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PREFACE
We are happy to present the Proceedings of the 26th Princeton Japanese Pedagogy Forum.
This Forum was originally scheduled to be held on May 9-10, 2020, but due to the
coronavirus (COVID-19) pandemic, we unfortunately had to cancel the Forum. Instead, we
asked presenters if they were interested in publishing their paper. Twenty-three people
agreed to contribute to the Proceedings. Professor Ittoku Tomano (Kumamoto University)
also kindly agreed to deliver an online keynote speech on “教育にとってことばとは何か
(What role does language have in education?).” We would like to thank both the keynote
speaker and people who contributed their paper to the Proceedings.
As you know, 2020 was a remarkable year in many respects. What we thought was normal
is not normal anymore: We cannot travel, we cannot meet with others easily, and even
simple things like going to class are no longer simple. Many institutions had no choice but
to offer online or hybrid classes. We continue to face a variety of challenges.
The theme of the 27th Princeton Japanese Pedagogy Forum is “Rethinking Assessment for
Learning (学びのための評価をもう一度考える).” The Forum will be held online on
May 8, 2021. The keynote talks on this theme will be delivered by Professor Kimi Kondo
Brown (University of Hawaiʻi at Mānoa) and Professor Seiichi Makino (Princeton
University). We hope that many people will attend the online Forum.
Dr. Shinji Sato
Senior Lecturer
Director of Japanese Language Program
Princeton University

iv

根っこを育てる言語教育

LANGUAGE EDUCATION TO GROW ”ROOTS
難波 博孝
Hirotaka Namba
広島大学
Hiroshima University
１．はじめに
「なぜ母語なのに教育が必要か」。これが私の長年の問題意識である。第二言
語であるなら教育（どのような教育かは別として）が必要であることはわか
る。しかし、生得的な言語獲得装置（チョムスキー）を基盤にして出生後飛躍
的なスピードで獲得される母語について、なぜわざわざ 6 歳前後から教育とい
う行為を施されなければならないのか。
確かに文字を持つ言語では文字教育が母語教育の大きな位置を占めている。
文字は生得性を持たないからである。ならば母語教育は文字教育のみでいいの
ではないか。
また、学校における母語教育がその国や地域のナショナリティーを生み出す
装置であることはすでに多くの研究者により明らかである。ナショナリティー
だけではなく、メンタリティや文化（ジェンダー、セクシュアリティ、マジョ
リティーなどなど）を再構築する装置であることも明らかである。言語構築主
義に立てば、母語教育は母語を教える教育ではなく、母語を使って＜なにか＞
を育てている教育（この＜なにか＞は政治的なもの、社会的なもの、文化的な
もの、私的なもの、それらの複合、その他、などに寄与する）ということがで
きる。
しかし、本当に母語教育は、それだけのものなのだろうか。これが私の 2 つ
目の問題意識である。たとえば「ごんぎつね」という教材を使って授業がされ
る時は、単に次のようなことをやっているだけなのだろうか。

○既に出生からその時まで（授業ではなく）生活で身につけた「他者の心情を
推論する」という＜生存方略＞をただ文学作品に適用する「応用」を行ってい
るだけである
○教師の心中にある「正解」を突き止める＜言葉ゲーム（言語ゲームではな
い）＞に参加しているだけである
○「ごんぎつね」に埋め込まれた「いわゆる“日本人的感性”」を学習者に埋
め込んでいるだけである。

これらのことが行われている可能性があることを私は否定することはできな
い。しかし、私はこれらだけではないことが、「ごんぎつね」の授業で行われ
ている／ていた／る可能性があると考えている。
その可能性とは、（単に一人で読むことではなく）「ごんぎつね」という教材
による授業が、「母語の根っこ」を育てているという可能性である。
この前提には、「母語は決して静止的ではなく常に流動する、いつでも成長
する潜在的エネルギーを持つ」という考えを私が持っているということであ
る。つまり、「母語の根っこ」は学齢期以前に既に出来上がっているのではな
く、よりよく成長する可塑性を常に持っているということである。
本論で母語とは言わず「根っこ」と述べるのは、母語を大きく育てる根っこ
の部分にこそ、この可塑性があると考えているからである。
２．「根っこ」とはなにか
２．１．「根っこ」と「イマジネーション」

ではここでいう「根っこ」とは何か。ここで、児童の言語生態研究会（児言
態）の概念を援用したい。児童の言語生態研究会（以後 児言態）は、玉川大
学の上原輝男(広島高等師範国語科卒業、1996 年死去)を中心に結成された研究
会である。上原は国語教育と民俗学とを連接させ、「心意伝承」としての母語
教育を構想していた。しかし、それを理論的演繹的に「上から」構想するので
はなく、子どもの言語の生きた実態（生態）の中に、つまり、子どもの思考・
感情・意識の中に、子どもの個人的な無意識と民俗の伝承に連なる共同体的無
意識とを発見し、それを子ども自身にも自覚させる教育を構想した。
1968 年に創刊された児言態の雑誌「児童の言語生態研究」は、現在 1９号ま
で刊行されており、全てインターネットで閲覧することができる。
児言態の趣旨は、以下の「児童の言語生態研究趣意」（創刊号のみ「児童の
言語生態研究発刊に際して」）によく示されている。
われわれは成育しつつある子どもの言語生態を、正確に見届けることを、何
よりの国語敎育の基礎に据え、そこから出発すべきであります。遅ればせなが
ら、感情•思考及び意識の発違とともにある子どもの言葉の実態を、調査、研究
して、子どもの側からの発言を世に問いたいと思います。思えば、子どもの言
語生態とも言うべき基礎資料を得ることなしに、国語教育の目的と方法が論じ
られすぎました。また、われわれ現場人が、それの基礎資料をどれほど整えて
子どもに接していたでありましょう。国語教育の目的と方法及び実践の確立に
資すべき、最初の条件であったと思うのであります。

また、児言態と上原氏は言語の生きた実態に人間の無意識から発動する「イ
マジネーション」（あるいは「イメージ運動」「イメージ」）という動的な過
程を見出し、さらにその「イマジネーション」は発達段階によってその様相を
変えていくことをも見出した。そして、そのような子どもの発達段階とも合わ
せた、総合的な母語教育のしくみを構築しようとした。
この「イマジネーション」は、意識的・意図的に行う「想像」とは異なる。
児言態のメンバーである長浜他（2004）らは、「イマジネーション」について
次のように述べる。
「わたくしどもはイメージを、我々の現実生活を誘導している人間活動の源
泉・エネルギーそのものであり、単なる想像の結果とはとらえていない。（中
略 難波）我々人間が、（中略 難波）経験がなくても、イメージの誘導によ
る生活に最も自分らしい生き方を実感しているからではないだろうか。」
また、上原も最終講義で次のように述べている（上原 1997）。
「イメージが、我々を行動させるのです。現実の中にイメージ生活があるの
ではないのです。我々のイメージが、我々の現実生活を誘導していると、考え
なければならない」
ここでいう「イメージ（イマジネーション・イメージ運動）」とは、私達の
無意識から湧き上がる、意識や理性によってはコントロールし難いものであ
り、私達の現実生活を誘導する源泉、エネルギーである。子どもであっても大
人であっても、理屈抜きでこうしたい、この活動をしたい、このテレビを見た
い、音楽を聞きたいという衝動に駆られることがある。それは意識せずとも私
達の行動を生み出す／あるいはそのような方向に縛っている。そのようなエネ
ルギーは、イマジネーションとして私達の感情の源泉であるだけではなく、私
達の意識や理性をも影響を与えてきた。
児言態のメンバーである中川はイマジネーション（イメージ運動）の構造を
つぎのように図でまとめている。（中川 1997 による）

本論では、この「イマジネーション」を「根っこ」が溢れた「エネルギー」
と捉え直したい。この「イマジネーション」が、言語の、言語生活の、そし
て、生活の「根っこ」からの「エネルギー」となっていると考えるからであ
る。難波（2019）は指摘する(p.13)。
「イマジネーションはそれ特有の時間と空間を持つということ、現実世界か
らイマジネーションの世界に転換する（図の真ん中にあるトランスフォーメー
ション 後述する）ための引き金（トリガー）となるような題材（人形、つぼ
など）があることがこの図で確認できる。私達の無意識にはこのような構造を
持つイマジネーションがあり、時に現実生活に現れると児言態では想定してい
るのである。」
２．２．「根っこ」と＜時間＞＜空間＞＜人間＞
この「根っこ」から溢れた「エネルギー」である「イマジネーション」は、
＜時間＞＜空間＞＜人間（じんかん）＞を生み出す源泉でもある。ここでいう
＜時間＞＜空間＞＜人間＞とは、近代的科学観が名付けた「時間」「空間」の
ことではなく、また、「にんげん」や「実際の人間関係」のことでもない。
「イマジネーション」が私達の＜時間＞＜空間＞を生み出すのであり、生み出
された＜時間＞＜空間＞によって、人と人の関係性の「観念」が定まってくる
のである。上原は次のように述べる。
「『時間・空間』の子どもの世界は大人とは違う。どこかで移しかえられて
しまってつまらなくなった。だから、もし幼児が映画を撮ったらきっとかみ合
わない映画になりますよ。（平成四年 児童の言語生態研究会例会の発言記録
による）。」
「イマジネーション」によって＜時間＞＜空間＞が定まるのだから、大人と
子供とでは、＜時間＞＜空間＞が異なる。同じ大人でも、なにかに夢中になっ
ているときは＜時間＞は短くなり、孤独で心細いときは＜空間＞が広く／狭く
感じる。このように、私達の＜時間＞＜空間＞は、常に変化し続けているので
あり、時間観・空間観だけが私達の＜時間＞＜空間＞である。上原は述べる。
「その人の持っている時間観・空間観によってその人の人間（ジンカン）が知
れるんだよ。逆に言えばジンカンを知ることによってその人の時間観が分か
る、空間観がわかるということよ。三つが重なり合えるということなんだ。」
（平成二年児童の言語生態研究会合宿の発言記録による）。」
人と人との関係も、「イマジネーション」が定める＜時間＞＜空間＞生み出
す。その人と過ごす時、あっという間に時間が経てば、親密な＜人間＞を感
じ、いつの間にか「間」を空けて話していれば、よそよそしい＜人間＞と捉え
る。＜時間＞＜空間＞が＜人間（じんかん）＞を定めているとも、＜人間＞が
＜時間＞＜空間＞を定めているとも言える。

仮に、時間と空間と人間関係を世界と呼ぶのなら、私達は、自分が生み出す
「イマジネーション」が定めた＜時間＝時間観＞＜空間＝空間観＞＜人間＝人
間観＞で織りなす「世界＝世界観」に生きていると言えるだろう。つまり、わ
たしは、わたしの「イマジネーション」の「中」に生きているのである。
３．「根っこ」としてのイマジネーションと思考や感情との関係
児言態では、「根っこ」から溢れた「エネルギー」としてのイマジネーショ
ンと思考や感情との関係を、たとえば次のような図で示す（宮田 2018）。
「回転軸の中心にある「主体意識」が「世界定め」の主体意識ともつながっ
ていきます。これを回転させるエネルギーが生命力そのものなのですが、（中
略 難波）イメージ運動によってますます発露されていくものです。（宮田
2018）」
この図は三角柱を上から見た図と考えるとわかりやすい。頂点に「主体意
識」があり、この三角柱の底辺に「イマジネーション」の出どころがある。こ
の引用では、この出どころが「生命力」と呼ばれ、そのエネルギーの「現れ」
が「イマジネーション」である。上記の引用では、二度「主体意識」がある
が、二度目の主体意識は、「意識」ではなく、三角柱（あるいは球）の底辺に
あるものである。「世界定め」とは、「イマジネーション」によって作られる
「世界観」のことである）

