について概説す

る。次に，調査結果として，ＵＣＬＡ奨学研修に参加した学生の経験に関する説明モデルの全

体像を示し， その後， 説明モデルを構成する諸要素について詳説したい。 続いて， 調査結果

を批判的に考察する。 最後に， 本研究の結論を整理し， 今後の課題を述べる。

２． 研究方法

本研究では， 修正版グラウンデッ ド・セオリー・アプローチ （木下，２００３；２００７） を援用

Ｍ－ＧＴＡ は， ある特定の経験をしている集団の成員にイ ンタビュー等を行うことでデータ

を収集し， そのデータに基づき， 当該集団に属する人びとの経験とその意味に関して網羅的

な説明モデルを構築することを可能とする。 Ｍ－ＧＴＡ は， 「ヒューマンサービス」 の範噂に

入るソーシャルワーク， 看護・保健， リハ ビリテーション， 介護， 教育， 臨床心理といった

様々な領域の実践的課題を同定し， それに対応していくための知見を得るために用いられて

きた （ｃｆ，，木下ｏ編， ２００５）。

　

また，考案者である木下（２００３）が説明するように，Ｍ－ＧＴＡは，特定の領域で活動する

人びとから収集されるデータに基づき， それらの人びとの経験に関する理解を助けるた．めの

「領域密着型理論」（木下，２００３：１９） を生成するものである。 以上のようなＭ‐ＧＴＡの特

徴を本研究にあてはめて考えれば， ＵＣＬＡ奨学研修は大学が学生に提供するヒューマンサー

ビスの一形態であり， 海外研修という教育の一領域において， 学生たちが得る経験 （問題も

含めた経験） とその意味を説明する領域密着型理論 （説明モデル） の構築が可能となる。 Ｍ‐

ＧＴＡでは， 研究の対象となる人びとを 「分析焦点者」（木下，２００３：１３８） という括りで限

定的に設定する。「分析焦点者」とは，インタビュー調査を行った場合でいえば，インタビュー

の対象者たちを抽象化して言い表したものである。 したがって， 本研究における 「分析焦点

者」 は，「ＵＣＬＡ奨学研修に参加した明海大学外国語学部英米語学科学生」 であり， その説

明モデルは， この学生たちに関する領域密着型理論である。

２．２． 調査対象者

本項では， 上述の 「分析焦点者」 の設定において土台となった調査対象者について述べた

い。調査対象者は，ＵＣＬＡ研修に派遣された英米語学科の成績優秀者１０名（２年生５名，３

年生５名）である。「英米語学科」 の成績優秀者と記述すると，「英語」 の成績優秀者と理解

される可能性が高い。 しかしながら， 本研修では， 英語以外の科目を含む全科目の ＧＰＡ

（ＧｒａｄｅＰｏｉｎｔＡｖｅｒａｇｅ） において２０１０年度に上位の成績を修めた者を選抜している。 その

ためもあってか ＴＯＥＩＣ⑩（ＴｅｓｔｏｆＥｎｇｌｉｓｈｆｏｒｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａＩＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ） の点数で

いえば， ４００点台から８００点台までの幅広い英語力の学生が参加し， 必ずしも英語の成績上

位者とはかぎらない。 性別は， 学科の人口構成比 （およそ男性１：女性４） を反映して， 例

年と同様に女性の方が多く，２０１１年度も男性２名， 女性８名である。

　

このように， 学生の英語知識や属性には差があり， 彼らの経験とその意味にも差異がある

ことが容易に想定できる。 したがって， Ｍ－ＧＴＡ によって導出された理論は， データを提供

した人びとすべてに当てはまるものではないのではないかという質問や批判が想起される。

英米語学科ＵＣＬＡ奨学研修参加学生の経験
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たしかに， Ｍ‐ＧＴＡ によって生成される理論 （説明モデル） は， すべての人に常に当てはま

る理論を生成することではなく （木下，２００７）， 分析焦点者の経験とその意味について，「人

によって多少の差異があっても理解と予測の導きとなる」（木下，２００７：７８） 領域密着型理

論を生成することを目的としている。

２．３． 研修の内容

ＵＣＬＡ奨学研修の概要は次のとおりである。 研修の中核である授業は，工ｎｔｅｎｓｉｖｅＥｎｇ‐

ｌｉｓｈＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎＰｒｏｇｒａｍ （ＩＥＣＰ） の３週間コースで提供されるもので， ネイティ ブ

スピーカーの講師が担当し， 月曜から金曜まで朝９：００から唇１２：００までの午前の部と昼

１：００から３：００（場合によっては３：３０） までの午後の部で構成される。 授業は， 学生が

英語で積極的にコミュニケーションが取れるようになることを目的とする。 そのため， 学生

は 「授業中に辞書を引かないこと」，「授業に積極的に参加すること」 などの指針に沿って，
リスニング， 発音練習， ディスカッション， ロールプレイといった活動に取り組む。 クラス

の人数は， １０名から２５名程度であり， クラスレベルによって異なる。 特徴としては， 例年，

日本人学生が多く， その他， 韓国， 中国， サウジアラビア， レバノン， ロシアなど世界各地

から学生が集まっている。

　

また， 授業以外に， 放課後および週末に， 本学学生のみにカスタマイズされたツアー （ユ

ーバーサルスタジオ， ディズニーランドなど） が組まれており， その際， ランゲージｏパー

トナーと呼ばれる現地のアメリカ人学生が３名付き， 本学学生と交流を図るという仕組みに

なっている。 滞在先はＵＣＬＡの寮であり， 学生には３人部屋が割り当てられるが，ＩＥＣＰ

の参加者には日本人が多いため， ルームメイトが日本人 （学生） である場合が多い。

２，４． データ収集法

　

データの収集法は， 以下のとおりである。２０１１年８月２１日から９月８日までの１９日間，

学生に日報（付録１）を書いてもらい，その提出を求めた。最終的に，全員が１９日間分の日

報を提出した。 学生たちが日報を書く際の言語は主に日本語である。 集中英語研修に参加し，

英語力を高めたいと希望する学生たちが本研究の対象であるため， 教育的には， 日報を英語

で書かせるという選択肢もあった，。 しかしながら， 今回は， 学生たちの中には英語という外

国語で自身の経験を十分に言語化できない者も含まれる可能性を考慮し， 日本語で記述する

よう依頼した（２）。 本研究は学内の倫理委員会の議を経たものであり， 対象学生には研究の趣

旨を説明し， 研究への協力を承諾した者に対して実施することにした。 その結果， 参加者全

員が協力を承諾した。

２，５． データ分析

　

データの分析は，Ｍ－ＧＴＡの手法に従い，以下のような手順で実施した。まず，調査対象

者たちの日報 （データ） の中から，「ディテールが豊富で多様な具体例がありそうな」（木下，
２００３：１６０） 対象者１名のデータを選び， その内容を読みこんだ。 この１名は， 「スーパーバ

