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jヒi角道大学留学E主センター紀要 第15号 (2011) [実践報告]

2011ホリデーイン日高 実施報告

一多文化交流行事への道一

高橋彩・青木麻衣子・鄭烹先

要 出
回

「ホリデーイン日高」は毎年留学生センターと国立日高青少年自然の

家が共催で行う国際交流行事である o 2011年は「ホリデーイン日高」の

プログラムを、留学生への支援サービス的なものから多文化交流に兆三重

を驚いた、より教育的なプログラムに改訂した。日高の夏祭りである「樹

魂まつり J への参加が主な内容となるプログラムのため、限られた時間

と従来からの活動の中に、どのような交流のための「しかけ」を盛り込

めるかが課題であった。参加者同士の積極的なかかわりをつくるため、

バーベキューやワークショップ等の活動を入れたほか、グループでの活

動を通した様々な交流場面を作ることで、異文化コミュニケーションを

促した。終了時のアンケートではグループの仲間と交流ができたと回答

した参加者一が9割を超え、多文化交流のg的は概ね達成された。しかし、

関係教職員の振り返りやアンケートから、いくつかの課題も浮かび上

がった。この稿では、今年度の改訂の意留から、その過程、実施状況と

今後の課題・展望について報告する。

〔キーワード〕多文化交流、留学生支援、地域との交流、異文化コミュ

ニケーション

1. はじめに

「ホリデーイン日高J は、北海道大学国際本部留学生センターが国立日

高青少年自然の家(以下、自然の家)と共催で行う 1i自2日の国際交流行

事である。日高の夏祭りである「樹魂まつり」への参加を通して、地域の

人々と交流し、日本社会への理解を深めることを目的としている。『留学

生センタ一年報JJ1)によると 1991年より実施しており、 20年続く歴史ある

プログラムで、ある。

昨年度、この f留学生センタ一紀要J で「ホリデーイン日高」の活動報
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告2)をしているが、 2011年ば前年の実施内容をもとに、本格的な多文化交