このように「感情」「思考」「構え（見方考え方）」を変えていき、「世界
観」を定めるのが「イマジネーション」であり、その出処は、人間の深い部分
にある「生命力」（本論で言う「根っこ」を児言態では考えている。
人間の「根っこ」とそこから溢れたエネルギーである「イマジネーション」
が「感情」「思考」「構え（見方考え方）」をかえていくということについ
て、大脳生理学者のダマシオ（1999）は、次のように述べている。
「この数年、神経科学と認知神経科学がようやく情動を認めるようになって
きた。そして新しい世代の科学者が情動を話題するようになっている。さら
に、これまで当然のように考えられてきた情動と理性の対立も、もはや疑問な
しに受け入れられる事はない。例えば私の研究室の研究によって、情動は、よ
かれ悪しかれ、推論と意思決定のプロセスに不可欠であることが明らかになっ
ている。 (p.63)」
そして、この「情動が推論と意思決定に不可欠である」ことを、ソマティッ
ク・マーカー仮説として提案している。「適切に方向付けされ適切に用いられ
る情動は 1 つの支援システムになっていて、それなくして理性の砦はうまく機
能しない。(p.64)」
ここでいう「情動」は、本論で言う「イマジネーション」に近い。また、ダ
マシオは次のような図を示す(p.370)。

そして、この図が指し示すことについて、概略次のように説明している(ダマ
シオ p.335)。

（１）出だしの原自己が二次のレベルに表象される
（２）その原自己を変化させようとする「対象」(情動誘発部位における神経活
動パターン)が二次のレベルに表象される。
（３）それに続く原自己の変化(「身体ループ」または「あたかも身体ループ」
も、二次のレベルに表象される。
これは、「情動」を感じるプロセスであり、原自己の変化が、様々のレベル
の「意識」そして「良心」にまで影響を及ぼしている。何らかの対象によって
変化させられた「原自己」の変化そのものが、上部への意識へと表象（他の部
分ではダマシオは「転写」と呼ぶ）される。
とすれば、本論が述べる「根っこ」とはまさしく「原自己」のことであり、
「原自己」から発したエネルギーが上部意識へ移動する現象を「イマジネーシ
ョン」ととらえることができるだろう。
４．「根っこ」に関わるいくつかの探究
こういった、自己の奥底に「根っこ」があり、そこからのエネルギーが思考
や理性、感情の源になっているという探究は、ダマシオ以外にも世界中に残さ
れている。
たとえば、感情と論理の研究者であるチオンピは、次のような考察を残して
いる。
「感情が認知と行動に対して長期的にオペレイター作用（組織化と統合の作用）
をおよぼしている(p.77)」
「情動成分と認知成分—すなわち感覚（感情）と思考、感情と論理—があらゆる心
的作業において分ちがたく互いに結びつき法則的に作用し合っている(p.31)」
「論理も科学も、あるいはより一般的に、効率的合理的な思考も、もともとは感
情オペレイターによって生み出され組織化されているのである(p.105)」
チオンピがここで述べている「感情オペレーター」は、本論で述べる「イマジ
ネーション」に近い。
また、日本のペスタロッチと呼ばれ、日本における「自由保育」提唱の先駆
者である、倉橋惣三は、次のように述べる。
「人生教育の全過程に対する基本として、真乎重要なるものは、知能の早き獲
得にあらずして、生命の発展勢力の増進と統制にある。無限の元気であり、 多
面の興味であり、不断の試行力であり、しかして、年齢に相応せる適度の自己
統制とである。皆これ、知能の成果ではなくして、生活活力そのものである。
生活活力は根の力である。すなわち就学前教育は根の教育である。根の力は、
自己発展力である。すなわち就学前教育は自己発展力の教育である。（倉橋
（1935）(p.78) ）」

「根の特質は発達の力のもとであるばかりではない。更に著しいことは、一
切を内蔵してゐながら未だ枝とか葉とか花とかに分れてゐない點である。」
「その自発活動が、本能であっても、意志であっても、 またそれは発達の程度
に従い、また多くはこれを混ずるものであろうが、ともかくも、内なる生命か
ら 発動するものでなければならぬ。（倉橋（1965）(p.423)） 」
倉橋のいう「根」が本論の「根っこ」であり、「根の力」が本論の「イマジ
ネーション」であるということができる。
５．おわりに

本論が展開した「根っこ」および「イマジネーション」の探究はまだ始まっ
たばかりであり、本論もその端緒に過ぎない。また、これらと国語（母語、第
一言語）教育とがどうむすびつくか、また、外国語（第二言語）教育とはどう
連関するかは、これからの探究にかかっている。
たとえば、私は、以下の子どもの詩を次のように読んでいく方向を探ってい
る。
（広島大学附属東雲小学校 羽場教諭（小学 1 年）の実践から生まれた詩（難
波他編（2019））

それは、この詩を、「M くんと僕の経験や日々の堅苦しい生活、自由への憧れ
から生まれた」と安易に考えるのではなく、彼の「根っこ」また「根っこから
発したイマジネーション」が表象（転写）したものがこの詩であり、「まる」
や「しかく」は、この子どもの「根っこ」から生まれた「イマジネーション」
の表象ととらえるのである。
言い換えれば、「まる」「しかく」は、身近な経験の表象ではなく、材料と
して M くんとの経験やその他の日常生活のことを使っているに過ぎない（フロ
イトの夢分析と方法が酷似するが、あちらが個性の追究なのに対し、こちらは
通性（どんな人ももっているもの）の追究が基盤である）。
では、「まる」や「しかく」は何の表象なのか。その手がかりは、自然や宇
宙、あるいはそれを「転写」した象徴物、それを表象化した他の芸(詩・・・）
にある、あるいはまた、読者自身が受け止める感覚（それは、読者の内部の
「根っこ」からの発信かもしれない）にある、と考えていく方向である。図で
書けば以下のようになるだろうか。
（従来の見方＝入力出力モデル）
個人的経験

→

想像したものの付加

→

表象化

＝

例えば

詩

（提唱したい見方＝生得的・生態的モデル）
根っこ（集合レベル、個人レベル）→イマジネーション→表象化＝例えば詩
自然・宇宙・地域・社会・・・

経験・対象・刺激・・

今後も探求を続けていきたい。
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はじめに

近年、様々な媒体で若者の⽇本語⼒の低下が指摘されている。これまで、⽇本
の⼤学教育では、⽇本で中等教育を受けた⽇本⼈学⽣は「⽇本⼈である」という
カテゴリ化のもと、⽇本語を過不⾜なく操れることが前提となり⾼等教育が⾏わ
れている。そのような背景のもとでは、教員が予測する学⽣の⽇本語⼒と実際に
学⽣が備えている⽇本語⼒の間に乖離があり、多くの⼤学教員にとって学⽣が⽇
本語を⼗分に操れていないことが問題視されている。しかし、そのような考え⽅
は本当に正しいのであろうか？本論⽂では、上記のような「⺟語話者」であると
いうことは「⼤学・社会で⽤いられる⽇本語⼒」を担保しているとは⾔えないこ
*

本論⽂は 2020 年 5 ⽉にプリンストン⼤学で⾏われる予定であった 26th
Princeton Japanese Pedagogy Forum において、発表される予定であった内容を論
⽂化したものである。また、本論⽂の⼀部は 2019 年 10 ⽉にモスクワ国⽴⼤学附
属アジア・アフリカ諸国⼤学(ИССА)で⾏われた「⽇本語学・⽇本語教育学に
関する国際学術会議」での⼝頭発表の内容を含んでいる。
この場を借りて、本研究の基礎となる教材に関してご意⾒を賜った東洋学園⼤
学の鵜瀞恵⼦先⽣、中村哲之先⽣、教養基礎演習担当教員のみなさま、⽇本語表
現法担当教員の皆様、教養教育センター教員の皆様に感謝申し上げる。さらに、
ИССА のマズーリック先⽣、シャラモヴァ先⽣、国際交流基⾦専⾨家の下村先⽣
にも感謝申し上げる。当然のことながら本論⽂に関する全ての責任は著者 3 名に
帰する。なお、筆頭著者と第 2 著者は東洋学園⼤学特別研究費「⽇本語学の知⾒
を⼤学教育に活かすグループ」として助成を受けている。

と、そして、⼤学⽣の⽇本語⼒トレーニングのためには、⾮⺟語話者と同等のト
レーニングが必要であり、そのような教材の開発が実際に⾏われていることを⽰
す。また、このような取り組みを⼀層活発に⾼等教育の特に初年次教育から進め
ることは、⼤学⽣の適応に対して有益であることを⽰す。
本論⽂の構成は以下の通りである。第２節において、⼤学⽣として必要とされ
る⽇本語⼒と、社会で必要とされる⽇本語⼒について考察し、その能⼒を⾝につ
けるべく⺟語話者は⾼等教育機関に⼊学するまでにどのようなトレーニングを受
けて来たのかについて検討する。ここでは、特に⾼等学校での「国語」の授業の
問題点について検討する。つづいて、⼤学⽣の⽇本語の実際を、⽇本語を⺟語と
しないいわゆる「留学⽣」の⽇本語と⽐較し、その類似点について検討する。ま
た、同時にジェネリックスキルと考えられる論理的な思考能⼒をつけるためのト
レーニングとして、科学哲学で⽤いられる考え⽅が有効であることを⽰す。つづ
いて、第３節では上記⽬標を達成するために、東洋学園⼤学教養教育センターが
提供する 2 つの授業を事例として提供する。さらには、第 4 節で、第⼆⾔語とし
て⽇本語を学習する⽇本語学習者、特に中級以上の学習者の「書く」能⼒に関す
る問題を整理する。つづいて、第 5 節では、⽇本語を⺟語とする学⽣の⽇本語の
問題は、⽇本語⺟語話者に特有のものではないことを指摘し、留学⽣に対する⽇
本語教育と同等の教育が有効な⼿段であることを指摘する。第 6 節では、⽇本語
⺟語話者と⽇本語学習者の問題に関する論点を再整理し、最後に、第 7 節では、
⽇本語教育が⽇本語を⺟語とする学⽣、また、⽇本語を外国語として習得しよう
とする学⽣の双⽅にとって有益であり、初年次教育として取り組むべき問題であ
ることを確認し、本論⽂の結論とする。
2

背景：
「論⽂・レポート」が書けない⼤学⽣はどのように⽣産されているのか

本節では、⼤学初年次教育の動向について概観し、⽂部科学省をはじめとした
⼤学を取り巻く要請に対して東洋学園⼤学教養教育センターがどのような教育体
制を採⽤しているかについて紹介する。続いて、渡辺・島⽥ (2017) による⼤学
⼊学前の⾼校⽣たちがどのような作⽂教育を受けてきたのかに関する調査を紹介
する。