イザー」（木下，２００３：１６２）とともに選択した。「スーパーバイザー」とは，分析を行う研究

者の 「個々の判断が的確に行われるよう判断者に対して確認を促す」（木下，２００３：１３） 役

割を担う共同研究者である。 具体的には， Ｍ－ＧＴＡの手順に従い， 判断者 （石黒） が１０名

の対象者の中から，まず１名を選んで分析する。 その際に，「スーパーバイザー」は，判断者

（石黒） に対して 「なぜ， その対象者を選んだのか？」 といった質問を発し， 判断者が自ら

の思考， 判断を客体化し， その妥当性を慎重に検討するよう促すのである。

　

判断者は， スーパーバイザーとの確認を経て選択した１人目のデータを読み込み， 互いに

関連がある考えられる項目 （具体例， ヴァリエーション） をデータから拾い上げ， 関連する

複数の具体例を包括するような概念を暫定的に生成した。その後，２人目から最後の１０人目

まで同様の作業を繰り返し，１０名のデータから最終的に１６の概念を生成した （図１および

付録３参照）。 その際，「分析ワークシート」（木下，２００３：１８８）を用いて概念生成を行った。

分析ワークシートは， 「概念名， その定義， 具体例であるヴァリエーション， 理論的メモの

四つの欄で構成され」（木下，２００３：１８７），１つの概念に対して１シートを作成する （付録２

参照）。「理論的メモ」 は， 各概念同士の関係等に関して研究者が気づいた場合にメモをして

おく欄である。

　

その後，１６概念の互いの関係性を精査し，関連が深いものをグループ化して，上位のカテ

ゴリーを生成した。 さらに， 上位カテゴリー同士の関係性も整理し， 上位カテゴリー同士の

関連ｉ性を示すコア・カテゴリーを生成した。 最後に， 概念， カテゴリー， コア・カテゴリー

の関係性を図式化し， 説明モデルを構築した （図１）。

　

通常，Ｍ－ＧＴＡでは，理論的サンプリングという手法を用いて，説明モデルの妥当性を確

保しようとする。 理論的サンプリングとは， 調査対象者の数をこれ以上増やしても， 新しい

見方， 結果は出てこないという時点， すなわち，「理論的飽和」（木下，２００３：２２０） に至る

までサンプリングを行うものである。 今回の調査では， ＵＣＬＡ奨学研修に参加した学生１０

名全員すべてを対象としていることから， 理論的には， この１０名で必要なデータは満たさ

れる。 しかし， 過去や未来の研修参加者まで視野に入れると， さらに新しい見方が追加され

る可能性もあり， 厳密にいえば， 理論的飽和状態は原理的には達成されない。 とはいえ，

２０１１年度のＵＣＬＡ研修参加学生全員のデータを扱っているため， 必要条件としてのデータ

数は満たしているといえる。
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２．６． 研究営為における研究者の位置づけ

　

学生が記入した日報 （付録１） には， 研究者の関心を反映した設問が示されている。 それ

らの設問に対して学生が反応し， 記述した内容をベースに学生の経験を分析するという研究

営為であるため， データは研究者の意図， 窓意性， 関心が関与したものである。 木下

（２００３） はこうした研究の営みを認識し，「研究する人間」（木下，２００３：２９） という概念を

提示した。 木下 （２００３） は， 研究者が自身を 「研究する人間」 として自覚的に捉え， 研究者

が陥りやすい自らの懇意的思考プロセスを意識化する仕組みを示したといえるだろう。

　

「研究する人間」 として研究者を対象化することに加え， 木下 （２００３） は， 研究の過程に

おいて， 上述の 「スーパーバイザー」， すなわち， 共同研究者の一人が 「なぜ， そのような

判断に至ったのか？」 との問いをコンスタントに投げかけることを重視した。 これにより，

研究者が単に懇意的に研究を進めるのではなく， 研究者の営みに自ら批判的なまなざしを向

けることで， 研究プロセスの透明化を図ろうとした。

本研究における研究者の関心を相対化して述べれば， 日報 （付録１） の設問内容に象徴さ

れるように， 研究者の関心は， 学生たちの１）「英語コミュニケーション」や２）「異文化コミュ

ニケーション」 に関わる経験とその意味にある。 ここでいう 「英語コミュニケーション」 と

は英語によるやりとりに関わる学生たちの経験を指し，「異文化コミュニケーション」 とは

文化的背景が異なる者同士のコミュニケーションに関わり， 異文化理解と自文化理解につな

がる経験を示す。 本研究の 「研究する人間」 は， 上記の１）と２）の項目における学生の経験

に主に関心があるのである。

以上のように， 研究テーマの設定， 分析焦点者の設定， データの分析， 研究の成果である

説明モデルの内容等は，「研究する人間」の影響を不可避的に受けている。Ｍ－ＧＴＡでは，研

究者が， 客観性や中立性を無理に装うことなく， ある関心を持って研究を行う 「研究する人

間」の影響について自覚的に扱い， 記述することにより， 研究プロセスをより透明化しよう

とする（ｃｆ．この点については， 一概にはわか．りにくいと思われるので， 詳しくは， 木下（２００３）

やＭ－ＧＴＡを批判的に考察した西保 （２００８） を参照されたい）。 では， 以下に， 上述してき

た研究プロセスを経て得られた調査結果を示す。

３． 調査結果

　

本研究の目的は， ＵＣＬＡ奨学研修に参加した学生たちが何をどのように経験したのかと

いう問いに対する答えを導き出すことであった。 本節では， 上述の問いに答える形で構築し

た 「ストーリーライ ン」 （木下， ２００３：２２４） を提示したい。 ス トーリーライ ンとは， Ｍ－

ＧＴＡの手法に沿ったデータ分析の結果生成した概念及びカテゴリーとそれらの関係性を踏

まえ， 研究結果を文章化したものである （ｃｆ．木下，２００３：２２４）。

導出されたストーリーラインは，「ＵＣＬＡ奨学研修の参加者は， 研修先の日本人の多さや

団体行動の縛りにジレンマを感じながらも， 現地 （アメリカ・ロスアンゼルス） の英語およ

び文化， ならびに米国以外から参加した多様なクラスメイトの英語および文化に日常的に触

れることによって， 自他の英語 （力）， 異文化， 自文化について相対的に理解し， 自身が取

り組むべき課題を見出し， 学びに対するモチベーションを向上させる過程を経験している」

というものである。 このストーリーライ ンは， 次頁図１の関係図に基づいている。

　

図１が示すように， 研究者の関心および学生たちの記述に基づき， 学生たちの経験を 「英

語コミュニケーション」 と 「異文化コミュニケーション」 という２つの領域に大別して考え

ることができる。 また， ＵＣＬＡ奨学研修参加学生の経験は， 英語コミュニケーション領域

における 「現地の英語に接する効果」， ならびに異文化コミュニケーション領域における

「異文化とかかわる効果」， という２つの肯定的意味を示すコアｏカテゴリーによって説明で

きる。

３．１． 現地の英語に接する効果

　