流行事への発展を目指し、プログラムの性格を変更した。実質的な交流を

実践するプログラムにしていくことは容易な道のりではなく、今回の変更

には多くの創意工夫が必要であった。本稿は、あえて進化途中のプログラ

ムの中間報告をすることで、国際交流行事の担当者が既存の企画を実質的

な多文化交流の場へ発展を検討する上での A助になることを願っている。

2. プログラムの改訂について

2.1 プログラムの性格

本年度の「ホリデーイン日高」の特徴は、昨年度までの官学生のケアや

地域との交流という主目的から、学生聞の交流や日本社会への理解を深め

ることに比重を霞いた教育的要素の強いプログラムへシフトさせたことで

ある。

このシフトには大きな意味がある O 従来、この 1i自2日の旅行は、留学

生の地域との交流を促し、日本の社会・文化を知ってもらう目的とともに、

経済的・時間的・地理的制約からあまり多くの旅行機会が持てないだろう

留学生に、大学が催す経済的で安心できる支援サービス的性格の濃い行事

であった。また、配偶者や子どもとともに留学生活を送る留学生にとって

は「大切な家族サービスの機会」3)という面もあった。それを、多文化交

流の機会という性格を前面に出し、家族を除く留学生のみを対象とするこ

とで、当プログラムの性格を変えるというものだ。

近年、留学生会がパス旅行を含む交流行事を催し、大学生協でも留学生

向けの交流行事等を開催している。また札幌近郊の駅や公共交通機拐での

英語表示や案内、パンフレット等、多言語で提供される旅行情報も多くなっ

てきたことから、言語的な壁や地理に不案内であっても、個人や家族単位

でも旅行しやすい環境になってきた。このような地域社会の変化に伴って、

当プログラムもプライベートでの楽しみや家族サーピスとしての旅行を提

供する機会でなくてもよいのではないかと考えられた。学内の関係者との

議論、共催の国立日高青少年自然の家への相談などを経て、募集対象を留

学生・研究者とその家族から留学生のみに変更することをセンターで提案

することにし、了承された。
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2.2 参加対象者

今年はより密度の濃い、実質的な交流プログラムを計回したため、上述

のように対象者を留学生に限定し、その募集人数を50名とした。そして、

ゲームや食事を通した教育的な「しかけ」を随所にちりばめたプログラム

とし、参加者に能動的な関わりを持ってもらうことにした。

さらに、サポート役の学生の募集対象も変更した。昨年は11名の日本人

学生のボランテイア・スタッフが実施に協力する形で行われたが、本年は

全学教育科目の一般教育演習 rw国捺交流』を実設するJ (フレッシュマン

セミナー・代表者 青木麻衣子)の受講生のうち希望者をファシリテー

ター学生として協力してもらうこととした。結果的に16名の学生(留学生

l名を含む)が、ファシリテーターとして参加することになった。

授業と事業の実施を連動させ、ファシリテーター学生に「国際交流」を

効果的に行うための工夫を実際に考えてもらい、また一定の役割を担って

交流行事に参加してもらうようなしくみにした。授業では、異文化コミュ

ニケーションについての基礎的・理論的知識だけでなく、国際交流の歴史

やその現状、北海道大学の留学生について、具体的な資料をもとに学び、

行事については注意事項等も伝えながら、「ホリデーイン日高」を実践ケー

スとして考え、本番に臨んだ。

2.3 実施組織

運営はこれまで教員組織である留学生センター留学生指導部と事務組織

の国際支援課が中心となり、実施の実務にあたってきた。しかし、センター

の事業としてより多くの教員にかかわってもらうことがプログラムの発展

には必要という認識が、ホリデーイン日高運営のためのワーキング・グ

ループの設置につながった。このワーキングのメンバーと他の国際支援課

の職員が募集から引率まで、実施全般にかかわった。

センター長と 3名の教員、冨i禁支援課の職員 l名からなるワーキング・

グループの結成は、プログラムの発展に必要な体制整備であった。特に、

ワーキングにも加わった教員 1名の増員はマンパワーの強化という点でも

重要であった。これまで、企画や諸準備は留学生センターと国際支援課で

ともに行い、募集・問い合わせ窓口は冒際支援課、引率は留学生センター

教員 2名と国際支援課からの職員で、行っていた。しかし、特に引率につい

ては、現地での指示・指導や事業中の様々な参加者への対応のため増員が
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望まれていた。また、日頃、主に授業を通して多くの留学生と接するセン

ターの教員に、「交流」という別の場面を通しでかかわる幅を広げる好機

会にもなると考えられた。

3. 新プログラムでの実施

いかに真の「交流」夜行えるような「しかけ」をするかは、実際の交流

場面について細かな部分まで過去の活動を振り返り、仮説を立て、新しい

試みを行った場合の状況を想像しながら、プログラムの内容を精査するこ

とであった。昨年、青木により報告された日本入学生参加者からの「祭へ

の参加だけでなく、一緒に野外炊飯やスポーツ等できればなおいい」4)と

いう意見をいかし、バーベキューを入れること、 2日自あるいは l司自に

参加者が共に学び-活動するような交流プログラムを入れるという可能性

について、共催者や関係者と検討し、 5月下旬には、日高を訪れ、自然の

家の担当者とその詳細について話し合った。

この過程でのハードルは旅行全体の時間的制約であった。当行事は日高

町の裏祭りに参加することが主な内容のため、プログラムを祭りの主要行

に合わせる必要がある。それは、留学生にとっては貴重な臼本文化の学

習の場であると同時に、日高の方々にとっても国際交流の機会であり、毎

年留学生の参加を楽しみにして下さっている O 「バーベキュー」と「ワー

クショッフ。」5)という僅かこつの小プログラムを入れるにも、タイトなス

ケジ、ュールの中での様々な要素の検討が必要で、あった。

また、 2日間とも長時間祭り会場で過ごすことも、特に天候に恵まれな

かった場合を考えると、窓、念がないわけではなかった。そこで、祭り会場

での滞在時間も再検討し、それまで 1日目の夕食を祭り会場でとっていた

ものを、一度、自然の家に戻って食事し、再度祭り会場に出かけることに

した。また、 2司自の午前iやはワークショップの後、祭りの関係プログラ

ムに聞に合うように参加することにした。スケジュールは表 lの通りであ

るO

このように、時間的な制約を乗り越え、学生聞の交流を促し、多文化交

流を実践的に学べるようにデザインした。特に、①出発前の受付、②往路

のパスのlやでの交流、③バーベキュー(1日目)、④ワークショップ(2 

日目)は特徴的な部分であり、以下に説明する O

①はファシリテーター学生 2名(主・副)がグループごとに受付し、そ

作ベ
υ
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表 1 日程(スケジ、ユール概要)