2.1

⽇本の⾼等教育政策

⽇本の⾼等教育を取り巻く環境は 2000 年代に⼊り⼤きく変化し、⼤学のユニ
バーサル化が進んでいると⾔われている。これまでにも、⼤学における教育では、
「⼈間⼒」
（内閣府 2003）や「社会⼈基礎⼒」(経済産業省:2001)が提⾔されてお
り、グローバル化が進み、予測できない社会の中で⽣き抜く⼒を⼤学で養成する
ことが求められている。
このような背景の下、2008 年の中教審答申では、⼤学初年次教育に対して以下
のように提⾔が⾏われた。
(1) …わが国の⼤学においては、初年次教育として「レポート・論⽂などの⽂章
技法」、「コンピュータを⽤いた情報処理や通信の基礎技術」、「プレゼンテー
ションやディスカッションなどの⼝頭発表の技法」、「学問や⼤学教育全般に
対する動機付け」、「論理的思考や問題発⾒・解決能⼒の向上」、「図書館の利
⽤・⽂献検索の⽅法」などが重視されている。
（中教審答申:2008）
(1)に⾒られるような⼤学への要請に応えるために、東洋学園⼤学では、教養教
育センターを設置し、(2)に⽰す教育内容に関わる授業の運営を⾏っている。
(2)

a. 教養教育
b. 外国語教育
c. ⺟語教育
d. 機械⾔語・PC スキル教育
e. 初年次教育

(2)に⽰す能⼒の育成のために、教養教育センターでは教養教育に関し、グロー
バル社会で⽣き抜くための教養を深める「教養基礎科⽬」を設置している。外国
語教育に関しては英語を除く外国語科⽬である「初習外国語科⽬」を設置、⺟語
教育と機械⾔語・PC スキル教育に関して「表現伝達科⽬」に、それぞれ「⽇本語
表現科⽬」
「情報処理科⽬」を設置している。また、初年次教育として「教養演習
科⽬」を設置している。

本論⽂では、教養センター管轄科⽬群の中でも(1)に⽰される、「レポート・論
⽂などの⽂章技法」、「論理的思考や問題発⾒・解決能⼒の向上」に関わる科⽬群
として、
「教養演習科⽬」の「教養基礎演習」と「⽇本語表現科⽬」の「⽇本語表
現法」での⺟語話者向けの⽇本語教育に注⽬し、議論を進める。
2.2

⾼校までの「国語」は何をしているのか？

渡辺・島⽥ (2017) では、⼤学⼊学以前に中学校・⾼等学校でどのようなライ
ティング教育が⾏われているのか、⽇本各地の７⼤学の新⼊⽣に対して詳細な調
査を⾏っている。渡辺・島⽥の調査によると「意⾒⽂や説明⽂を書く⽅法を学習
すること」に関する回答の構成割合を(3)に⽰す。
(3) 「意⾒⽂や説明⽂を書く⽅法を学習すること」を⾏ったか
２：よくあった

20.２% １：すこしあった

46.8％ ０：なかった 32.9
(渡辺・島⽥ 2017:13)

(3)に⽰される数値は、中学・⾼等学校の全ての科⽬に関するデータである。渡
辺・島⽥は同じ質問に関して、
「最も印象に残っている」科⽬も同時に尋ねており、
その結果は、
「⾼校・国語 53.0%」、
「中学校・国語 51.0%」、
「⾼校・総合的な学
習の時間 16.0%」、
「中学・総合的な学習の時間 14.0%」と続く。これらのデータ
をもとに、渡辺・島⽥は「中学・⾼校時代に意⾒⽂や説明⽂の書き⽅を学ぶ機会
は総じて少なかったことが推察できる」と述べている。
それでは、⾼校の国語での「書く」経験はどうであろうか。渡辺・島⽥では、
⾼等学校での作⽂については島⽥ (2012) を引⽤し、学⽣の「書く」経験につい
て報告している。島⽥の調査は東京と関⻄の⼤学で初年次⽣ 357 ⼈を対象に 2009
年に⾏った調査である。その調査によると、国語の授業で 400 字程度以上の⽂章
を書く機会は(4)に⽰される通りであるという。
(4)

０回：41.2%

1-3 回：22.1%

4-6 回：15.1%

7 回以上：21.6%
（島⽥ 2012: 48-55）

これらのデータから、⼤学⼊学までに学⽣はほとんど「書く」訓練を受けていな

いことがわかる。
2.3

⼤学における作⽂

「書く」経験に乏しい状態で⼊学した学⽣に、⼤学⼊学後待ち受けているもの
は、レポートである。渡辺・島⽥は⼤学⼊学までの学⽣の「書く」経験とともに、
⼤学⼊学後の「書く」経験に関しても⾔及している。渡辺・島⽥が 2010 年の新⼊
学⽣ 383 名を対象に⾏った第⼀学期の履修科⽬数とレポート課題に関する調査に
よると、新⼊⽣が第⼀学期に履修した科⽬数は平均 16.7 科⽬であり、そのうちの
４割強に当たる約７科⽬で成績・評価の少なくとも⼀部を決めるレポート課題が
課されていたという。
このような⼤学での「書く」課題の数と⽐較した場合に、⾼等学校の「書く」
経験は⾮常に少なく、学⽣たちの多くは⼤学⼊学後「書くこと」に対して量的な
困難が強いられていると考えられる。
さらに、渡辺・島⽥は重要な指摘をしている。それは、⾼等学校と⼤学の「書
く」内容の違いについてである。渡辺・島⽥によれば、⾼校の国語教科書のレポ
ートの平均的な定義は(5)に⽰されるようなものであるという。
(5) 【レポート】調査や研究の結果としてわかった事実（実験結果など）を他者
に伝える（報告する）⽂章
渡辺・島⽥ (2017:41)
渡辺・島⽥によれば、⾼校までのレポートで重視されているものは、「『事実に基
づいて論理的に述べるタイプの⽂章』であり、⼤学で求められる「主張」を含ん
だレポートはその内のバリーエーションの１つに過ぎない」という1。
このような背景のもと、多くの新⼊⽣は、⼤学でのレポートと⾼校までのレポ
ートの違いに苦しんでいると考えられる。
その問題を解決するために、渡辺・島⽥では「⼤学でこそ教えられるライティ
ング技術」として、以下の４点を掲げている。

渡辺・島⽥の調査によると、「意⾒でない、書かれるべきものは事実である」
（現 B 315:254）と述べている教科書もあるという。
1

(6)

a. ⽂章を「組み⽴てる技術」2
b. 引⽤の具体的技術
c. 推敲の具体的技術
d. 再帰的な⽂章作成
渡辺・島⽥ (2017:55)

渡辺・島⽥は、(6)に⽰された内容は⼤学でのレポート作成において重要だと考
えられる観点で、かつ、⾼等学校までの教科書で扱われることが少なかった分野
であり、⼤学⼊学後に指導されるべき内容であると述べている。
2.4

⼤学⽣に何が⾜りないのか？

渡辺・島⽥の指摘を⾒る限り、⽇本の⼤学に⼊学する⺟語話者にとって、
「書く」
経験、そして「書く」技術の指導は圧倒的に⾜りないと⾔っても良い。そのよう
な状況の中、東洋学園⼤学を含め⾼等教育機関では初年次に⼤学教育で中核をな
すライティング能⼒の育成のために、様々な指導を⾏っている。以下でその取り
組みについて紹介する。
3

ケーススタディー

本節では、東洋学園⼤学教養教育センターが提供する⽇本語を「書く」能⼒を
育成する科⽬での取り組みを紹介する。以下 3.1 節では、初年次春学期配当の必
須科⽬「教養基礎演習 A」での取り組みを、3.2 節では 2 年次配当必修科⽬（半
期）の「⽇本語表現法」での取り組みについて述べる。
3.1

教養基礎演習 A における初年次作⽂教育

「教養基礎演習 A」では、⼤学に⼊学したての学⽣を対象に、⼤学での今後の
学びの礎を築くために必要なスキルである、⽇本語の読解⼒、作⽂⼒、論理的思

2

主題＋⽀持⽂＋結論の構成を持つパラグラフを書く技術を習得させる。

考能⼒の育成を⽬的とした教育が⾏われている。
「教養基礎演習」では教養教育セ
ンターが独⾃に作成した教材を使⽤し、複数の教員が同⼀シラバス、同⼀内容で
週に 1 回授業を⾏なっている。
本論⽂では、
「書く」能⼒の育成⽅法に焦点を当てているため、以下では、作⽂
とそのための論理的思考⼒の育成に焦点をあてて、その取り組みを紹介する。
まず、前提として、
「書く」能⼒とはどんな能⼒なのであろうか。国際交流基⾦
(2010) によれば、
「書く」ために必要な能⼒はボトム・アップ、トップ・ダウン
の両⽅から育成される必要があり、ボトム・アップに関しては短⽂の作⽂練習、
ボトムアップに関しては、構成やパラグラフの間の関係性の把握、そして、メタ
認知と呼ばれる論理・分析能⼒の育成が必要であるとされている。上記の知識養
成のために、依⽥ (2019) では、短⽂作⽂に関する教材を作成した。
⽇本語⺟語話者による単⽂の構成で頻繁に⾒られる例として、
「ねじれ⽂」と呼
ばれる主語と述語が⼀致しない(7)のような⽂がある。
(7) 今年の夏の流⾏は、花柄のワンピースを着た⼈が多い。
このようなねじれ⽂に関して、主語と述語を意識させながら、単⽂のトレーニ
ングを⾏うことは効果的である。例えば、名古屋⼤学附属中学・⾼等学校編（2014）
では⽂型パターンを提⽰しながら、主語と述語が対応している⽂を書くことを強
調している。
依⽥ (2019)では、写真や図を⾒せながら、事態や状況を描写する短⽂の作成の
練習を⾏わせた。
「ねじれ⽂」は⼀⽂が⻑くなり、主語と述語の距離が離れること
で⽣じやすい。また、学⽣の作⽂の中には、複数⾏に渡るような⼀⽂を書くもの
も散⾒される。このような、⻑い⼀⽂を避け、
「ねじれ⽂」を防ぐために、単⽂の
作⽂では⼀⽂には⼀つの情報のみを記述することを意識させた。これらの単⽂作
⽂練習から開始し、同語反復や曖昧⽂などに注意を向けさせた。
単⽂作⽂の練習に続き、依⽥ (2019) ではトップ・ダウンの能⼒の育成のため
にある程度まとまりのある、複数の段落からなる作⽂の練習も取り⼊れた。実際
に⼤学でのレポートは単⽂や⼀つのパラグラフで構成されることはないため、複
数のパラグラフから構成される作⽂は、⼤学⽣が初年次に⾝につけておかなけれ
ばならない「書く」能⼒のうちの⼀つである。
レポートを書くための指南書としては、⼾⽥⼭ (2002), 上野 (2018) などがあ

るが、その両者において、実際にレポートを書き始める前に、全体構成を検討す
ることの重要性が指摘されている。依⽥ (2019) もこの考え⽅に従っている。し
かし、依⽥ (2019) では、上記より⼀歩踏み込み、授業でのレポートに焦点をあ
てた。
通常、レポートは授業のまとめ、理解度の評価の対象として⽤いられるため、
(i) 授業の内容を理解していること (ii) 授業の内容の理解を踏まえた上で、⾃⾝
の新たな考えやアイディアが含まれることの２点が求められる。よって、依⽥
(2019) では、以下の項⽬に注意しながら構成を考えさせている。
(8)

a. 今現在、世界ではどのようなことがわかっているのか。

A
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b. 今現在、世界ではどのようなことがわかっているのか、読み⼿にわか
るように説明ができているか。

るか

c. ⾃分のアイディアは、これまでにわかっていることを基にして、新た
c. 自分のアイディアは、
これまでにわかっていることを基にして、
新たな事を述べているか。
な事実を述べているか。
d. 自分のアイディアは、個人の好みを根拠にしていたり、ある特定の立場からのみの意見
を根拠にしたりしていないか＝偏った意見ではないか。
d. ⾃分のアイディアは、個⼈の好みを根拠にしていたり、ある特定の⽴
e. 自分のアイディアは、事実を根拠として述べられているか。
場からのみの意⾒を根拠にしていないか。

e. ⾃分のアイディアは、客観的な事実を根拠として述べられているか。

(3)を満たすレポートや論文を書くためにはどうしたら良いのでしょうか？以下の図を見てみ

ましょう。

さらに、上の項⽬を担保するための以下のフローチャートを提⽰している。
•先行研究（＝文献）を理解する。
•先行研究が事実を基にして、意見を述べているかを検討する。