「現地の英語に接する効果」とは，「英語に囲まれた生活」（概念１）を経験する中で，自身

の英語力の不足という現実に難しさを感じ，それを克服しようと願うこと（概念４），自分が

英語を介してできることを確認すること（概念５），また，英語力を高めるために様々な工夫

をすること （概念２，概念１０）， さらには， 英語に囲まれた生活において英語学習に対するモ

チベーションを向上させること （概念３） を指す。 以下， 学生はｓｌ～ｓｌｏで表記し， 学生

の記述はできるだけ原文のままで示す。

３，１．１． 英語に囲まれた生活 （概念１）

参加学生１０名すべてが， 日常的に英語に触れられる環境にあることやその利点を自覚し

ていた。 たとえば， 「寮のフロントやレストランの人など， みんなが英語を使っているので，

常に英語にふれられている点が良いと思う」（ｓ５），「必ず英語で話さなければならないこと

が出てくる」（ｓ７），「学校を出てからも英語を使える環境がある」（ｓ６），「買い物に行くだ

けでも英語の勉強になる」（ｓ３），「今日は授業の紹介や， 保険の制度についての話を聞いた

が， 意味はほとんどわからなかった。 だが， 私はそのような環境を求めていました」（ｓｌｏ），
といった見解が示された。 こうした英語に囲まれた環境において， 学生たちは，「現実と願

望」，「できるという実感」，「双方向的な授業」 を経験している。

現実と願望（概念４）

「現実と願望」（概念４） とは，「現地の英語に接する効果」 の１つであり，「英語で思うよ

うに表現できない， もしくは理解できないことを実感しつつも， 表現したり， 理解できるよ
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・アメリカ人との交流と気
づき （概念８）

・物理的環境・習慣の違い
（概念１３）

・異文化の食事
（概念１１）

偏見の助長・強化

偏見からの解放

目文化理解

ｒ
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１
１
１
１
１
１
」

・外国人クラスメイトとの
経験 （概念１４）

・日本人と外国人の違い
（概念９）

　

国際的人間関係の形成

・世界の人とのつながり
（概念１５）

・人から受ける影響と成長
意欲 （概念１２）

　

１

　　

１　　

　

　

　　　　　　

　

　

　

　

　

　

　　
成績優秀者

　

Ｉ

のさらなる

成長の

場を提供

・日本人・日本語との

かかわりと

ジレンマ

（概念６）
・悩み・不安

（概念１６）

・現実と願望

（概念４）
・できるという実感

（概念５）
・双方向的な授業

（概念７）

・実践的方法の

発見・使用

（概念２）
・英語学習への
工夫 （概念１０）

・意識の変化

（概念３）

ること， 考えていることをより正確に言えるようになりたい」（ｓｌｏ） 等がある。 類似した

プロセスを１０名すべてが経験している。 このように， 学生たちは， 英語コミュニケーショ

ンがうまくとれないという現実に直面しつつ，「こうなりたい」 という願望を持つ過程を経

験している。

　

できるという実感 （概念５）

　

学生は英語コミュニケーションがうまくとれないという経験を一方でしながら， 他方では，

「できるという実感」 も持っている。「できるという実感」 とは， 「英語コミュニケーション

において具体的にできること， できるようになったことに気づくこと」 である。 たとえば，

「先に部屋にいたルームメイトに自分から自己紹介をした。 そしたら相手もすすんで話をし

てきてくれて， 会話をすることができてよかったと思う」（ｓ２）， 「クラス内で立って１対１

でコミュニケーションをとりながらプリントをこなす際， 自分から積極的に話しかけること

ができました」（ｓｌ），「段々と自分が発する英語が， 相手に一発で伝わる回数が増えてきた

気がする」（ｓｌｏ） 等の記述があった。

　

学生の多くは，自己紹介をしたり，自分から話しかけるといった行動を通して，「できる」

という体験をしている。 その他にも， 買い物で値段を確認できた体験やパソコンの使用許可

をとれた体験等， 一見「些細な」体験であるかもしれないが， 日本では英語コミュニケーショ

ンを日常的に行う機会のない学生たちにとっては， こうした小さな出来事を通じて 「できる」

という感覚を持つようになると考えられる。 これらの小さな出来事は「英語に囲まれた環境」

（概念１） にあるからこそ， 英語を介して経験されるものであり，３週間と短くはあるが，

ＵＣＬＡ奨学研修に参加し， 英語に囲まれた環境に置かれることで， 多くの 「できる」 を発

見するのである。

　

双方向的な授業（概念７）

　

ＵＣＬＡ 奨学研修で学生たちが受ける授業は， ｌｎｔｅｎｓｉｖｅＥｎｇｌｉｓｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｐｒｏ‐

ｇｒａｍ （ＩＥＣＰ） の３週間コースに属するもので， 会話， プレゼンテーションといった口頭で

のコミュニケーションに重点が置かれている。 また， コミュニケーションを円滑に行うため

の一環として発音練習も重視されている。 その他， 授業は， 教員と学生， 学生同士でやりと

りを行う双方向的なものになっている。 そうした授業を本研究では 「双方向的な授業」 と概

念化した。「双方向的な授業」 とは 「学生たちが授業において， 教員と学生， 学生間のやり

とりが多い授業を受けていると認識していること」 を指す。 学生たちからは，「授業内容は

パートナーやグループでスピーキングすることがほとんどでした」（ｓ８）， 「午前の授業も午

後の授業も英語をたくさん話せる授業だったので， とても楽しいし１つの授業の時間が３，２

時間と長いですがとても短く感じました」（ｓ２），「コメディドラマのエピソードを３場面に

分けて， グループで役割を決め， その ドラマを ＲｏｌｅＰ１ａｙするという授業をしま した。 日

本人の恥ずかしがり屋なところや， 英語での表現が難しかったり， エピソードでの会話の内

図Ｉ

　

ＵＣＬＡ奨学研修における学生の経験

　　

下線：８～１０人

　

５～７人

　

２～４人

注：概念下にある各種下線は， 各項目に当てはまる調査対象者の数を示す。

うになりたいと願うこと」 を指す。 代表的な例を挙げると，「寮の部屋のことで， フロント

に行った際， ＡＬＣ （注：研修が行われた ＡｍｅｒｉｃａｎＬａｎｇｕａｇｅＣｅｎｔｅｒ） の○○さんとお話

をしたのですが， 言いたいことがうまく言えず， 悔しくなりました」（ｓ７）や，「当然のこと

だが，自分の思っていることを日本語と同じように英語で表現できないことが悔しい。 日本

語を使うのと同じ感覚で英語を使えるようになりたいとまでは言わないが， 自分の思ってい
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容が思い出せなかったりで少々ぐだぐだしましたが （笑）， コミュニケーションを取る機会