8 : 30 北海道大学出発

11 : 00 国立日高青少年自然の家到着

12: 00 昼食(バーベキュー)

15 : 00 司高観光音頭の踊りの練習
7月23日出

祭り参加17: 00 
く1日目〉

18: 00 夕食(自然の家にて)

20: 00 祭り参加(花火大会等)

21 : 00 入浴・自由時間

22: 00 就寝

6 : 45 起床

7 : 15 朝のつどい

7 : 30 朝食・清掃

7月24日(日) 9 : 00 交流プログラム(ワ クショップ)

<2日目〉 祭り会場へ(国際交流ステージ、流送レース、昼
11 : 00 

食合む)

15: 30 5.J1jれのつどい・日高出発

18: 00 北海道大学到着・解散

こでグループの留学生と初顔合わせをする形態をとった。各グループには、

みかん、りんご等の果物の名前が付けてあり、受付時に各参加者にグルー

プの果物の絵がついたバッジを記布してもらった。 1グループは10名程度

で、できる限り性別や国籍、母語等に多様性が出るようにした。グループ

の連帯感と同時に異文化コミュニケーションが必然的に起こる環境をつく

ることで、交流を促す「しかけ」である O ファシリテーター学生たちには、

授業を通じて「コミュニケーションJ とは吋ことば』でしか成立しない

ものではない」ことが伝えられていたため、受付の際も、学生は相手と英

語や日本語での「ことば」が伝わらない場合の対応も想定できていたよう

だ。実施後の関係スタッフの反省会でも受付がスムーズだったことが評価

された。

② rll由際交流』を実践するJ の授業で、どのようにしたらパスの中で

お互いを知り合うことができるか、その方法を考え、参加者に実践しでも
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らった。2台のパスでは、各パス内で着席してできるゲーム等を考え、授

業内で事前に準備し、実践していた。朝早い集合で、途中から山道に入る

ことを想定していなかったために、予定していたすべてのプログラムが消

化できたわけではなかったようだが、参加者や状況に合わせ内容を変更す

る柔軟さも見られた。

③のバーベキューは、 ‘あらかじめ分けておいた留学生と日本人学生のグ

ループで、バーベキューセットを設置するところから始まり、調理、食事、

後片付けのすべてを学生主体で弘行わせた。ファシリテーター学生を中心に

作業し、食事を共にする環境は、留学生と日本人とが自然とコミュニケー

シヨンをとれる(もしくは必然的にコミュニケーションをとらなければな

らない)機会である。また、食事制限を必要とする参加者への配慮等、様々

な文化の違いに気を配り、あるいは身をもって知る場面でもあった。

④は2日目の午前中に行われた、自然の家のインストラクターによる言

語に重きを置かないコミュニケーションのための教育的活動(ワーク

ショップ)である[写真 l参照]。まず、参加者が自然に解け合えるき っ

かけ作りのために、メンバーの誰か

にジャンケンを申しこみ、勝ったら

相手の名前を書いてもらうスピード

ゲームからスタートした。また、グ

ループに分かれ、短い雨どいのよう

な資材をつなぎながら、メンバーが

協力して小さなボールを、「ことば」

を使わずにゴール まで運ぶという

ゲーム等、頭と体を使った活動が行
写真 1 ワークショッブの様子

われた。アンケート によると、ワークショップは楽しかったプログラムの

第 3位に入っている。

今回は、グループでの活動を積極的に入れることで、「交流」を意識させ、

隣にいる人と自然にコミュニケーションできるような環境を設定した。し

かし、これ以外にも、例年行っている日高観光音頭の踊りの練習 [写真 2

参照]、 夕食 ・朝食時、国際交流ス テージ、流送レース、 その他祭り 会場

[写真 3参照]での交流等、様々な参加学生同士のコミュニケーションが

行われていた。

に
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写真2 踊りの練習 写真3 祭り会場

4. まとめ一参加者アンケー トを中心に

プログラム終了時のアンケート (表 2)によると、参加者は、大学院生

が約 4割、学部生、短期留学生がそれぞれ 2割強であり、 比較的大学院生

表2 アンケー卜結果(自由記載除く)

回収数64/対象者67名(ファシリテーター学生含む)

