


当てはまるかチェック！
□ 世界中にいる様々な人と交流してみたい
□ グローバルな視野を持つ人になりたい
□ 我が子には、世界にいろいろ人がいるということを知り、
    将来は海外でも通用するような生き方をしてほしい

❶ 非言語もコミュニケーション
国際交流で語学力は必要不可欠ですが、コミュニケーションに
は言語（話す言葉の内容）と非言語（ジェスチャーや表情など）
があり、非言語による情報は、言語による情報よりもインパクト
が大きいと言われています。

❷ 便利なツールはたくさん
インターネット検索や通訳アプリなど、便利なツールもたくさん
あるので、「英語がペラペラに話せるまでは国際交流ができな
い」だなんてナンセンス。お互いにツールを駆使してやっと分か
り合えた時の喜びは、言語が堪能でないからこその貴重な経験
です。ぜひ、「国際交流のこんな場面で、自分ならどう向き合え
るかな」という視点でこのワークに取り組んでみてください。

❶ 日本代表にならなくても大丈夫
本来、会話の内容は千差万別。にも関わらず、外国人と話をす
る時だけは「自分が日本代表として、正しい日本の文化や歴史を
きちんと英語で伝えなければ！」と自分の日常からかけ離れた
内容を想像し、気負いを感じてしまうとしたら、それはあなたが
国際交流を深く考えすぎている証拠かもしれません。

❷ 知らないことは一緒に調べよう
もちろん、国際交流の場面で相手の文化について興味を持つの
は自然なこと。自分の文化やその歴史について詳しく話せるに
越したことはありませんが、相手は観光ガイドに求める知識や
説明をあなたに求めているわけでもありません。知らないことは
「私もそれは知らなかった！面白い視点ですね。一緒に調べてみ
ましょう。」と言えばそれで十分。肩の力を抜いてワークに取り
組んでみましょう。

Go!
Let ’s

  1
つで
も当てはまったら

中学校卒業レベ
ルの英語力で、外
国人と会話なんて
できるのかな・・

外国人には、茶道
や着物が喜ばれ
るんだろうな。でも
自分は経験がな
いからできないな

話が聞き取れない
から、国際交流は
もっと英語を勉強
してからにしよう

日本食を一緒に食べ
るなら、日本人とし
て「出汁のとり方」は
説明しないと。でも、
普段自分は顆粒出汁
を使っている

英語がペラペラ に話せねばならぬ！思い込み  1

日本文化を正しく伝えねばならぬ！思い込み  2

その思
い込みもったいない！

その思
い込みもったいない！

その思
い込みもったいない！

その思
い込みもったいない！

もったいない！　国際交流に不安を抱く

「ねばならぬ」さんの ２つの思い込み1
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❶ 自分自身に向き合い、発信する力
        ● 自分のことや価値観を相手に伝えようとする力
        ● 相手を思いやったり、手助けをお願いしたりなど
　　　良い関係を築こうとする力

❷ 相手を理解し、多様性を認める力
        ● 自分と相手の似ている点や
　　　異なる点があることに気づき、どちらも認める力
        ● 相手の話を聞き、理解し、賛成や反対をしながら、
　　　お互いを尊重して良い関係性を築こうとする力

❸ コミュニケーション力
        ● ことばで伝える力（何を伝えるのか）
        ● ことば以外の方法で伝える力

もちろん、このワークに取り組むだけで全てがうまくいくほど簡単
な内容ではありません。長年様々な形の国際交流を重ねても常に
新たな発見がある、いわば国際交流における学びの根本とも言えま
す。まずはこのワークに取り組んで、この３つの力を知り、どのよ
うな考えが３つの力になるのかという思考を身につけましょう。

・このワークは、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）が策定している
 「地球市民教育」（Global Citizenship Education）に沿って設計されています。

・国連が定めるSDGs（持続可能な開発目標）でも、 地球市民教育は全ての人々にとって
  必要な学びであると述べられています。（SDGs4項目7）

・特に、地球市民教育で学ぶべき３つの柱のうちの１つであるSocio-emotional（社会情緒的
   スキル）に焦点をあて、「世界とのつながり感」とも言える感覚を持つことを目標とします。