≒

•異なる立場の先行研究がないかどうか探す。
•二つの異なる意見があれば、2つの意見のうちどちらが良いか「事
実」と「主張」の関係を検討する。
•使える道具：図書館・インターネットなど
•立場の違う先行研究のうちどちらがより事実と合うか検討する。
•自分なりの解決方法を検討して、それが、「事実」から導かれる
（推論される）か検討する。
•自分の意見をまとめて、書き出して、整理する。
•使えるもの：図書館・インターネット・先生・友達

•先行研究（＝文献）の要約を書く。
•根拠を基に自分の意見を書いてみる。
•書いたものが、指定の書式になっているか、読みに
くい文章ではないかチェックする
•自分のレポートが他の人も納得できるか、他の人に
読んでもらったり、自分でチェックしたりする。
•使えるもの：図書館・インターネット・先生・友達

上の図の様なやり方で進めていくとレポートや論文は格段に書きやすくなります。

2

依⽥ (2019)
ここまで述べてきたものは、作⽂能⼒そのものに関わる、⽂字通りレポートを
書くための能⼒である。これらの能⼒に加えて、レポートでは「思考する」能⼒
が求められる。レポートのような作⽂を書く場合には、国際交流基⾦ (2009) で
も述べられるように、事象に関する「メタ認知」も活⽤する必要がある。そこで、
依⽥ (2019) では、論理性に関する項⽬も作⽂に盛り込んだ。依⽥ (2019) では
(9) のような⽂を提⽰し、その客観性について考えさせた。当初はほとんどの学
⽣が、(9) を説得⼒の⾼い⽂であると認識していた。これは、これまでに理由を
述べながら、主張を書くことのみが強調され、理由の質に関しては求められてい
なかったからであると推察される。
(9) 映画 A より映画 B の⽅が⾯⽩いから、B は⼈気があります。
だが、⼤学でのレポートでは、客観的な事実を根拠とした議論の構築が求めら
れる。例えば、(9)では「⾯⽩い」は個⼈尺度や考え⽅により曖昧であるため「⾯
⽩さ」の定義が必要となる。このような、客観性の担保を⾏うために、いくつか
の古典的科学哲学的な議論3を援⽤しトレーニングを⾏なった。
また、(10)のような論理関係を提⽰し、因果関係に注意を向けさせた。(10)は、
必然性に関する問題であり、(11)は、⽂脈外に存在する可能性がある、⼆つの事
象に共通する原因の探り出しに関する練習である。
(10)

a. #地⾯が濡れているので、⾬が降った。
b. ⾬が降ったので、地⾯が濡れた。

(11)
3.2

外⾷や買い⾷いが多い少年は、⾮⾏に⾛る傾向がある。
2 年次⽇本語表現法での⺟語⽇本語教育

教養教育センターでは、初年次教育の改⾰と同時期に、2 年次配当科⽬の⽇本
語表現法に関しても⾒直しを⾏い、ボトム・アップを意識した⽇本語能⼒の育成

3

⼾⽥⼭ 2001 などを参考にした。

を⾏なった。⽇本語表現法は、2 年次に配当された科⽬で全ての学⽣が受講する
科⽬である。授業での⽬標は、レポート・卒業論⽂を意識した⽇本語の作⽂であ
る。⽇本語表現法は、名古屋⼤学⽇本語研究会 (2009) を使⽤し、複数名の教員
が同⼀シラバスにより授業を⾏なっている。
⽇本語表現法では、教養基礎演習に引き続き、⽇本語⽂法特に主語と述語の不
⼀致、語彙、接続詞の⽤法、活⽤（ら抜き・さ⼊れ・れ⾜すことばなど）、指⽰詞、
同義語・反義語、話し⾔葉と書き⾔葉の違いに焦点を当ててトレーニングを⾏な
っている。
内容は、依⽥ (2019) と重複する部分が多いが、⽇本語表現法でのトレーニン
グとして依⽥ (2019) に含まれていないトレーニングとして、話し⾔葉と書き⾔
葉の区別が挙げられる。近年の ICT の発達により我々の多くがメールや SNS を
利⽤している。この SNS を利⽤したコミュニケーションは確かに、媒体としては
書かれた、あるいは打たれたものであり、⽂字情報を基盤としている。しかしな
がら、これらの⽂体は、書き⾔葉というよりも話し⾔葉に近い⽂体である。さら
には、これらの媒体を⽤いたコミュニケーションでは、渡辺・島⽥ (2017) が述
べる、(6) のような作⽂技術は求められていない。加えて、極めて無意識的かつ
同時性が⾼いコミュニケーションであり、話し⾔葉に近いと考えられる。
SNS に普段から慣れ親しむ学⽣たちの作⽂では、話し⾔葉と書き⾔葉の語彙・
表現が分節されていないことが多い。このような状況のもと、学⽣には話し⾔葉
と書き⾔葉の違いを意識させ、
レポートとして適した⽂体を指導する必要がある。
4

第⼆⾔語としての⽇本語教育では何が⾏われているのか？

⾼等教育機関、特に初年次での⺟語⽇本語教育の現状は前節までで⽰した状況
であるが、第⼆⾔語としての⽇本語学習者に対しては、どのような教育が⾏われ
ているのであろうか。以下では、⼆通・佐藤 (1999) による報告と、前⽥ (2011)
による、超級⽇本語学習者のライティング教育の報告を通して、第⼆⾔語として
の⽇本語教育と⺟語⽇本語教育が同質の問題を抱えていることを⽰す。
⼆通・佐藤によれば、第⼆⾔語としての⽇本語学習者が抱える問題は以下の 4
点に分類することができるという。
(12)

a. 表記および句読点や記号に関するもの

b. ⽂法・表現に関するもの
c. 思考の論理的な組み⽴て⽅や⽂章構造に関するもの
d. ⽂章の内容に関するもの
⼆通・佐藤 (1999:2)
(12)a.には漢字表記、特殊モーラに関する表記に関するもの、(12)b. ⽂法特に、
主語と述語のねじれ、態に関する間違いや、⽂章のスタイル（ですます体とであ
る体の混同）、(12)c. には、根拠を⽰さずに意⾒・判断を述べる、段落分けをせず
に⻑い⽂章を書く、(12)d. には、なんの資料も使わずに、⾃分の意⾒を述べる、
他の資料を写しただけのもの（剽窃）、主題が不明瞭なものなどが含まれるという。
また、前⽥ (2011) は、超級⽇本語学習者に対するライティング教育を報告し
ている。報告内容を概観すると、超級レベルの⽇本語話者が対象であるため、⽇
本語⺟語話者とほとんど遜⾊のない授業を展開している。しかし、その中でも、
スタイルの問題（話し⾔葉と書き⾔葉の使い分け）や作⽂の構成、根拠の提⽰、
さらには、トピックの設定に関して、問題が⾒られたという。
5

⺟語としての⽇本語教育と第⼆⾔語としての⽇本語教育

ここまでを振り返ると、2 節では⾼等学校までの教育においてどのような⺟語
教育が⾏われてきたのか、渡辺・島⽥ (2017) による指摘を振り返った。3 節で
は、現状に対する対策として、教養教育センターが提供する 2 つの授業の内容を
報告した。続いて、4 節では、第⼆⾔語としての⽇本語教育で、特に⼤学におい
て問題となる「書く」能⼒について、⼆つの論⽂による報告を振り返った。
⺟語教育としての⽇本語教育と、第⼆⾔語としての⽇本語教育を⽐較してみる
と、両者の間にはほぼ同じ問題が⽣じていることがわかる。両者において、⽇本
語の単⽂作⽂、パラグラフの構成や、⽂章の談話構成、さらには、⽂章を書く以
前の論旨の流れや、メタ認知⼒に問題があることが指摘されている。これらが⽰
すことは、
「書く」能⼒に関する問題は、⽇本語を⺟語とする学⽣たちだけの問題
ではなく、第⼆⾔語とする学⽣と共通の課題でもあることだ。実際に、浜⽥・平
尾・由井 (1997) は、第⼆⾔語としての⽇本語学習者を対象にするだけでなく、
⽇本語を⺟語とする学⽣に対しても有⽤な教材となっている。
さらに、
「書く」能⼒を背後から⽀えるメタ認知能⼒は、⾔語によって固有の知

識ではなく「学びの基盤」とも⾔える思考⼒そのものである。このような能⼒を
備えずに、⼤学に⼊学し、レポート課題に直⾯した場合に、学⽣が「何を」
「どの
ように」論証していくべきなのか悩むことは当然のことであろう。
また、SNS の氾濫により、
「話ことば」が⽂字として出⼒されることが多くなっ
ている。このようなネオデジタル世代の学⽣たちにとって、
「書く」という⾏為に
おいては「書き⾔葉」を使わなくてはならないという意識が薄れてきている可能
性もある。
6

問題はどこにあるのか？

渡辺・島⽥が指摘するように、⽇本語⺟語話者が⼤学初年次に直⾯する問題点
は⾼校までの「書く」経験の⽋如に帰するものが多い。しかし、詳細に検討した
場合に、実際に「書く」能⼒のみならず、論理性や媒体を意識したスタイルに関
わる問題も含んでいる。このような「書く」能⼒は、⼤学においてアカデミック
な学びを遂⾏する段階では必ず必要となる能⼒である。しかしながら、多くの⽇
本語ネィティブの学⽣たちにとっては、レポートに必要な書く能⼒の⽋如に関し
て明⽰的には認識しづらい。これは、⽇本語での⽇常のコミュニケーションを⾏
なって、不⾃由なく⽣活ができていることに起因していると考えられる。また、
渡辺・島⽥に指摘されるように、⼤学⼊学までの⽇本語を書くトレーニングが不
⾜しているために、そのような意識づけも弱い可能性がある。
7

おわりに

本論⽂では、⼤学教育レベルでの⽇本語⺟語話者の作⽂教育と第⼆⾔語話者と
しての⽇本語学習者の作⽂で⽣じている問題についての指摘を取り上げ、それら
⼆つが共通する問題を抱えていることを指摘した。さらに、⼤学レベルでは、⽇
本語⺟語話者向けの教材の内容は、第⼆⾔語話者向けの作⽂教材の内容と重複す
る部分が⾒られることを指摘した。
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中国人日本語学習者の日本語発話における音節長の注意制御と学習効果