が与えられて良かったと思いました」（ｓ４） 等の体験が報告された。 こうした双方向的な授

業は米国における教育現場では多く見受けられる。ＵＣＬＡ奨学研修では， 学生たちの多く

が， 双方向性を重視した授業を日常的に経験し， 授業内で多くのコミュニケーションが行わ

れることを肯定的に捉えている。

３．１，２． 英語力を高める具体的工夫

　

上述してきたように， 英語に囲まれた環境に身を置き， 授業内外でコミュニケーションを

とる中で， 学生たちは， 英語コミュニケーションをうまく行ったり， 英語学習を効率よく行

うために様々な工夫をしている。 そうした工夫には，「実践的方法の発見・使用」 と 「英語

学習への工夫」 がある。

　

実践的方法の発見・使用（概念２）

　

「実践的方法の発見６使用」 とは，「英語を介して効果的にコミュニケーションをとってい

くための考え方や具体的方法に関して気づいたり， 何らかの方法を実行すること」 を指す。
ある学生は「言語が違うと理解するのに少し時間がかかるため， わからない事があった場合，
自分から聞かないとそのままになってしまう」（ｓｌ） と述べ， 自分から質問するという方法

を見出し， また， 別の学生は「とにかく何かしらの話題を見つけて会話をすることが大事だ

と感じた。 昼食用のパンを選ぶとき， どういうパンがあるのかを分かっていながら敢えて聞

いてみた。すると，店員さんは丁寧に１つ１つのパンを紹介してきてくれた」（ｓｌｏ）と報告

し， 自ら話題を見つけて会話するという考え方とその実践例 （付録２の分析ワークシートに

多様な例あり） を示した。ＵＣＬＡ奨学研修は， 学生にとって， 日常的に英語でコミュニケ－

ションをとりつつ， 実践的な方法について考え， 実践できる環境であるといえる。

　

英語学習への工夫 （概念１０）

　

「英語学習への工夫」 とは，「英語学習を効果的に進めるために考えたり， 実践しているこ

と」 である。 たとえば， 授業での英語学習を効果のあるものにするための工夫として， ある

学生は，「とうとう明日から授業が始まる。 少し不安だけど， 失敗して当然という気持ちで

思い切って行こうと思う。 この機会を無駄にしないように “積極的” にこの３週間なってみ

ようと思う」（ｓ９）と記述した。別の学生は「ちょっとでもわからないことがあれば，質問を

するだけでも勉強になると思う」（ｓ３） と述べた。 こうした工夫の多くは積極性 （図１参照）

に関わる内容が多い。したがって，ＵＣＬＡ奨学研修は，学生たちが英語学習を効果的に進め

る原動力としての積極的態度の重要性を， 体験を伴いつつ実感できる機会であるといえる。

３．１．３． モチベーションの向上

上述してきたように， 様々な経験をしながら， 学生たちは， 日々の英語コミュニケーショ

ンで失敗を繰り返しながら， それを基に意識を変化させ，「積極的に質問する」 といった自

身の課題を発見し， 取り組み方を工夫している。 換言すれば， 英語を学ぶことに関するモチ

ベーションが向上している。

　

意識の変化（概念３）

　

「意識の変化」 は，「周囲との関係や何かしらの体験において意識を変化させること」 を指

す。 学生によっては，ＵＣＬＡ に到着後，「ここに来たときものすごくワクワクした」（ｓ９），「日

本にいるときと少し気持ちが変わる」（ｓ２） といった認識を示し， さらに， 実際に生活して

いく中で 「自分たちで考え行動し生活するチャンスができる」（ｓ７） や 「海外にいる， とい

うだけで私にとっては英語を学ぶ姿勢が引きしまったように思います。 日本に帰ってもこの

姿勢はなくさず頑張りたいです」（ｓ４） といった意識の変化を報告している。 このように，

ＵＣＬＡ奨学研修が学生たちの意識を変化させ，モチベーションの向上につながっていること

がわかる。

ＵＣＬＡ奨学研修の期間は３週間であり決して長いとはいえないが， 学生は， 自己の中で

意識の変化に基づく何らかの成長があったことを認識している。 たとえば，「間違いを恥ず

かしいと （あまり） 思わなくなる」（ｓ７），「親と暮らしていないから自己管理がしっかりで

きる」（ｓ６），「視野が広がる」（ｓ８），「明るくなれた気がする」（ｓ９） 等が報告されている。

こうした成長の認識は， 人をさらなる成長へ駆り立て， モチベーションの向上へとつながる

と考えられる。

３．２． 異文化とかかわる効果

次に， 図１左側のプロセス， すなわち， 異文化コミュニケーションの領域について調査結

果を整理したい。「異文化とかかわる効果」 として， 現地の人びと（概念８）， 環境（概念１３），

食事 （概念１１） などに日常的に触れることで， 現地の文化を理解する。 また， ともに学ぶク

ラスメイトたちと交流をすること （概念９，概念１４） で， 現地文化以外の多様な文化とそれ

らを背景とする思考・行動・感情様式に接し， 異文化について学ぶと同時に， 異文化とは異

なる自文化についても理解を深めている。 その際， 多様な人びとから影響を受けつつ， 多様

な文化への興味や国際的な視点を養い， 世界の人びととつながりを形成していく。

３．２．１． 現地 （アメリカ） 文化の理解．

現地 （アメリカ） の文化とは， 研修を通じて， 現地の精神文化ｏ行動文化ｏ物質文化 （石

井，１９９４）③に触れ， 現地の文化を認識することである。 その際， 自文化と現地文化を比較

し， 自文化の理解も深まる傾向にある。

　

アメリカ人との交流と気づき （概念８）

　

「アメリカ人との交流と気づき」 とは，「現地のアメリカ人と学内外において関わり， その
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過程で何らかの気づきを得ること」 を指す。 例として，「今日， ツアー中に写真をとるよう

に頼まれたり， ＵＣＬＡ生に声をかけられたりと， 人に声をかけられることが多かった。 そ

ういうところに日本との違いがあるのかなと思った」（ｓ９），「信号が赤になりそうになると

日本人は急いで渡ろうとするけど， アメリカの人は， そこまで急ごうとはしていなかった」

（ｓ３）， さらに，「エレベーターで， おじさまがドアを開けておいてくださいました。
”レディー

ファーストだよ” と言ってくださったのが嬉しかったです」（ｓ７） 等がある。 以上のような

記述から， 学生たちがアメリカ人の行動様式を日本人のそれと比較しつつ， 理解している様

子を読みとることができる。

　

また，「今日は学校の帰り道で買い物をしました。その時にお店の店員さ・んがとてもやさし

くて驚きました。
”Ｈａｖｅａｎｉｃｅｄａず と言われたので“Ｙｏｕ，ｔｏｏぞ と言ったら， 笑顔で答え

てくれてよかったです」（ｓ２）という肯定的な経験をする場合もあれば，「アメリカ人の対応

は， 日本ほど親切ではないので， 何度も同じ問題が起こったりして， 困ってしまいます」（ｓ

３） のように否定的経験をする場合もある。 いずれにしても， 具体的な体験を通じて， 個々

人がアメリカ人像を形成している。

　