このワークでは、文化の異なる背景を持つ人同士が、お互いを尊重し
ながら交流する場面に求められる、３つの力を養います。

3 育てよう！

国際交流で身につく３つの力

保護者が外国人との交流を
楽しんでいると…
子どもは外国人に対する抵抗感がなくなり、
自ら積極的に接するようになる。

家族ぐるみでお付き合いをする外国人の友人
が増え、親子の関わりや絆が深まる。

逆に保護者が不安を感じたり、戸惑ったりしていると
子どもは興味を失います。そこでこのワークでは、保護
者が子どもたちと一緒に国際交流を楽しむためにどん
な事をすれば良いのかをご理解いただき、自信をつけ
ていただくことを目的に制作しました。

「子どもの教育のために国際交流をしよう」よりも、
「まずは自分が楽しむ」。

「親子で自分たちらしい国際交流をしてみよう」、そんな
マインドチェンジが起こるはず！

子どもが国際交流に興味を持つかどうか、それは保護者のアクション
次第。見た目や言語、文化背景の違う人たちと楽しく接する保護者の
姿を間近で見ることが、子どもにとっては何よりの刺激です

あなたの不安を自信に変えて、
国際交流への第一歩を踏み出しましょう！

❷ 

❶

Start !
Let ’s

2 なぜおすすめ？

親子で国際交流
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シミュレーション動画では、あなた（ホスト）が外国人旅行
者（ゲスト）を自宅に招き、手作りの家庭料理を食べながら
国際交流している場面を再現します。

❶ 自分なりの答えを考えよう
動画の中ではゲストから質問されることもあります。「自分
だったらどう答えるだろう？」と考えながらシミュレーショ
ンに取り組んでください。

❷ 日本語でOK
実際の国際交流は外国語になりますが、言語力以外の力
を養うことが目的のシミュレーションでは、会話の全てを
日本語で表現しています。もしかすると「英語でこんな会話
をする自信がない」と感じてしまうかもしれません。でもま
ずは、国際交流で相手の文化を知る楽しみや、文化背景が
違うからこそお互いを理解し合うプロセスを純粋に楽しん
でみてください。

3,000回を超える本物の国際交流を元に、
シミュレーションを再現
本ワークを制作するNPO法人Nagomi Visit は、「世界
中の旅人と食卓を囲むホームビジット」という新しい形
の国際交流を実施しています。日本全国各地に登録
している1,000世帯以上の一般家庭が訪日外国人旅行
者を自宅に招き、手作りの家庭料理を食べながら交流
するスタイルで、ホストとゲストがお互いに対等な立場
で交流できる仕組みです。2011年の活動開始以降、
全国で3,000回を超える交流が生まれています。この
シミュレーションでは、このような実際の国際交流を
数多く実現しているからこそおすすめできる実践的な
取り組みを多数紹介し、それぞれの出来事が学びにつ
ながるように設計されています。

イスラエルから日本へ旅行に来た
Shentalファミリーと食卓を囲む国際交流を体験しましょう

パソコン タブレット スマートフォン

お父さん：
 Natan （48歳）

長男：
Orit（15歳）

長女：
Maya （10歳）

お母さん：
 Lisa （44歳）

She
nta l

ファミリー

4 ワークをはじめよう！

国際交流を
シミュレーションしてみよう

シミュレーション動画へアクセス

https://nagomivisit.jp/oyako/

お好きな端末で
ご覧いただけます
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こんなことを話そう！    自己開示のポイント
自分について、下記のような内容を考えておきましょう。

● 趣味　   ● 仕事　
● とても楽しい、幸せだと思った経験　
● 最も驚いた、または、怖かった経験　
● 最も恥ずかしかった経験　
● 最も大切に思っていること、または、誇りに思っていること　
● 自分について気にしていること、直したいと思っていること　
● 価値観や信仰　  ● 将来の夢
● 今一番しなければならないと思っていること　
● 今一番したいと思っていること

こんな風に話すと、相手と良い関係を築く
コミュニケーションにつながります。Example

お菓子作りが
趣味です

家族で北海道
に行きました

マイブーム

• 新しいレシピに挑戦するのが好き。
• 砂糖と塩を間違えてクッキーを作り友達に渡してしまったことがあり、
  とても恥ずかしかった。
• 最近アイシングクッキーのレシピ本を買った。
  まだまだ上手くできないけど、チャレンジしている 