‐日本語らしい CV 音節長の産出のための自己教育力を促す教授方略の適用‐
ATTENTION CONTROL AND LEARNING EFFECT OF SYLLABLE
LENGTH IN JAPANESE UTTERANCES OF CHINESE LEARNERS OF
JAPANESE: APPLYING TEACHING STRATEGIES TO PROMOTE SELFEDUCATIONAL SKILLS FOR PRODUCING JAPANESE CV SYLLABLES
LENGTH
藤田 守
Mamoru Fujita
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１. はじめに
国内外で日本語を母語としない人の日本語の使用機会が増えているが、発音
に問題がある場合、聞き手にマイナスの印象を与える可能性もある。小柳他
（2018:26）は「誰しも習得のゴールが正確で流暢に言語運用ができるというこ
とであるということに異論はない」と述べている。確かに母語話者と円滑な意
思疎通ができれば、相互に尊重しあう間柄の構築にもつながると考えられる。
だが、入門レベルでは、五十音が覚えられないと訴える学習者、初級レベル
では、先生の話のスピードには対応できるけれど、一般の日本人の話のスピー
ドには早くて対応できないという学習者などが依然散見される。
学習者の訴えはスピードに起因していることから、日本語の音節長の短さが
音声習得の阻害要因となる可能性がある。こうした問題解決のための対応能力
を学習者に身に着けさせることも日本語教育に求められているといえる。
２．先行研究
デュレィ他（1984:87）は「学習者は、第 2 言語習得の初期段階の意思伝達方
略として、第 1 言語の音声構造を、かなり援用する。新しい音声体系は、第 1
言語の音声を基に組織化される。
」とし、
「あまりにも早く、学習者に第 2 言語
で表出させたり第 2 言語で伝達させたりすると、意思伝達の助けとしての第 1
言語を、意識的に使用させることになる（デュレィ他 1984:83-84）」と述べて
いる。バッドリー（1988）では、「二つの記憶痕跡の強度が、ある時点で等し
いならば、二つのうち古い方が耐久力が強く忘却されにくい」とされる。この
「二つの記憶」を、「目標言語の発話習慣」と「母語の発話習慣」置き換える
と、母語の発話習慣の方が記憶痕跡は強いといえる。
さて、藤田（2018a,b）では入門段階から自然な日本語発話を身に着けること

を目的に、東京語の日本語母語話者（以下、日本人）と日本語学習者の多数を
占める中国人日本語学習者（以下、学習者）を対象に、日本語と中国語（注 1）
の発話文（疑問文「これは～ですか」平叙文「これは～です」無意味文「～は
これです」とそれぞれ同じ意味の 3~4 音節の中国語文）による発話実験におい
て、発話の基本単位である CV 音節の長さの齟齬が確認されている。具体的に
は、無意味語の 1 音節/ma/の音節長は、中国語の音節長の方が約 2.6 倍長かっ
た。更に、学習者の日本語発話でも、長すぎる CV 音節が確認され自然な発話
の阻害要因の一つとされた（藤田 2018a,b 等）。こうした要因に小柳（2008:142143）の「母語に影響を受けたインプット処理ストラテジーにより自動化され
た音韻体系は後から修復するのが難しい」ことが挙げられる。そして、藤田
（2018a,b 等）は学習者の母語である中国語の軽声音節長を基準にした日本語
音節長の指導効果や程度について指導前と指導後の発話データを基に報告し
た。その結果、中国語の軽声音節”个”/ge/で構成された無意味語の連続発話の
指導により、日本語の音節長は文レベルでの改善が確認された。また、小柳他
（2016:46）は「迅速さが要求される自発的な言語運用において、L2（注 2）の
言語能力が不十分な学習者が限られた時間内に、概念処理から音韻処理までの
言語処理を行うのは困難である」ことから「表出する言語に発達的な特徴が見
られる」と述べている。河原（2015）の「ある瞬間に何かに注意を向けること
は、これまでに注意してきた履歴にも影響を受ける可能性」という注意制御と
記憶の観点からの指摘によれば、藤田（2018a,b 等）で報告された指導前の音
節は、日本語とは異なっており中国語に近い音節長とも考えられる。その後、
指導前と指導後（藤田 2018a,b）のどちらが日本語らしいかを確認するため、
日本人 81 名を被験者として、学習者 6 名の刺激音による聴取実験が実施され
た（藤田 2019b）。その結果、指導後の方が指導前より日本語らしいとする評価
が 80%を超え、学習者の発音における日本語らしさに関する日本人の評価とい
う心理的側面に、学習者の音節長の物理的制御との関連が確認された。
その後、2 音節語優位の中国語の特徴から、藤田（2019a）は中国語と日本語
の無意味文「～はこれです。
」における 2 音節の検査語/mama/を対象に検討し
ている。その結果、日本語と中国語の 2 音節の検査語長には 2.28 倍の差が確
認され、初期状態としての CV 音節長において学習者と日本人の齟齬が見られ
た。学習者の発話データから、中国語 5 音節の全体長は 1440msec.のところ、
指導前の日本語 7 音節の全体長は 1395msec.であり、日本語発話では母語の全
体長を基準に個々の音節長が調整される可能性も指摘された。藤田（2019c）
では疑問文と平叙文による 2 音節語を対象に藤田（2019a）に準じた発話実験
を踏まえ、学習効果について調音的特徴の観点から検討している。その結果、
指導前は、学習者は母語の全体長を日本語発話に援用する傾向が改めて確認さ
れた。更に母語の全体長を基準に個々の日本語の音節長を調整し、中国語でも
日本語でもない近似形の音節長が産出される可能性が指摘された。この要因に

は、調音的特徴として調音基底が中国語と日本語で異なることが挙げられ、学
習者は中国語の調音基底を用いて日本語を産出する可能性が指摘された。三宮
（1996:169）は、
「モニタリングがはたらいていない、認知への意識的な気づき
のない状態では、認知が誤っていた場合にもこれを修正することができない。
認知の修正には、モニタリングが不可欠である」とメタ認知的モニタリングの
必要性について述べている。また、メタ認知による思考の修正について、三宮
（1996:171）は「メタ認知をはたらかせることにより、自分の思考のこれまで
気づかなかった傾向に気づき、修正が可能になる。意識化は自己制御の必要条
件である」としている。こうした点に関連し、藤田（2019a）における指導後は
日本人と同等の音節長が示されており、その学習効果の要因に日本語の調音基
底への適切な移行がなされたことを挙げている。これらを踏まえると、音声習
得の前提条件は、母語の発話習慣から新しい発話習慣への転換といえる。
３．研究目的
学習者には中国語の CV 音節長が日本語の CVR 音節長に類似する点（黄國
彦 1983）や、日本語の CV と CVR の区別には CV を短く発音させる必要性（黄
國彦 1983）などが指摘されており、日本語教育に先行研究の知見を応用する
には、学習者が最初に接する五十音などの発話単位による検討を行い問題解決
の見通しを示すことも必要である。
こうした点を踏まえ、本研究では、自然な日本語音声習得のための音節長の
指導プロセスの有効性や日本語発話における音節長における学習者自身の注
意制御と学習効果について発話実験のデータを基に学習効果を明らかにする
ことを目的とする。
４. 調査概要
学習者 6 名（男性 4 名・女性 2 名）と日本人 3 名（男性 3 名・実験 2 のみ）
による発話実験（注 3）を実施した。1 音節語は平らなアクセント（日本語は
平板型・中国語は第 1 声）
、2 音節語は低高アクセント（日本語: 平板型・中国
語: 第三声と第一声）で CV 音節/ma/の無意味語を検査語とし、実験 1 は中国
語の単語発話（1 音節語/ma1/、2 音節語/ma3 ma1/）と文節発話（1 音節語/ma1
de/、2 音節語/ma3 ma1 de/）である。実験 2・実験 3 は 日本語の単語発話（1 音
節語「マ」
・2 音節語「ママ」
）と文節発話（1 音節語「マの」
「マに」
・2 音節語
「ママの」
「ママに」）である。文節発話で 2 種類としたのは、名詞に後続する
助詞の読み方が難しいとの指摘（朱春躍 1993:182）を考慮するためである。
実験 1 は学習者の中国語、実験 2 は日本人と学習者の指導前の日本語、実験
3 は学習者の指導後の日本語を対象として録音した。実験 2 と実験 3 の間に考
察 6-2 に示す指導を行い口慣らし程度の練習をさせた。被験者には録音の際、
着席して原稿を手元に置き、普通と思う速度で発話のまとまり毎に数秒のポー

ズを置く要領で 3 回発話させた。その中から明瞭で自然な発話を 1 つ選び音節
長を測定した（注 4）。中国語は合計 48 音節、日本語は合計 117 音節（日本人
24 音節・学習者は 93 音節語）である。各音節長の実測値は被験者毎に表計算
ソフト excel にてデータベース化し、検査語・全体長の音節長（msec.）の平均
値と伸縮率（％, 実験 1 と実験 2 は日本語と中国語の言語間の比率、実験 2・
実験 3 は日本人と学習者の被験者間の比率）を四捨五入して算出し検討する。
５．結果
実験結果は発話単位毎に、音節長とその伸縮率（％, 注 5・注 6）を示す。単
語発話による 1 音節語と 2 音節語の結果は次の通りである（図 1）。1 音節語に
おける言語間の検査語長の比較によれば、日本語は 210msec.で中国語は
476msec.であり中国語の方が長かった（差 266msec.・伸縮率 126%）
。日本語の
1 音節語については、学習者は指導前が 364msec.で日本人より長く（差
154msec.・伸縮率 73%）
、指導後も 270msec.で日本人より長かった（差 60msec.・
伸縮率 28%）
。また、学習者の指導前後の比較によれば、指導後の方が短かっ
た（差 94msec.・伸縮率 26%）
。次に、2 音節語について言語間の検査語長の比
較したところ、日本語は 365msec.で、中国語は 812msec.であり中国語の方が長
かった（差 447msec.・伸縮率 122%）
。検査語の第 1 音節については、日本語が
139msec.、中国語は 342msec.であり、中国語の方が長く（差 203msec.・伸縮率
147%）
、第 2 音節についても、日本語は 226msec.、中国語は 470msec.であり中
国語の方が長かった（差 243msec.・伸縮率 107%）。学習者の日本語の検査語長
と日本人との比較については、指導前が 532msec. で日本人より長く（差
167msec.・伸縮率 46%）
、指導後も 392msec.で日本人より長かった（差 27msec.・
伸縮率 7%）
。また、指導前の検査語の第 1 音節は 190msec.で日本人より長く
（差 52msec.・伸縮率 37%）
、第 2 音節も 342msec. で日本人より長かった（差
115msec.・伸縮率 51%）
。一方、指導後の検査語の第 1 音節は 122msec.で日本
人より短く（差 17msec.・伸縮率-12%）、第 2 音節は 270msec.で日本人より長
かった（差 44msec.・伸縮率 19%）
。
文節発話による 1 音節語の音節長は次の通りである（図 2）。まず、言語間
の検査語長の比較から、日本語は 151msec.で中国語は 329msec.であり中国語
の方が長かった（差 178msec.・伸縮率 117%）
。助詞「de」を含む中国語の全体
長は 641msec.であったが、助詞「の」を含む日本語の全体長は 382msec.であり、
中国語の方が長かった（差 259msec.・伸縮率 68%）
。また、助詞「に」を含む
文節発話については、検査語長は 175msec.で、中国語の方が長く（差 154msec.・
伸縮率 88%）
、全体長は 426msec.であることから、中国語の全体長の方が長か
った（差 215msec.・伸縮率 50 %）。
学習者の指導前については、文節発話「～の」では、日本人が 151msec.のと
ころ、学習者は 243msec.で日本人より長く（差 91msec.・伸縮率 60%）、全体長

は日本人が 382msec.のところ、学習者は 593msec.で日本人より長かった（差
211msec.・伸縮率 55%）。また、文節発話「～に」は、日本人は 175msec.のとこ
ろ、学習者の指導前は 226msec.であり日本人より長かった（差 50msec.・伸縮
率 29%）
。また、全体長は日本人が 426msec.のところ、学習者の指導前は 550msec.
であり日本人より長かった（差 124msec.・伸縮率 29%）。一方、学習者の指導
後については、文節発話「～の」の検査語は 123msec.であり、日本人より短か
く（差 29msec.・伸縮率-19%）
、全体長は 386msec. であり日本人より長かった
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図 1. 1 音節語と 2 音節語の（単語発話）平均音節長（msec., 第 1 音節［黒］
・第 2 音節［白］
）
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図 2. 1 音節語（文節発話）の平均音節長（msec., 第 1 音節［黒］
・助詞［縦縞］
）
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図 3. 2 音節語（文節発話）の平均音節長（msec., 第 1 音節［黒］
・第 2 音節［白］
・助詞［縦縞］
）