さらに， 「全米国民がカー ドで支払うと思っていたがそうではないのだった。 現金払いの

人もポツポツ見かける」（ｓ９） といった報告があった。 これは，ｓ９が渡米前に身に付けた）

アメリカ人に関する知識 （ステレオタイプ） だが， それには当てはまらないアメリカ人に出

会い， 認識を新たにした例である。 こうした体験は， ステレオタイプ的な異文化理解， 他者

理解から， よりきめの細かい異文化理解への契機となるため意義がある。

　

物理的環境・習慣の違い （概念１３）

　

「物理的環境・習慣の違い」 とは，「現地の物理的側面は， 日本と比べ違い， それにかかわ

る習慣も異なる可能性があると認識していること」 である。 たとえば， 現地のバスについて，

「バス停が近くにあまりなかったことが残念です。 また，『０番のバスはどこに停車するのか』

や『バス停の名前は何なのか』など知りたい情報があまり表されていないので， 困りました」

（ｓ４） や， 「バスに乗った時， 次のバス停をアナウンスしてくれない」（ｓｌ） といった現地の

人からすれば「あたりまえ」 のことが， 学生たちにとっては異文化であり， 驚きやストレス

を伴って経験されている。 とりわけ， 次に取り上げる食事は， 物質文化 （石井，１９９４） の最

たる例だが， 学生たちの認識世界に強い印象を残している。

　

異文化における食事（概念１１）

　

「異文化における食事」 とは，「自文化で慣れ親しんだ食事とは異なる食事を日常的にとる

ことで経験すること」 を指す。 研修開始時には，「食事は， バイキング形式で色んな種類の

ものがあって， とてもおいしかったし， 食事の時間がたのしみになりました」（ｓ３） という

学生がいる一方で，「１日目だけれど日本食がこいしくなりました」（ｓ７） という学生もいて，

反応は様々である。 時間を経て見えてきた全般的な傾向として， 多くの学生が日本での食事

の経験とＵＣＬＡでのそれとを量の多さや味の違い等の点から比較して， ＵＣＬＡでの食事を

否定的に捉えていた。 食事について学生たちが頻繁に何らかの記述を行い， その８割程度が

否定的な内容のものであった。ただし，「食事は毎日おいしくいただいています」（ｓ４） とい

う例や， 食事の品目 （スペアリブ等） によってはおいしかったという反応もあったことを記

しておく。

３．２．２． 多文化の理解

　

ＵＣＬＡ奨学研修では， 集中英語研修に参加し， 様々な国から来たクラスメイトとかかわり

を持つ。 換言すれば， アジア， ラテンアメリカ， ヨーロッパ等からの多様な文化的背景を持

つ学生が共に学ぶ。そうした多様な学生と交わる中で，ＵＣＬＡ奨学研修に参加した学生が経

験する異文化ならびに自文化の理解について論じる。

　

外国人クラスメイトとの経験 （概念１４）

　

「外国人クラスメイトとの経験」 とは，「アメリカ人以外の外国人学生との交流で考え， 感

じたこと」 を指す。 まず， 前置きとして，「外国人」 という表現について述べたい。ＵＣＬＡ

に派遣された明海生の多くは，ＵＣＬＡ滞在中，日本人以外の人びとについて「外人」もしく

は 「外国人」 という表現を頻繁に使って描写した。 アメリカにおいては派遣学生自体が実は

「外国人」 であるのだが， 派遣学生の間では， 日本社会における日本人を中心にした概念が

そのまま流通し， やりとりが行われていた。 日報の記述にも「外人」 や 「外国人」 が頻繁に

登場した。 ここでは，「外国人」 の中でも 「アメリカ人以外の外国人学生」 に関して， 派遣

学生が述べている箇所を取り上げる。

　

「Ｌｅｂａｎｅｓｅ，Ｔｕｒｋｉｓｈ，Ｋｕｗａｉｔｉがとても積極的だったので， 見習っていきたいです」（ｓ７）

という記述が象徴するように， 派遣学生は， 授業を通じて， 様々な国の学生と接する機会を

持っている。「台湾人と芸能人の話をした。 また， 台湾からの生徒は国によって自分の名前

を変えることも話してくれた」（ｓ５）や，「外国人との会話で，その人の国の文化について興

味を持ち， それについて質問すると， 会話がおもしろいように進む。 また， 日本の文化につ

いて紹介したあとに， Ｈｏｗ ａｂｏｕｔｙｏｕｒｃｏｕｎｔｒｙ？と質問すると， これまた興味深い話にな

ることが多い」（ｓｌｏ） といった報告がなされている。 上述のように，「外国人」 との交流で

他国ｏ他文化の事情・歴史に触れる機会を持つと同時に， 多様な文化の人たちと交流をする

方法を具体的な体験を通じて学んでいる。ＵＣＬＡ奨学研修は，現地アメリカの文化だけでな

く， 多様な文化を理解する機会といえるだろう。‐

学生によっては， 国という枠組みにとらわれず， 副次文化や個人の性格まで視野に入れ，
多様性を尊重するような視点を育てている学生もいる。 その例として，「いろいろな人たち

が一ヶ所に集まる機会があるのは大きな利点だと思う。 たとえば， 授業では， 積極的に質問

する人や， ジェスチャーのうまい人， 時間にルーズな人， とてもフレンドリーな人， ゲイの
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人など， さまざまな人たちと関わることができ， 貴重な異文化体験ができ， それが異文化理

解を深めていくきっかけとなる」（ｓｌｏ） という記述があった。

　

日本人と外国人の違い （概念９）

　

「外国人クラスメイトとの経験」 を介して， 派遣学生たちは， 日本人と 「外国人」 の間に

ある様々な違いについて関心を寄せている。「日本人と外国人の違い」 とは，「海外で自分を

含めた日本人を観察したり， 他国出身者を観察し， その言語ｏ文化的な違いに気づくこと」

である。 たとえば， 「日本人はシャイである。 観察していると， 発言しているのはいつも外

国人だ。 文化の違いを目の前で実感することができ， 非常に楽しい」（ｓｌｏ） や，「授業のグ

ループでサウジアラビア （？） のひとと同じになって問題を解いたときに， 日本人同士で英

語でコミュニケーションをとる方法とは全く異なっていたんで， 大変でした。 うまく説明で

きませんでした」（ｓ７） といった記述がある。ｓ７は， さらに 「単語の説明 （言い換え） など

が難しいです。 特に， 他国の人とは感覚もちがうのか， なかなか伝わりづらいです」 や，「日

本人同士で話すには文法がなっていなくても， なんとなく空気感で伝わるのに， 他国の人だ

とうまく伝わらない」 と述べている。

　