• 久しぶりの旅行だったからすごく嬉しかった。
• 子どもが寝たあとに、１人で露天風呂に入って見た
  満天の星空が忘れられない。
• 旅行中にしたいことリストを作ったのはよかったけど、
  予定通りに進まなくて逆に大変に感じた。

• ３０分だけ早起きして、昔はまっていたジョギングを再開した。
• 昔と比べたら体力が落ちていて、すぐに疲れてしまってショックだった。
• 自分が楽しめる時間も確保できたし、ダイエットにもなって一石二鳥！

自分についてどんなことを話しますか？

国際交流で自己紹介。
あなたならどんなことを伝えますか？
１．自分の出身地や仕事の内容

２．今はまっている趣味や、これまでの旅行経験

３．自分の価値観や大切に思っていること

Lesson 1

自分のことを自分から話すことは「自己開示」と呼ば
れ、国際交流の場面ではとても大切なポイントです。
次のページのように、話す内容を考えておくと、相手
と心を開いて積極的なコミュニケーションができます。

世界には多くの多民族多文化の社会が存在します。そ
のような社会で人々が有効な人間関係を築くために使
われるのが自己開示。多くの文化で、「相手と積極的に
コミュニケーションしたい」という肯定的な意思の表
れとして受け止められています。

シミュレーションの会話でも、ゲストのOrit君がディ
ベートについて自分の考えていることを語っていたり、
お母さんのLisaが仕事や子育てについて自分の考え
を語っているところが自己開示にあたります。

あなたもぜひ、自分の好きなことや感じていることを
相手と共有して、より深いコミュニケーションを楽し
みましょう。

A   すべて正解です。

Q
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こんなことを話そう！    自分の日常を紹介する話題の例

Example

通勤事情
相手にとって、日本の通勤事情は初めて聞く新鮮な情報かもしれません。

家事の時短テク
家事は世界共通の話題。相手にとっては、日本にある便利なサービス
を新鮮に感じるかもしれないし、相手の国にも同じようなサービスが
あって使っているかもしれません。

結婚式の思い出
結婚の話題も国や文化によって大きな違いがあります。国によって
は「結婚」という制度にとらわれない家族もいるので、相手の話を聞
くことがあなたにとって新鮮な情報になるかもしれません。

毎朝、満員電車に乗って立って通勤している。
趣味の読書をする時間にあてているけど、小さな本を
広げるのも立ち位置によっては難しい。でも最近はオ
ーディオブックで本を持たずに聴けるようになったか
ら快適。あなたは普段、通勤はどうしてる？

我が家では時短調理のためのキットが週に２回届くサ
ービスを利用している。あなたはどう？

自分の結婚式の思い出はこんなことがあった。
あなたはどんな結婚式をしたの？

日本ならではのことを伝えたい。
あなたならどんなことを話しますか？
１．茶道、書道、華道、着物の着付けなど日本の伝統文化

２．自分がはまっているコンビニスイーツ

３．普段実践している、家事の時短テク

「外国人に日本紹介しよう」と考えると、茶道や華道、
歌舞伎などの伝統文化の紹介や、神棚や畳の説明を
しなければという思考回路にはまってしまう方が大勢
います。もちろんこれらの日本文化に興味があったり、
実際に習ったりしている場合にはぜひ紹介してみてく
ださい。とても喜ばれると思います。でもそうでなけれ
ば、無理にがんばらなくてもいいのです。

「日本のことを紹介する」 
　　　　≒「あなたの日常を紹介する」
文化の異なる者同士が自分たちの日常を紹介するこ
とで、お互いの国や文化を知ることができ、さらに「こ
んなところが同じだね」「ここは全然違うね」と比べる
ことにもつながります。

また、あなたの得意なことや普段から楽しんでいること
を一緒にすることで、楽しい時間を過ごせます。

キャラ弁作りが得意であれば簡単な１品を一緒に作
ってみたり、お菓子好きだったら近所のスーパーマー
ケットでマイブームのお菓子を教えてあげたりなど、あ
なたが無理せずにできることを考えてみましょう。こ
れぞまさに、国際交流の醍醐味です。