（差 4msec.・伸縮率 1%）。また、文節発話「～に」の検査語は 165msec.であり
日本人より短かく（差 10msec.・伸縮率 6%）、全体長も 420msec.で、日本人よ
り短かった（差 6msec.・伸縮率-1%）。
文節発話による 2 音節語の音節長は次の通りである（図 3）。まず、言語間
の検査語長の比較から、日本語の文節発話「～の」では 282msec.のところ中国
語は 662msec.で、中国語の方が長かった（差 380msec.・伸縮率 135%）。検査語
の第 1 音節は日本語が 101msec.のところ中国語は 291msec.で、中国語の方が
長く（差 190msec.・伸縮率 188%）
、第 2 音節も日本語が 180msec.のところ中国
語は 370msec.で、中国語の方が長かった（差 190msec.・伸縮率 105%）。日本語
の文節発話「～に」について中国語と比較したところ、検査語長は日本語が
299msec.（差 362msec.・伸縮率 121%）、検査語の第 1 音節は日本語が 105msec.
（差 186msec.・伸縮率 177%）、第 2 音節は日本語が 194msec.（差 176msec.・
伸縮率 91%）であり、日本語の文節発話「～の」の場合と同じく中国語の方が
長かった。また、助詞「de」を含む中国語の全体長は 898msec.だったが、助詞
「の」を含む日本語の全体長は 503msec.（差 395msec.・伸縮率 78%）であり、
助詞「に」を含む全体長は 521msec. （差 377msec.・伸縮率 72%）で、それぞ
れ中国語の方が長かった。
学習者の指導前の日本語発話について、文節発話「～の」では、学習者の検
査語長は 427msec.であり、日本人より長かった（差 145msec.・伸縮率 57%）。
検査語の第 1 音節は 180msec.で日本人より長く（差 79msec.・伸縮率 78%）
、第
2 音節も 246msec.で日本人より長かった（差 66msec.・伸縮率 37%）
。全体長も
762msec.であり日本人より長かった（差 259msec.・伸縮率 51%）。一方、文節
発話「～に」では、検査語長は 439msec.で日本人より長かった（差 139msec.・
伸縮率 47%）
。検査語の第 1 音節は 190msec.で日本人より長く（差 85msec.・伸
縮率 80%）
、第 2 音節も 249msec.で日本人より長かった（差 55msec.・伸縮率
28%）。全体長も 764msec.で日本人より長かった（差 244msec.・伸縮率 47%）。
一方、学習者の指導後については、文節発話「～の」の検査語長は 258msec.
であり、日本人より短かった（差 23msec.・伸縮率-8%）。検査語の第 1 音節は
109msec.であり日本人より長く（差 7msec.・伸縮率 7%）、第 2 音節は 150msec.
であり日本人より短かった（差 31msec.・伸縮率-17%）。全体長は 515msec.であ
り日本人より長かった（差 11msec.・伸縮率 2%）。一方、文節発話「～に」の
検査語は 288msec.であり日本人より短かった（差 12msec.・伸縮率-4%）
。検査
語の第 1 音節は 113msec.であり日本人より長く（差 7msec.・伸縮率 7%）、第 2
音節は 175msec.であり日本人より短かった（差 19msec.・伸縮率-10%）。全体長
は 527msec.で日本人より長かった（差 3msec.伸縮率 1%）
。
６．考察
全体長に関しては、学習者の指導前の日本語の音節長は母語に近いことが単

語発話、文節発話ともに確認された。また、指導前の各音節は、母語の中国語
とも日本人の音節長とも異なる近似形であった。一方、指導後は指導前よりも、
また、文節発話は単語発話よりも顕著な学習効果が確認された。
メタ認知研究の実務的示唆について述べた三宮（1996:162）によれば「自ら
の思考を対象化させ、制御させるように働きかけることは、どんな教え込みよ
りも思考力を伸ばすことが期待できる。」また、L2 の言語処理の基礎を作るた
めに必要な分節化について述べている小柳（2008:142）によれば、
「学習開始時
に個々の音の発音練習をすればできるようになるのではなく、学習者の頭の中
に、自動的に記憶から効率的に取りだせる形で音韻情報が蓄積」される必要性
もあることから、こうした点に留意し以下考察する。
6₋1．日本語発話における学習者の指導前の音節長
単語発話では、日本人の 1 音節長は 210msec.であった。一方、学習者の指導
前の 1 音節長は 364msec.で、日本人より 73%長かった。皆川（1999）によれ
ば、短音と長音の境界は 200msec.付近であることが日本人の産出した音節長で
確認されている。従って、日本人の単語発話の音節長 210msec.は、長音か短音
か学習者が判断しにくい長さである可能性がある。こうした結果は「L2 で L1
の音から不の転移がしばしば見られるのは、特に学習初期には L2 の音も L1
の音韻体系で知覚してしまう（小柳他 2016:47）」ことや、「第 2 言語学習者は
すでに第 1 言語の音声体系を身につけており、さらに進んで習得するための基
礎として、この音声体系を使用するので、学習者の第 2 言語の話ことばは、第
1 言語の音声に基づいている（デュレィ他（1984:87）
」ことにも関連があると
考えられる。
知覚実験においても Iversona et al.（2003）では、学習者は母語話者が音声処
理を行うための重要な要因とは関係のない要因に注目して音声処理を行うこ
とが確認されている。Iversona et al.（2003）は、日本人、ドイツ人、アメリカ
人の成人による英語の/r/と/l/の知覚実験を行った。その結果、英語の/r/-/l/分類
とは無関係な音響的要素 F2 に最も敏感な日本人は、
/r/-/l/の区別に必要な F3 に
は比較的鈍感であるが、ドイツ人の方は F3 に敏感であることも確認されたこ
とを踏まえ、こうした結果に母語の音声との関連が挙げられている。
以上によれば、学習者が母語の習慣に基づき心理的にとらえる傾向が産出実
験や知覚実験の結果に反映されたとも考えられる。つまり、習得促進の観点か
らは、学習者にモデル音声を聞かせるだけでは不十分であるといえ、知覚の場
合と同じように、音節長の産出の場合も母語話者との齟齬が習得における阻害
要因となる可能性もあるため、その解消が必要であるといえる。
6₋2．日本語らしい音節長の産出のための自己教育力を促す教授方略
小柳他（2018:116）によれば、
「言語習得が起こるためにはインプットがある

だけでは不十分で、そのインプットが処理されなければならない」ため、母語
を活用した日本語の音声の教示は、インプットの処理に関する具体的な手続き
となり、学習者の理解が得やすく習得促進のきっかけとなる可能性がある。
従って、一連の指導プロセスの有効性について、自己教育力を促す教授法略
（市川 1993）
、即ち学習指導上の 6 つの基本的技法（①自己診断 ②仮想的教
示 ③診断的質問 ④比喩的説明 ⑤図式的説明 ⑥教訓帰納）や、特殊化による
自動化の観点から練習と熟練した行動に関する指摘をしたノーマン（1987）な
どを基に、指導前・指導中・指導後に分けて検討する。
6-2-1.指導前
第 1 段階は自己診断「問題点をはっきりさせるというメタ認知を促す（市川
1993）」である。本研究では、日本人と学習者の指導前の日本語の結果から、
例えば、学習者の指導前の 1 音節の検査語は 364msec.のところ、日本人の 2 音
節の検査語は 365msec.で、学習者の 1 音節語長は日本人の 2 音節語長に近い
ことが明らかとなった。また、母語の全体長を基準に日本語の個々の音節長を
産出する学習者の音節長の傾向は文の発話でも同様に指摘されている（藤田
2019a,c）が、学習者の日本語の文節発話の全体長は、日本人の全体長とは異な
り、中国語の全体長に類似する傾向が単語発話の場合よりも顕著であった。
6-2-2.指導中
第 2 段階は仮想的教示「なんとなくわかったという状態を自分で明確なもの
にしていく（市川 1993）
」である。学習者は発話実験において日本語を比較的
容易に発音していたが、日本人より発音に時間を要することが音節長に示され
た。また、学習者の指導前の日本語の音節長は母語より短く日本語より長いと
いう近似形で、なんとなく日本語の音節長をわかっている状態といえる。
第 3 段階は診断的質問「つまずきのチェックを行う（市川 1993）」である。
本研究では、中国語の軽声音節は発話末でも短いという母語の特徴を説明し、
中国語”这个”/Zhe4ge/の軽声音節”个” /ge/は”这”/Zhe4/よりも音節長が短いこと
を具体的に示した。その際、こうした母語の特徴を知っていたかと口頭で尋ね
たところ、学習者全員が注意したことがないとの趣旨を回答しており、劲松
（2001:162）の「軽声は無視できると考える人がいる」との指摘と一致した。
第 4 段階は比喩的説明「概念の本質を比喩で説明する（市川 1993）
」である。
「学習においては古い図式に関連するように新しい記憶の図式を設定しなけ
ればならない」（ノーマン 1978:310）ため、日本語と中国語の音節長の差を示
し、「古い図式」として中国語の”这个”の”个”の短さを用い「新しい記憶の図
式」として日本語の CV 音節の連続発話という知識を与えた。
第 5 段階は図式的説明「概念関係を整理して図式化する（市川 1993）
」であ
る。「被験者の発声システムが別の音を発声するのに忙殺されると、調音循環

が妨害されることになる。こうした内語発声によって、音韻的な誤りが起こり
やすくなり、また長音節の単語はそれだけ負荷が大きく記憶が減少する（バッ
ドリー1988:236）
」とされ有意味語では難易度が高いと考える。従って、母語に
近い音素/ma/に統一して、日本語の音節長の短さを焦点化するため「マ」
「ママ」
「マママ」「ママママ」と示した。更に、中国語の軽声音節に置き換え、”个”
”个个” ”个个个” ”个个个个”という連続発話による内語反復を促した。内語反
復の長所は、「音を発する必要はないし発音器官を実際に動かす必要もない。
それにもかかわらず主観的印象としては声に出さない内的スピーチであり、項
目を何度も聞いて繰り返して言っている（ノーマン 1978:174）
」ことである。
6-2-3.指導後
第 6 段階は教訓帰納（市川 1993）である。本研究では CV の連続発話の習慣
化と流暢性への自覚の段階に該当し、学習者にはモデル発音を聴取させ十分な
練習をさせた。その後、流暢に発話できると学習者が判断した段階で録音した
ものが指導後のデータである。ノーマン（1978:310）は「練習の一つの役割は
一般的図式の特殊化であってそれはより能率的な作業を可能にするが、その代
価として相当な学習期間を必要とする」と述べている。また、ゴスファー（1998）
では「状況が一定に保たれ経験が蓄積されると、処理と反応には一貫したモー
ドができあがってくる。行動はより自動的になり、注意の出る幕は少なくなる」
とされている。従って、日本語らしい音節長の安定的な産出には、一定の時間
を要するとともに、自動的で注意の必要がなくなる段階を経るものと考える。
6-3．学習者の CV 音節長に対する注意制御と習得促進への期待
小谷津（1981:580）は「注意を集中し、それによってこの明瞭さを一定に保
つことは難しい」とし、「感覚的注意の例でいえば、閾値レベルのかすかな光
や小さな音など弱い刺激に対して連続的に注意していると、それらは感じられ
たり感じられなくなったりする」と指摘している。これを踏まえると、音節長
が中国語より短い日本語は学習者とって把握が難しく、指導前の学習者は母語
の発話習慣で日本語の音節長を産出したことで日本人との齟齬が生じたと考
えられる。同じように 6-1 で紹介した英語の/r/-/l/の区別の際に注意する要因に
関する知覚実験（Iversona et al.2003）でも、アメリカ人と日本人の間に齟齬が
確認されている。このように産出や知覚における母語話者と学習者の間の齟齬
が音声の習得の阻害要因となっている可能性がある。従って、このような齟齬
の解消に向けた対応は、日本語の音声教育においても必要であると考える。
一連の指導は、自分の発音の現状を認識し、改善の情報として活かすことな
どを通じてメタ認知的モニタリングを働きやすくし、更に自己教育力を促す教
授方略（市川 1993）となりうると考えられ、学習者の意識の中に発音の基準を
作らせる指導（小河原 2009）に位置づけることができる。また、学習者自身が