上記の例において，ｓｌｏは， 英語という言語を介して異文化と接し， その違いに楽しみを

覚えているが， ｓ７は， コミュニケーションの取り方や発音の違いを認識し， 戸惑いを覚え

ている。 両者とも， 異文化と自文化の間にある違いを経験している。 また， それぞれ学生た

ちは， 英語という共通言語があるものの， その背景にある多様な文化の存在を認識している。

さらに， ＵＣＬＡ奨学研修において学生たちは， 英語を介した異文化理解や異文化コミュニ

ケーションの面白みや難しさを経験している。 その過程で， 自国ｏ目文化への理解や関心も

高めている。 たとえば，ｓ９は，「宿題の後に学食に夕食をとりに行ったら００ （ポーランド

人） と同じ席になって話しかけたりしたら色々発展して“今， シカゴに２百万人のポーラン

ド人がいるのは何故か”というかなり深い話に…でも自分の国のことをしっかりと理解して

いてすごい。 僕も帰ってから日本について学び直そう

　

！」 や 「色々な国のことを知れ， 自分

の国について学ぶきっかけになる」（ｓ９） と述べている。

　

異文化理解， 自文化理解という肯定的な側面もあるが， 同時に留意すべき点もある。 それ

は， 具体的な体験を通じてステレオタイプ的な 「外国人」 理解も強化される可能性がある点

である （図１参照）。 たとえば，「外人はすごくおおざっぱだから， 日本人としてすこし気に

なる部分が多々あります」（ｓ６） といった理解である。

３．２，３． 国際的人間関係の形成

学生たちは研修を契機として， 国際的な広がりを持つ人間関係を形成している。 日本で大

学生活を送っているだけでは知り合う機会のないような人びとと英語でのやりとりを介して

関係を築いている。

　　　

・

　

世界の人とのつながり （概念１５）

　

「世界の人とのつながり」 とは 「研修という場で， 世界の人びとと何らかの関係を形成し

たと認識していること」 である。 たとえば， 「新しい人とのつながりができる」（ｓ８）， 「授

業等を中心に日々新しい友達が増えて， 嬉しいです。 まだ１週間も経っていないけれど， 又

十分ではないけれど， いろんな人とコミュニケーションがとれているという幸せを改めて感

じました」（ｓ４），「アメリカの他に， 色んな国の人と出会えて新しいことを知ることが出来

る」（ｓ３），「世界の人と友達になれる」（ｓ６），「つながりが広がる。 同じ大学でもそうでな

くても」（ｓ９），「他の大学の人と友達になれて輪が広がる」（ｓｌ），「日本人も外国人も友達

がたくさんできる」（ｓ７） 等の記述がある。 学生たちは， 日本人外国人にかかわらず， 様々

な人びとと出会い，場合によっては友人関係を形成している。ＵＣＬＡ奨学研修では，普段で

はあまり経験できない世界の人々とつながっていく過程を経験できる側面がある。 様々な人

との出会いは， 次に述べる成長意欲とも関係している。

　

人から受ける影響と成長意欲（概念１２）

　

「人から受ける影響と成長意欲」 とは 「日本人， 外国人を問わず， 接する人々と自己との

違いから影響を受け， 自己の成長について考えること」 を指す。「他の人の専攻を聞いてみ

ると， 技術関係だったり， 経済学だったりと， 英語以外を専攻している人がたくさんいるこ

とがわかった。 前から思っていたことだが， 自分の専攻科目十αのスキルが欲しいと改めて

実感した」（ｓｌｏ），「日本食レストランで働く日本人の方が日本語はもちろん英語もとても上

手で感激し， 良い刺激を受けました」（ｓ４），「日本人でスムーズな英語を話せる人と話して

いて，スゴイと思ったが，反面，ちょっとした単語も言えない自分がもどかしく感じた」（ｓ５）

等の記述がある。 学生たちは， 日本人， 外国人を問わず， 様々な人びとと関わるなかで， 刺

激を受け， 成長意欲を高めている。日本における大学生活から離れ，ＵＣＬＡ奨学研修という

場に参加することによって以上のような経験をしている。

３．３． 限

　

界

　

現地の英語に接すること， ならびに異文化とかかわることにより， 学生は， 上述してきた

ような多くの経験をし， それらを肯定的に受け止めている。 しかしながら， ＵＣＬＡ研修に

参加することで生起する悩み，不安， 問題もある。本節では，学生たちの視点から捉えられ

る悩み， 不安， 問題について言及する。

　

悩み・不安 （概念１６）

　

「悩みｏ不安」 とは，「海外研修のある側面について悩みを持ったり， 不安を感じているこ

と」 である。 たとえば， 「１つ心配なことが， お土産をたくさんかってスリにあったりしな

いか。 アメリカは犯罪が結構多いという印象があったからすごく不安。 小さなことだけど，

初めてだからすぐ不安になってしまう」（ｓｌｏ）といった犯罪に関わる不安がある。その他に
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も， 「全てがとにかく不安でいっぱいです。 友達できるかとか上手くやっていけるかとか，

現地の英語のレベルにちゃんとついていけるか…とにかくやれることはやろうと思います」

（ｓ４） のように， 友人が作れるか， また， 英語力という観点から， 現地の授業もしくは生活

で使われる英語のレベルについていけるかという不安がある。 さらには， 「環境に慣れるの

が大変だと思った。長時間のフライト」（ｓ２）や，「日本食が恋しくなる」（ｓ８）， さらには，

「知らない土地なので安心できずいつも気をはっているため疲れやすい」（ｓｌ）といった悩み

が学生たちの視点から捉えられている。異文化での食事（概念１１）には慣れない学生が多く，

それを海外研修での悩みとして捉えることも可能である。 以上のことから，ＵＣＬＡ奨学研修

では，学生たちは，すべてを肯定的に捉えているわけではなく， こうした悩みや不安を認識

していることが確認された。

　

日本人・日本語とのかかわりとジレンマ （概念６）

　

「日本人・日本語とのかかわりとジレンマ」 とは 「研修参加者， 引率教員を含め， 日本人

が多数いる環境で， 日本語を話さないようにしたいという願望と， 話さなければならない状

況とのジレンマを感じること」である。ＵＣＬＡ付近には日本人学生が多数生活し， 日本語や

日本人とのかかわりが多く， また， 研修という枠組みの中で本研修参加者は本学科学生と行

動を共にしなければならないという限界がある （概念６）。 こうした限界を， 工藤 （２００９）

は，「箱入り研修生」 と表現しており， 大学の研修という枠組みの中で， 学生たちが守られ

ている安心感と行動が縛られている拘束感という二律背反的な心理を併せ持つ経験について

述べている。

　

学生たちの視点からは，「寮のルームメイトが２人とも日本人だったので， 安心感がある

反面， 外人の方と一緒になって， 英語で話したいという気持ちもありました」（ｓ３），「日本

人がけっこう多くて少し残念です」（ｓ７），「今回の研修では周りがほとんど日本人だった」（ｓ

２），「クラスの人たちはほとんどが日本人で外国人の方は４，５人しかいなかったのが残念で

す」（ｓｌ），「午前のクラスは全員日本人なので， 外人がいるクラスより英語をしゃべる機会

が少ないですが， 授業中はできるだけ英語を話したいと思います」（ｓ６） といった記述がな

された。 こうした日本人が多い環境は， 英語学習や異文化体験という研修の主眼と矛盾して

いるといえる。

　