A   すべて正解です。

Q

あなたなら日本の何を紹介しますか？
Lesson 2
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ここがポイント！    食事制限がある人と交流する時
信仰している宗教、健康上の理由、個人の価値観によって、
特定の食品を食べることに制限がある人がいます。その方と
国際交流を楽しむ時のポイントは3つあります。

Example

➊相手の食事制限について理解する

➋どうしたら一緒に楽しめるかを考えてみる

➌相手と対話する

まずはインターネット等を利用し相手の食事制限がどん
なものかを調べてみます。

例えばほかの食材で代用できるレシピはないか？　特定
の食品が含まれない調味料を入手できそうか？

お互いが無理のない範囲で相手の事を思いやりな
がら対話をし、そこからどうするかを決めていくとい
うアプローチが最も大切です。

「食事制限について、こんな準備ならできます。それで大
丈夫ですか？」と相手に率直に聞いてみます。例えば宗
教上の理由の場合は、１つの宗教でも様々な宗派や教
義があり、食事制限の内容やどこまで厳密に制限するか
には個人差もあります。また、どんなに情報を得てもそれ
で完璧であるとは限りません。そのため、食事前に、どん
な材料でどう作ったのかを説明すれば、「食べるか、食べ
ないか」の最終判断を本人がすることができるので喜ば
れます。これも相手との対話ですね。

自己開示を受けると相手も自己開示
自己開示には返報性があることが多くの研究で明らかになっています。これは、自己開示を受けた場合、相手への
好意が高まり、それに伴って自分も相手と同じレベルで自己開示をしようとするというものです。

つまり、あなたが自己開示をするからこそ、相手もよりパーソナルなことを共有しようとするということ。「こんなこと
聞きにくいな」と感じる場面でも、自分自身が相手に対して自己開示ができているかどうかを意識しながら、素直に
「あなたのことを知りたい」という気持ちを伝えて質問してみることが国際交流を楽しむコツといえます。

ある宗教を信仰している方を自宅に招いて
家庭料理を一緒に食べることになりました。
あなたならどう考えて行動しますか？
１．宗教のことはよくわからないから、一緒に食事はやめておこう。

２．宗教のことを相手に聞くのは避けたほうがいい。
    自分で調べて、特定の食品を使わないメニューを準備しよう。

３. まずは相手の宗教のことを調べて、どうしたら一緒に楽しめるか
    考えてみよう。それから、相手にとって問題ないかも聞いてみよう。

日本では、政治や宗教の話題はタブーであるという意
識が強いかもしれません。でも、相手と自分の文化背
景が違うとわかっている場合は、わからないことは相
手に質問し、相手のことを理解しよう、と努力をする
姿勢がとても大切です。

「あなたのことをきちんと知りたいから、教えてくださ
い」と伝えた上で質問をすれば、質問の意図が明確に
なりますし、相手に失礼だと捉えらることもなくなります。
むしろ相手は喜んで自己開示をしてくれるはず。実際
に、話をして初めてわかることが多いのも事実です。
「自分とは違う」と思っていたことが、聞いてみたら実は
あまり違わなかった、という事も多いのです。

A   個人同士の交流では、 
　　正解は３．といえます。

Q

積極的に相手を知ろう
Lesson 3
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世界中の旅人と食卓を囲むホームビジットで訪日外国人旅行者を
自宅に招き、手作りの家庭料理を食べながら国際交流をしている
ご家族に、親子で国際交流を楽しむコツをお聞きしました!

どんなゲストがいつ来るかを子どもに伝え、当日はどんなこ
としようか？と、子どもに投げかけて一緒にアイデアを出し
合っています。そしてゲストの国がどこにあるのか地図や地
球儀でみたり、ゲストの国の言葉で挨拶の練習をしたりと、
会える日が楽しみになるように意識して話題にするようにし
ています。
ホームビジットを親子で楽しむコツは、まず私自身が楽し
むこと。ゲストと自分たちとの共通点を探し子ども達にとっ
て興味が湧くような視点を伝えています。
すると子どもたちも楽しみ！となり、どんなことをしたいか？
何ができるか？アイデアを出してくれます。がんばりすぎる
と疲れて嫌になってしまうので、今できることで負担になら
ないことから、親も子も楽しめるやり方を工夫しています。