こうした方略を積極的に活用することで音韻情報が頭に蓄積され、記憶から自
動的かつ効率的に取り出すための手続きにもなりうる。ゴスファー（1998）に
よれば「注意の制御は新奇で変化しつつある状況下で何かを遂行する場合や新
しい技術を獲得する際に大きな役割を果たしている。」また、学習者が情報を
処理する方法が肝要（バッドリー1988:34）で、かつ無視された聴覚的メッセー
ジはほとんど記憶に刻印されない（バッドリー1988:35）
。こうした点を考慮す
ると、視覚的なイメージが描ける具体的な単語は、イメージが描きにくい抽象
的な単語よりもはるかに記憶しやすい（バッドリー1988:37）ため、一連の指導
で音節長を記憶の対象に据える点でも有効といえる。
また、バッドリー（1988:235）は単語の長さが短くなるにつれ記憶範囲が増
加するという明確な傾向を見いだし、「記憶の範囲が単語の系列を読むスピー
ドと明確な関係を持っていることが分かった。少なくとも、この課題に関する
限り、早口の人の方が記憶がよかった（バッドリー1988:237）」と述べており、
五十音が覚えられないと訴える学習者には、学習者自身が産出する五十音の音
節長が長すぎて記憶に影響を与えている可能性も指摘できる。一方、指導後に
確認された学習効果については、一般に表記されない韻律情報について、焦点
化のため母語に置き換えて CV 音節長を示して学習者に情報を与えたことや、
注意制御について小柳他（2018:69）の指摘する「必要なところに適切に注意配
分することであるが、裏を返せば不要な情報が活性化されるのを抑える」とい
う働きも学習効果の要因と関連があると考えられる。
７．まとめと今後の課題
本研究では、学習者の日本語発話における音節長の注意制御と学習効果など
について、学習者 6 名と日本人 3 名の音節長データ等を踏まえ検討した。
その結果、例えば日本語の 1 音節語の単語発話について、指導前は 364msec.
で日本人より 73%長く、指導後は 270msec.で日本人より 28%長かった。しか
し、1 音節語の文節発話「～の」については、指導前は 593msec.で日本人より
55%長かったが、指導後は 386msec.となり日本人より 1%長い程度に改善する
など、学習効果が顕著であった。
一連の指導により、学習者には日本語の音節長に対して効果的な注意制御が
働き発話習慣の切り替えが図られたと考えられ、その結果として適切な音節長
の産出が確認された。更に、個々の音節長も全体長も日本人とほぼ同様の傾向
が示された。文節発話では異なる助詞を用いたが、低高のアクセントによる発
話においては、音節長の傾向に顕著な違いは観察されなかった。CV 音節長を
焦点化した音声指導により、学習者の側で制御的かつ意識的な音声処理が働き、
学習者と教師における音声的な齟齬が解消され、効率的な音声習得の促進が図
られることにより、学習の負担軽減と学習全体の好循環も期待できる。
また、一連の指導プロセスは、音韻情報が学習者の頭に蓄積され、学習者の

記憶から自動的かつ効率的に取り出すことを習慣にさせる手続きとして、更に、
自己教育力を促す教授方略としても有効であるといえ、学習開始当初の五十音
からの早期導入が効果的であると考えられる。
今後の課題は、学習者の側から音節長産出と内語反復としてのリハーサルと
の関係について検討することや、発話形式、検査語の音節数、アクセント型な
どを考慮の上、音節長の動態や改善効果を体系的に整理することである。
（注 1）本研究の中国語は、藤田（2018a,b 等）に準じ、中国語話者の共通語である中国大陸の
普通話、台湾の国語を指す。中国語には北方（ほっぽう）
・呉（ご）
・粤（えつ）
・閩（びん）
・
湘（しょう）
・客家（はっか）
・贛（かん）の概ね 7 種類の方言があり、個人により言語の使
用環境が異なる。普通話を基にした教示による発話実験とそのデータを踏まえ、客観的な学
習効果が確認されたならば、学習者の理解を得ることと、一定の妥当性が担保されるものと
考える。従って、本研究では、遼寧省と黒竜江省の出身である中国語母語話者を対象とする。
（注 2）L1 は母語、L2 は目標言語を表すが、原文を尊重し、そのまま引用する。
（注 3）録音は、藤田（2018a,b 等）に準じ、自然な発話環境を考慮し一般的な大学研究室で個
別に実施した。被験者は着席した姿勢で、口から斜め 45 度の角度で約 20 ㎝に設置のうえパ
ソコン（FUJITSU FMVWRF2BD）に接続されたマイク（SONY コンデンサーマイク ECMPCV80U）を用い音声解析ソフト praat にてモノラル録音した。
（注 4）藤田（2018a,b 等）に準じ、主に波形を基準に、必要に応じて音声・サウンドスペクト
ログラムの変化等を踏まえ音節の持続時間すなわち音節長（msec.）を測定した。
（注 5）言語間の伸縮率（％）＝（中国語の音節長 msec.−日本語の音節長 msec.）÷日本語の音
節長 msec. 言語間の伸縮率とは、学習者の中国語と日本人の日本語における言語間の音節
長の伸縮率を表す。また、学習者の中国語と日本語における言語間の音節長の伸縮率を表す。
（注 6）被験者間の伸縮率（％）＝（中国人の音節長 msec.−日本人の音節長 msec.）÷日本人の
音節長 msec. 被験者間の伸縮率とは、日本人と指導前および指導後の学習者における被験
者間の日本語の音節長の伸縮率を表す。
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1.はじめに
本研究は、「学習者の非用・誤用文から考える日本語らしさ」というタイトル
のもと、我々日本語教師が日頃よく見る学習者の非用・誤用例を観察し1、日本
語学の観点から「日本語らしい日本語とは何か」という課題について考えてみた
い。そもそも、学習者の誤用例は、日本語学的に面白い素材を与えてくれるもの
だが、現場で教えている日本語教師には、そういった誤用例をゆっくり考える時
間がない。本研究の目的は、こうした日本語教師に、「日本語らしさ」を考える
時間を持ってもらい、教師として不可欠な「言葉に対する繊細さ」と「言葉を分
析する態度」の大切さを再認識してもらうことにある。尚、タイトルで使ってい
る「非用文」とは、水谷(1985)が言う「日本語として何か落ち着かない、しっく
りこない文」に属するもので、学習者が行う文法的な誤用文とは少し類の違った
ものである。ただ、本論文では、特に「非用文」という言葉は使わず、「しっく
りこない文」、「違和感がある文」といった表現を使う。
1.1. 先行研究とその課題
誤用分析に関する先行研究は、既に数多くあるが、日本語学というフレームの
中でその重要性を最初に示した研究は、寺村(1982, 1984,1990)によってなされ
た一連の誤用分析であろう。その後、誤用分析の研究は、大きく分けて２つのア
プローチからなされるようになった。一つは、第二言語習得理論・日本語文法研
究の観点から行われるアプローチ。もう一つは、日本語教育・教授法の観点から
行われるアプローチだ。
前者の代表的先行研究としては、迫田(2002)、後者の先行研究としては、市川
(2005, 2010)などが挙げられるが、これまでの研究は、学習者の母語による誤用
タイプの分析（例えば、「中国人学習者と韓国人学習者の誤用タイプの違いは何
か」とか）、また、どうやって学習者に誤用訂正を指導したらいいかという指導
方に集中し、誤用例を日本語学的な観点から考え、「日本語らしい日本語とは何
か」について考える研究はあまりなされていないように思われる。本研究は、そ
1

本論文で使用する誤用例文は、日本語学習者から収集したのではなく、北米で日本語を教
えている日本語教師から収集した誤用例文である。この収集作業についての詳細は、
Aikawa(2017),相川,高橋(2019)を参照されたい。

の意味で従来の研究とは違った角度から学習者の誤用分析を行い、その重要性を
再認識してみたい。
1.2.「らしさ」について
さて、具体的に学習者の誤用例を見る前に、ここで、簡単にタイトルで使った
「らしさ」という言葉について触れてみたい。そもそも、「らしさ」という言葉
は、『そのものにふさわしい様子をしていること、まさにそのものであると判断
される程度、などの意の名詞をつくる』（精選版 日本国語大辞典）という機能
を持つ接尾辞だが、その使い方には、規制がある。即ち、「X は、Y らしい」と
言った場合、「X が Y というカテゴリーに属し、且つ Y のカテゴリーの代表的な
特徴・属性をもつ」とう条件を満たさなければいけない。例えば、「田中さん
は、男らしい。」と言った場合、主体の田中さんは男でなければいけないし、且
つ男性としての属性（例えば、「勇敢である」とか）を持っていなければいけな
い。田中さんが、女である場合は、この文は誤用文になってしまう。
もう一つの規制は、「日本人は、日本人らしい」とか「日本語は、日本語らし
い」という表現が、トートロジー・同語反復(tautology)になってしまうこと
だ。言い換えれば、「X は、Y らしい」という表現を使う場合、X と Y の包含関
係(XÎY)の条件が成立しなければいけず、X=Y の関係の時は、トートロジーにな
ってしまう。
ここで面白いのは、日本人に「あなたの日本語は、本当に日本語らしい！」と
言うとトートロジーになってしまうが、日本語学習者に「あなたの日本語は、本
当に日本語らしい！」と言うのは、大丈夫だ。裏を返せば、「日本語らしさ」を
発見するためには、学習者の日本語を分析するべきだというのが筆者の仮説で、
本研究のタイトル「学習者の非用・誤用文から考える日本語らしさ」になったわ
けである。
2. 疑問詞の誤用例
では、最初に、疑問詞を含んだ誤用例を見てみたい。下の誤用例１は、一見単
純そうな誤用例だが、以外に深いところがある。というのは、この誤用例を北米
で教えている日本語教師に聞いてみたところ、英語を母国語とする教師（EN 教
師）と、日本語を母国語とする教師（JP 教師）とで、下のように２つの異なっ
たタイプの訂正文が返ってきた2。

[誤用例１] 何食べ物が好き？
(誤用例１-訂正 1）どんな食べ物が好き？ (JP 教師からの訂正)
(誤用例１-訂正 2)(???) 何の食べ物が好き？(EN 教師からの訂正)
ここで注目したいのは、訂正 1 と訂正 2 との違和感の違いだ。即ち、訂正 1
は、すんなり理解できるが、訂正 2 は、一体何を聞こうとしているのか、分から
2