他方で，「海外研修には， 自分以外の日本人も参加していて， このような人たちと会話で

きるのも大きな魅力の一つだと思った。 留学の動機や目的などは人それぞれであり， 自分と

同じような目的意識を持っている人もいるので， モチベーションアップにも繋がる」（ｓｌｏ）

という見方や，「学校がツアーの計画を立ててくれるので安心して行ける」（ｓ５）のような見

解もあり， 他大学の日本人から刺激を受けたり， 研修という枠組みの中で安心して学ぶこと

ができるという考え方も示された。

　

学生によっては， 日本人同士で英語を話そうとする者や， 将来的に日本人が少ないところ

で勉強したいと願う者等がいて， 日本人ｏ日本語の多さが逆に研修参加者を刺激し， 学びの

意欲をかきたてた側面もあるが， やはり本来の研修の眼目とは矛盾する点であるといえるだ

ろう （図１参照）。

４． 考

　

察

本節では， ＵＣＬＡ奨学研修に参加した学生たちの記述データを基に整理された上述の結

果について批判的に考察したい。 ここでは，１） 現地の英語に接する効果，２） 異文化と関わ

る効果に大別して考察を進める。

４．１． 現地の英語に接する効果
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まず， 調査結果のうち， 現地の英語に接する効果にかかわる内容を整理したい。 参加学生

たちは英語に囲まれた生活をする中で， 自身の英語力の不足という現実に直面したり， 自身

が英語を介して実行できることを確認したり， 日本では少ない双方向的な授業を受けるといっ

たプロセスを日常的に経験した。 また， 英語力を高めるために具体的な工夫を教室内外で行

なっていた。 このような経験， 工夫をする中で， 学生たちは， 英語学習に対するモチベーショ

ンを高めていたといえよう。総じて，ＵＣＬＡ奨学研修において，学生たちは，英語に囲まれ

た生活，英語力を高める具体的工夫， モチベーションの向上という少なくとも３つのプロセ

スを経験できたと整理できる （図１参照）。

英語学習という観点からみれば，「英語に囲まれた環境」 は， 学生のやる気を育て， かつ，

学生たちが主体的に工夫をする舞台となることがわかる。ＵＣＬＡ奨学研修の難しさは，研修

先がＵＣＬＡという世界的な人気校であるため， どうしても日本人学生の数が多く，「英語に

囲まれた環境」 が限定的なものになってしまう点である。 加えて， 本学派遣生は， ツアーな

どを含め本学学生同士， つまり， 日本人の集団で行動することが多く， 何かあった場合に安

心感はあるが， 十分に 「英語に囲まれた環境」 となりにくい。 以上のことから，「英語に囲

まれた環境」 が学生たちの 「英語を高める具体的工夫」や 「モチベーション向上」 につなが

るのであれば，「英語に囲まれた環境」 をより十全なものとするために， 引率教員を英米語

圏出身者に限定する， 日本人学生が少ない時期に派遣する， あるいは日本人がほとんどいな

い内陸部にある州の大学に学生を派遣する等の制度的な改良を行うことも一案である。 もち

ろん， そうした改良が望ましいが， 本研究の結果は次のような事実を示唆している。 それは，

日本人が多いという現在の状況ですら， 現地の英語に接する効果が学生たちに認識され， 経

験されているという事実である。したがって，ＵＣＬＡ奨学研修に参加すれば，制約はあるも

のの， 英語に囲まれた生活を実際に経験し， その中で具体的な工夫をしつつ， 英語の学習意

欲を向上させるという効果があるといえよう。
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４．２．
▲異文化とかかわる効果

次に， 調査結果の中から，「異文化とかかわる効果」 について整理したい。ＵＣＬＡという

場において， 派遣学生たちは， 現地の文化や米国外から来た学生たちの多様な文化に触れ，

異文化理解や自文化理解， ならびに異文化間のコミュニケーションの面白さや難しさを経験

した。 また， 異文化や自文化への関心を高めると同時に， 国際的な人間関係を形成し， 世界

各地から来た人びとから影響を受けつつ， 成長意欲を育てる経験をした。

　

ＵＣＬＡ奨学研修において学生たちが認識し， 経験していた異文化理解や自文化理解は，３

週間という短期間であるため限定的なものである。 学生たちの記述データを見る限り， 学生

たちが認識している文化は， 概して 「国民文化」 であり， アメリカ国内， もしくはアメリカ

以外の国から来た学生たちの文化が内包する文化的多様性については認識が薄い。 したがっ

て，ＵＣＬＡ があるロスアンゼルスに多く住むヒスパニック系およびアジア系アメリカ人の話

はほとんど出てこない。

　

また，「日本人」 と 「外国人」 という認識枠組みが， 多くの学生の中で機能しており， 経

験の記述もその枠組みで行われることが多い。 したがって， 文化的に極めて多様なアメリカ

という場所で研修に参加しているものの， 日本社会で支配的な 「日本人とそれ以外の外国人」

という認識枠組みをほぼ自動的にあてはめて， アメリカでの事象を認識し， 経験している。

加えて， アメリカでは日本人自身が 「外国人」 であるといった事実に言及する学生も皆無で

ある。 以上のように， 多くの学生の文化理解における視座が， 日本人と外国人の文化といっ

たものか， 国民文化 （たとえば， アメリカ文化） という枠組みによるものに固定化されてい

る傾向にある。

　

とはいえ， 本学学生たちが認識した・「多様な文化」 が入口となり， 異文化や自文化に対す

る関心が高まった点は評価に値するといえるだろう。 とりわけ， アメリカ人との交流と気づ

き （概念８） と物理的環境・習慣の違い （概念１３） では多数の事例が挙げられ， アメリカ人

の文化 （思考様式， 行動様式， 感情様式） やアメリカの風土について多くを学んでいる。

５． 結論および今後の課題

対するモチベーションを向上させる過程を経験した。

　

今後の課題として， 少なくとも次のような項目を挙げることができる。 まず， 今回のモデ

ルは， 異文化コミュニケーションと英語コミュニケーションに焦点を当て， それらを便宜上

２つの領域に分け構築したものである。 実際には， 両者は同時に起こっている現象であるた

め， より現実に即したモデルとするためには， 結果の関係図であるモデル （図１） の左右の

概念間の関係性について検討する必要がある。 もちろん， その関係性を裏付けるデータを同

定する作業も行わねばならない。 次に， モデルを構成する概念， カテゴリー， コアｏカテゴ

リーの見出しが適切かどうか， 今後の研修に参加する学生や教員にも確認しつつ， その妥当

性を検討し，モデルの内容を改善する必要がある。今後も，モデルを改変し，ＵＣＬＡ奨学研

修で学生が経験する内容とその意味をより適切に説明できるものとしていきたい。

（１） 本稿は，２０１１年度明海大学宮田研究奨励助成研究 （代表・山下早代子） の一部である。
（２） 本奨学研修の報告会では， モチベーションの高い学生が， 日報を英語で書きたかったと発言し