森田さん（長女８歳 長男２歳）

子どもの遊ぶ力を信じて
同年代のお子さんがゲストにいた時は子供達の小学校
の校庭で少し遊んだりしました。一緒に体を動かすと促
さなくても自然とコミュニケーションできてました。幼稚
園から英語を学んでいる娘は緊張と考えすぎでなかなか
殻を破れずにいましたが、ボードゲームやカードゲームで
は頑張って英語で伝えようとしていました。息子は英語
を習っていないのですが、日本語でどんどん話しかけて
遊んでいました。お互い言葉はわからなくても想像しなが
ら遊べていた姿を見ると、親があれこれお膳立てしなく
ても子供同士は遊べるのかもしれないと感じました。 

小林さん（長女13歳 長男10歳)

あなたなら

どんな交流を
してみたいですか？

事前の調べや言葉がけで盛り上げる

親子で国際交流を楽しもう

　子ども達が得意な事、例えばけん玉や折
り紙等を用意して、ゲストと一緒に遊ぶよう
にしています。特に折り紙は同じペースで進
める事ができるので、英語がつたなくても
見ながら一緒に楽しんでいます。また、坊主
めくりや絵合わせゲームは我が家のテッパ
ンです。百人一首を使う坊主めくりは見た目
でも喜んでもらえるし、ルールも簡単なの
で、最初に説明して進めていくと、いつも盛
り上がります。子ども達はつたない英語で、
折り紙の形を表現したり、坊主めくりでは 
Samurai, Princess, Monk 等の簡単な
単語を使ってゲームを進行しています。子ど
もも簡単に理解できるアクティビティを一緒
にして大人のゲストの方とも楽しく過ごして
います。その他、子ども向けの英語絵本をす
ぐに手に取れる場所に置いておく事で、時々
ゲストの方が気付いて読んでくれます。私も
よく読み聞かせをするので、子ども達もすん
なりゲストと一緒に絵本を楽しんでいます。 

兼平さん（長女8歳、次女5歳）

一緒に何かする
一緒にスーパーや近くの川辺に行くなど、ただ
座って一緒に話すだけではない時間を意識的
に作っています。また、もう少し年長の場合（小
学4年生以上くらいが目安）は、たこ焼きパー
ティーをしてたこ焼きを作ってもらい、その作
り方をゲストに伝えてもらうこともしています。
ジェスチャーや単語を駆使して交流できると子
どもが気づくよいきっかけになっています。 

曽我さん （長女９歳 長男６歳）

子どもができるアクティビティを一緒に楽しむ

Interview
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どんな国際交流から始めますか？
親子で取り組める国際交流のアクションをご紹介します。ワークでの学びや気づきを
活かして、実際の交流をしてみましょう。

国際交流の機会 交流の深さ 内　　容

海外旅行へ行く 浅い

旅行前に行き先に対する興味関心を深めることで異文化理解に
つながる。ただし旅行者として現地の人との交流をする機会は
限られるため、交流の深さを求めるには現地を知るアクティビ
ティに参加したり、現地に住む人に自ら積極的に話しかけるな
ど意識的なアクションが必要。

国際交流イベント
に参加する

地域に住む外国人が講師となり、会場に集まる子ども達に対し
てスライド等を利用して自国の紹介をする等。自国の郷土料理
を一緒に作る料理イベントが開催されることもある。

ホームビジットの
ホストになる

自宅で食卓を囲む短時間での交流で継続しやすく、繰り返し受
け入れすることで様々な文化背景の人々との交流をすることが
できる。数時間は自分たち家族と相手のみの対話になるため、
深い交流を期待できる。＊詳しくは「NAGOMI VISIT」で検
索

短期親子留学
一定期間、親子で海外生活をする。ホームステイ先の家族と暮
らしながら現地学校や語学学校に通うことで深い交流を期待で
きる。各々が自ら積極的に行動することが求められる。

ホームステイの
ホストになる

深い
日本語を学びたい留学生と一緒に自宅で生活する。一定期間、
日常生活の中で家族同様に接することで、深い交流を期待でき
る。
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