理系 34% 

所属 文系 63% 

無回答 3% 

大学院 41% 

身分 ・区分
学部 23% 

短期留学生 (HUSTEP/日研) 23% 

その他 13% 

l位 花火 (61)

2位 バーベキュー、盆踊り (39)
楽しかった部分

3位 ワークショップ、ステージ、流送レース (35)
(複数回答可)

4位 パスの中 (24)

5位 その他祭りのイベント(12)

グループの仲間と Yes 91% 

よく交流できたか No 9% 

なし 72% 

困ったこと あり 27% 

無回答 1% 

(数字)は回答数
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が多くなっていることがわかる。

このアンケートでは言語理解については開かなかったが、英語のみのコ

ミュニケーションだった学生は、少数だ、ったようだ。

「グループの仲間とよく交流できたか」について、 91%がYesと回答し

ている O 「交流できたか」はもちろん個人の主観的な「感じ方」という要

素が大きいが、少なくとゐ多くの参加者がそのような感覚を得られる内容

であったという評価はできる O しかし、 9%の(l割近い) Noという回

答は、倒人の感じ方の多様性以上の何かを示唆していると言える O ここに

交流をさらに促すようなプログラム改善の余地があるだろう。

プログラム全体の満足感を上げるためには、旅行中の快適さを高めるこ

とも重要である O 旅行中に留ったことを開いたところ「あり」と答えた参

加者が27%あり、とくに入浴に関するものが最も多かった。これは引率ス

タッフの反省会でも注目され、今後の検討可能性が議論された。 1日目の

夜までの祭り参加というプログラムの時間的制約、施設上の制約も含め、

共同浴場の文化をどのように扱うのか、今後の課題である O

その他、行事の宣伝について、ポスター掲示だけでは周知が十分で、はな

いことがあげられ、日本語クラス教員への依頼、関係者がお昼休みにチラ

シを配布する等も行ったことが話題となったことから、今後「フェイス

ブック」等の活用を検討してはどうかという意見も出た。「フェイスブッ

クJ は、参加者との事前連絡にも利舟できるのではないかという提案もあ

り、局知・連絡について、その受け手である学生の文化にあった方法の必

要性があらためて認識された。

5. おわりに

本年の実施状況、アンケート結果、関係スタッフの振り返りは、留学生

と日本入学生、地域とのさらなる交流への工夫の可能性を示唆している O

プログラムの周知方法、参加者との事前のコミュニケーションの可能性、

旅行中のより活発な交流への試み、本年の経験を生かしたファシリテー

ター学生への教育である O

「交流J はその時の参加者を含む人と人との出会い、天候、時のめぐり

あわせ等、貴重な人生の「妙」に支えられているからこそ、かけがえのな

いものと言える Oそのような時の宝が最大限に生かせるように周到に用意、

構築された、しかしフレキシフルなプログラムであることも忘れてはなら
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ない。

「ホリデーイン日高」が多文化交流教育の一形態としてさらに進化する

ことで、大学における国際教育交流の充実に貢献できるプログラムへの発

援が期待される O

語j苦手

国立日高青少年自然の家に、長年、当企画を共催頂いておりますことに

厚く御礼申し上げます。また、毎年、当プログラムの参加者一行を歓迎し

て下さる日高の皆さまに感謝申し上げます。
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[Report] Report of ‘Holiday in Hidaka 2011' 

Aya T AKAHASHI， lVIaiko AOKI， Jung HYESEON 

日oliday in Hidaka is a cultural-exchange program， co-organized by 

International Student Center， Office of Int巴rnational Affairs， Hokkaido 

University and National Hidaka Youth Outdoor Learning Center. The 

program has been a support program for international students， designed to 

offer them th巴 opportunityto enjoy a trip and learn about ]apanese culture. 

International students have been considered to have difficulties with going 

on trips for financial reasons and language barriers. However， there has 

been a change in the situations of international students: English sings for 

ll1tεrnational travelers are now seen around Sapporo， and there are various 

exchange evεnts for international students offered by other organizations. 

This year， therefore， th巴 organizerdecided to change the character of the 

program from the event to support international student life to a program 

for cross-cultural understanding， focusing more on interaction between 

participants. This is a work in progress report of our effort to devεlop an 

international巴xchangeprogr乱mfor multi -cultural education. 
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