　

た。

（３） 文化は主に三層構造から成り立っている （石井，１９９４）。 表層の物質文化は衣・食・住を指す。

　

中間層に位置する行動文化は， 言語行動と非言語行動に大別され， 様々な人間の日常的行動を示

　

す。 中心部にあるのが精神文化である。 それは， 価値観， 世界観， 思考形式などが代表的な構成

　

要素である。
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上述してきたように，
‐ＵＣＬＡ奨学研修は，３週間という短い研修ながら，英語学習，異文

化・自文化理解という２つの側面において効果をもたらすと概ねいえるだろう。より厳密に

は，ＵＣＬＡ奨学研修の参加者は， 研修先の日本人の多さや団体行動の縛りにジレンマを感

じながらも， 現地 （アメリカ・ロスアンゼルス） の英語および文化， ならびに米国以外から

参加した多様なクラスメイトの英語および文化に日常的に触れることによって， 自他の英語

（力）， 異文化， 自文化について相対的に理解し， 自身が取り組むべき課題を見出し， 学びに
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付録２ 分析ワークシートの例

概

　

念

　

名 実践的方法の発見・使用

定

　　　

義 英語を介して効果的にコミュニケーションをとっていくための考え方や具体的方法
に関して気がついたり， 何らかの方法を実行したこと。

ヴァリエー

ション （具

体例）

「言語が違うと理解するのに少し時間がかかるため， わからない事があった場合，
自分から聞かないとそのままになってしまう。」（ｓ１

　

２２）

「言い回しの表現を多く知っていると， 役立つことがある。 どうしても自分の発音
では相手に伝わらないことがある段階なので， その時に即座に他の表現を使うこと

で， 会話を止めることなくスムーズに進めることができる。 今日はｓｏｍｅｄａｙをと

りあえず， ｎｅａｒｔｈｅｆｕｔｕｒｅに置き換えてみたら， なんとか伝わった。」 （ｓｌ０

　

８／

２４）

「単語のみでも， 語尾を上げ調子にすれば疑問文としてたいてい受けとってくれ，
うまく文にできなくても意図は伝えられました。」（ｓ４

　

８／２６）

「初めての週末があったので， クラスメイトに

　

”Ｗｈｅｒｅｄｉｄｙｏｕｇｏγ や

　

”Ｗｈａｔ
ｄｉｄｙｏｕｂｕｙ など， 色々聞いて会話をすることができました。」（ｓ３

　

８／２９）

「あいづちをうつのが難しい。 クラスが静まりかえるので， うまくあいづちをうて
るようになりたいです。」（ｓ７

　

８／２９）

「今日は少し考えを変えて挙手に集中した。 それとサウジアラビアから来ている人
にアラビックで自分の名前を書いてもらったりした。」（ｓ９

　

８／２９）

「午前中のクラスでは自分から質問をしようと心がけた。 なので， いつもより多く
の人と話せたと思う。」（ｓ５

　

９／６）

　　　　　　　

』；≧蓋三屋豪語樽窪め
理論的メモ 言語， 非言語双方の視点から， 具体的なコミュニケーションの戦略やコミュニケ－

ションをうまく運ぶための考え方が示されている。「現実と願望」（概念４） におけ
る失敗と関係していると考えられる。 参加学生１０名中７名がこうした工夫をして
いる。

付録１

　

日報

ＵＣＬＡ日報

日付：

　　　　

１学籍番号：

　　　　　

ｆ名前 （ふりがな）：

学習について （例：授業内容， 授業態度， 宿題， 教員など）

生活全般について （例：食事， 友人関係， 寮生活， オプショナルｏツアーなど）

英語コミュニケーションについて （成功例， 失敗例など［場面や英語の具体的表現についても書いて

ください］）

海外研修のメリット（良い点）ｏデメリット（悪い・困った点） について

その他気がついたこと （書きたいことを何でも書いてください）：

Ｗｒｉｔｅｗｈａｔｙｏｕｒｏｂｊｅｃｔｉｖｅｓａｒｅ（英語で明日の目標を書いてください）：
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付録３

　

概念一覧

概念１

　

英語に囲まれた生活 （概念４，５，７の前提条件となる包括的な内容であったため，

　　　

上位のカテゴリーとして設定）：日常的に英語に触れられる環境にあることやそ

　　　

の利点を自覚すること。

概念２

　

実践的方法の発見・使用：英語を介して効果的にコミュニケーションをとっていく

　　　

ための考え方や具体的方法に関して気づいたり， 何らかの方法を実行すること。

概念３

　

意識の変化：周囲との関係や何かしらの体験において意識を変化させること。

概念４

　

現実と願望：英語で思うように表現できない， もしくは理解できないことを実感

　　　　

しつつも， 表現したり， 理解できるようになりたいと願うこと。

概念５

　

できるという実感：英語コミュニケーションにおいて具体的にできること， でき

　　　

るようになったことに気づくこと。

概念６

　

日本人。日本語とのかかわりとジレンマ：研修参加者， 引率教員を含め， 日本人

　　　　

が多数いる環境で， 日本語を話さないようにしたいという願望と， 話さなければ

　　　　

ならない状況とのジレンマを感じること。

概念７

　

双方向的な授業：学生たちが授業において， 教員と学生， 学生間のやりとりが多

　　　　

い授業を受けていると認識していること。

概念８

　

アメリカ人との交流と気づき：現地のアメリカ人と学内外において関わり， その

　　　　

過程で何らかの気づきを得ること。

概念９

　

日本人と外国人の違い：海外で自分を含めた日本人を観察したり， 他国出身者を

　　　　

観察し， その言語・文化的な違いに気づくこと。

概念１０

　

英語学習への工夫：英語学習を効果的に進めるために考えたり，実践していること。

概念１１

　

異文化の食事：目文化で慣れ親しんだ食事とは異なる食事を日常的にとることで

　　　　

経験すること。

概念１２

　

人から受ける影響と成長意欲：日本人， 外国人を問わず， 接する人々と自己との

　　　　

違いから影響を受け， 自己の成長について考えること。

概念１３

　

物理的環境・習慣の違い：現地の物理的側面は， 日本と比べ違い， それにかかわ

　　　　

る習慣も異なる可能性があると認識していること。

概念１４

　

外国人クラスメイトとの経験：アメリカ人以外の外国人学生との交流で考え， 感

　　　　

じたこと。

概念１５

　

世界とのつながり：研修という場で， 世界の人びとと何らかの関係を形成したと

　　　　

認識していること。

概念１６

　

悩み・不安：海外研修のある側面について悩みを持ったり，不安を感じていること。

概念の番号は， 概念が生成された順番を示す。
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