このデータは、国際交流基金、ロサンゼルスオフィスからの日本研究助成金によって集め
らたもので、詳しくは、Aikawa (2017)を参照されたい。

なくなってしまう3。では、この違いは、どこから発生するのか？ また、どうし
て、JP 教師は一応に訂正１を返し、EN 教師は一応に訂正２を返してきたのか？
この二分化の原因は何か？
上で挙げた二つ目の疑問は、英語からの Language Transfer (母語転移)の問
題が関与していると考えられる。英語では「What food do you like?」というよ
うに疑問詞の「what」の使用が可能で、EN 教師は、この「what」をそのまま日
本語に転移し、「何の食べ物が好き？」と直してしまったのであろう。だが、最
初の問題（即ち、「訂正１と訂正 2 の違和感の違いは何か？」) は、奥が深い。
その証拠に上の誤用例１と全く同じパターンの誤用例 2 に対する訂正文として
は、「どんな」も「何」も、どちらも違和感なく使える。
[誤用例 2] 何プレゼントを買ったの？
(誤用例 2-訂正 1) どんなプレゼントを買ったの？
(誤用例 2-訂正 2) 何のプレゼントを買ったの？
ただ、「どんなプレゼント」と「何のプレゼント」では、聞いている意味が異な
る。この意味の違いは、下のように、少しコンテキストを与えてやると理解しや
すい。
(会話 1)

A: どんなプレゼント買ったの？
B: 近くのデパートで売ってたペンダントだよ。

(会話 2)

A: 何のプレゼント買ったの？
B: 彼女の誕生日プレゼントだよ。明日が、誕生日だからね。

「どんなプレゼント」の場合は、そのプレゼントの属性を聞いているが、「何の
プレゼント」は、「何のためのプレゼント」というプレゼントの目的を聞いてい
る。下に示すように、上の答を交換すると、また面白い違和感が感じられるの
は、この仮説をサポートしてくれる証拠となる。
(会話 3)

A: どんなプレゼント買ったの？
B: (???)彼女の誕生日プレゼントだよ。明日が、誕生日だからね。

(会話 4)

A: 何のプレゼント買ったの？
B: (???)近くのデパートで売ってたペンダントだよ。

ここで、誤用例 1 の最初の問題（即ち、訂正 2 の「何の食べ物が好き？」の違
和感はどこから来るか）に戻ると、この疑問文は、「何のための食べ物が好
3

訂正２のような⽂が、本論の冒頭で述べた⾮⽤⽂に属するもので、⽂法的に明らかに間違
っている誤⽤例⽂とは、レベル的に違った類のものである。

き？」という意味合いが出る。もし、「食べ物」が、その目的によって区別され
るようなコンテキスト（例えば、「結婚式のための食べ物」とか「誕生日のため
の食べ物」とか）があれば、「何の食べ物が好き？」は、理解できるかもしれな
い。ただ、こうしたコンテキストは普通考えられない。故に、普通のコンテキス
トでこの質問をされると、一体何を聞かれているのか分からなくなってしまい、
違和感を感じるのだと思う。
3. 誤用例を訂正する際の注意点
ここで、学習者の誤用訂正の際の注意点を２点ほど述べたい。まず、最初の注
意点は、学習者の意図を理解することだ。これは、簡単そうだが、以外に難し
い。例えば、上の誤用例 2 の場合、この文だけからでは、学習者が「プレゼント
の目的」を聞いているのか、「プレゼントの属性」を聞いているのか、判断しか
ねない。こんな場合は、コンテキストに頼って、学習者の意図を憶測するしかな
い。
次に大切なのは、学習者の母国語を意識することだ。というのは、多くの学習
者（特に、初級〜中級レベルの学習者）は、自分の母国語で考えながら、日本語
を書く。そして、その際、先に述べた母語転移が起こり、学習者の母語からの干
渉を受けた日本語になりがちである。例えば、下の誤用例 3 を見てみよう。

[誤用例 3] これ、何と思う？
(誤用例 3-訂正) これ、どう思う？
誤用例 3 は、まさに英語転移の問題が絡んでいる。即ち、英語では、相手の意見
を聞く時、「What do you think?」であり、「How do you think?」ではない。
故に、「what」をそのまま日本語に転移し、「これ、何と思う？」という誤用に
なってしまったのだろう。もちろん、この反対の現象もよく見られる。例えば、
日本人が英語を使う時、「What do you think?」ではなく、「How do you
think?」と言ってしまうのは、日本語からの母語干渉のためで、まさに誤用例３
の反対のケースだ。というので、下に誤用例を訂正する際のポイントをまとめて
おく。
[誤用例を訂正する際のポイント]
[訂正ポイント 1]学習者の意図が何かを把握すること
[訂正ポイント 2]学習者の母国語からの影響を意識すること
3.1.意図把握の難しさ
誤用例 4 は、初級の学生がよく行う間違いで、形容詞の接続方に問題があるの
だが、ここで難しいのは、どのように訂正するかだ。というのは、この誤用文に
対して、下に挙げたように、様々な訂正方が可能だからだ。

[誤用例 4] このスープはつめたい、おいしいです。
(誤用例 4-訂正 1) このスープは、つめたくて、おいしいです。
(誤用例 4-訂正 2) このスープは、つめたいけど、おいしいです。
(誤用例 4-訂正 3) このスープは、つめたいし、おいしいです。
このような誤用文は、たとえコンテキストがあったとしても、学習者の意図が掴
みにくい。例えば、(1)のようなコンテキストでは、上の訂正パターンのすべて
が可能だ。
(1) ホストファミリーのお母さんは、いつも朝ごはんにスープを作ってくれる。
(訂正 1)お母さんのスープは、つめたくて、おいしい。
(訂正 2)お母さんのスープは、つめたいけど、おいしい。
(訂正 3)お母さんのスープは、つめたいし、おいしい。
だから、僕は朝ごはんが大好きだ。
こんな風に、表面的には、単純そうに見える誤用文でも、学習者の意図を把握す
るのは、難しい。
3.2.学習者の母国語転移
一方、母語転移の現象は、教師にとって、誤用理由の解明に役立ってくれるケ
ースが多い。例えば、下の誤用例 5 は、母語転移を含むものだが、英語で考える
と学習者の意図がよく分かる。

[誤用例 5] 明日は、ピクニックがあるから、晴れの天気がほしい。
(誤用例 5-訂正) 明日は、ピクニックがあるから、晴れの天気になってほしい。
英語では、「We want good weather」とか「We need good weather」と言える。
だから、それをそのまま日本語に転移して、「晴れの天気がほしい」としてしま
ったのだろう。ただ、ここで難しいのは、この訂正文をどうやって学生（特に、
初級レベルの学生）に説明するかだ。というのは、「(私は)Y に、Verb-て Form+
ほしい」というパターンは、「(私は)Y が Verb-することを望む」という意味に
なる。例えば、「(私は)先生にもっとゆっくり話してほしい」は、「(私は)先生
がもっとゆっくり話すことを望む」という意味だ。しかし、この意味解釈パター
ンを上の文にそのまま当てはめると、「(私は)晴れの天気がなることを望む」と
なり、全く意味が分からなくなってしまう。
これは、もちろん「晴れの天気になる」の「に」が動詞の「なる」に係るもの
で、上にあげた「(私は)Y に、Verb-て Form+ほしい」の「に」と異なる類の
「に」だからであるが、その上に、もう一つこの文の深層構造についても説明し
なければいけない。即ち、この文は、「Weather Subject」を含み、「（私は）
明日の天気が、晴れの天気になることを望む」という意味になるということだ。
しかし、初級の学生にそこまで説明するのは、なかなか難しい。このように、簡

単そうな誤用例でも訂正の仕方、またその説明などを考えると、誤用訂正という
タスクの難しさがよく分かる。
4. 集合名詞と数詞
次の誤用例は、学習者ばかりでなく、日本語教師にとっても、難問だ。

[誤用例 6] 私は、三人家族がある。
(誤用例 6-訂正 1)(???) 私は、三人家族がいる。
(誤用例 6-訂正 2)
私は、三人家族だ。
誤用例 6 のエラーは「ある」という動詞の使用にあるが、教科書どおり、「家
族」は、生きているもの(animate)だから、動詞は「いる」を使えばいいと言っ
て、訂正 1 のような訂正をする教師もいるだろうし、訂正 2 のように、Be 動詞
「だ」を使って、訂正する教師もいるだろう。ただ、教科書どおりに直した訂正
1 は何かしっくりこない。これは、どうしてか？
この誤用に関しては、阿部(2016)が詳しく言語学的分析をしているので、彼の
説明をここで紹介する。阿部の場合、訂正１のような文を非文としているが、彼
の分析によると、「家族」は集合名詞で、本来複数の意味を含み、この「家族」
という集合名詞と、「三人」という個々の人を数える数詞・類別詞との共起がこ
の文を非文にすると説明している。
さて、筆者がここで強調したいことは、日本語教師は、こうした言葉の違和感
に対して敏感であり、且つ、その違和感がどうして生じるのか考える態度を持た
なければいけないということだ。確かに、我々教師は、細かい言語学的考察をし
ている時間がない。また、あったとしても、そこまで詳しく学生に説明する必要
がないと思い、訂正 1 の「私は、三人家族がいる」を「良し」とする先生がいる
かもしれない。これに関しては、賛否両論の意見があると思われるが、とにかく
日本語教師は、非文・誤用文を日本語学の観点から「考える態度」は持たなけれ
ばいけないと思う。
さて、上の誤用例 6 でもう一つ考えなければいけない問題がある。それは、訂
正 2（即ち、Be 動詞の「だ」を使った「私は、三人家族だ」）は、どうしていい
のかという問題だ。というのは、我々が初級レベルの学生に「だ」を紹介する
際、「X は、Y だ」は、「X＝Y」というイコールの関係を示すと教える。例え
ば、「田中さんは、学生だ」は、「田中さん=学生」という関係だ。しかし、こ
こで、この方程式を「私は、三人家族だ」という文に当てはめると「私＝三人家
族」という変な関係を示すことになってしまう。というので、訂正 2 がどうして
いいのかという理由も教師として説明できなければいけない。
これに関しては、日本語の Be 動詞「だ」の特性について言及する必要があ
る。Be 動詞「だ」は、有名な「うなぎ文」（金田一 1955、奥津 1978）で知られ
るように、述部の代替として使うことが可能だ。例えば、「君は、何を食べる」
と聞かれた場合、「僕は、うなぎを食べる」の代わりに「僕は、うなぎだ」とい
う「だ」を使った短縮文が可能だ。上の訂正 2 の場合、「私は、三人家族だ」と

いうのは、Be 動詞「だ」が、「私には、三人家族がいる」という文の短縮文と
して機能してくれるため、自然な文として理解できるというわけだ。
5. 出身 vs 出身地
本論文の最初に挙げた誤用例１の訂正方を検討する際、EN 教師(英語を母国語
とする教師)と JP 教師(日本語を母国語とする教師)の二分化について言及した
が、次の誤用例にも同じような二分化が見られた。

[誤用例 7] 出身は、日本のどこがありますか。
(誤用例 7-訂正 1)(???) 出身は、日本のどこにありますか。 (EN 教師)
(誤用例 7-訂正 2)
出身地は、日本のどこにありますか。(JP 教師)
誤用例７に於ける明らかなエラーは、助詞の「が」で、その意味では訂正１も訂
正２もどちらもこの誤用を訂正している。しかし、訂正 1 と訂正２で、しっくり
度の違いがある。このしっくり度の違いの原因は、何か？
これは、筆者の憶測になるが、この違いは、「出身地」と「出身」の名詞の意
味素性の違いからきていると思う。即ち、「出身地」は、具体的に場所を示す名
詞で、存在・所在を表す動詞「ある」との共起が可能だ。しかし、「出身」とい
う名詞は、出身地という場所を示すこともあるが、「（あなたが）生まれた所」
とか、また、大学・会社・団体などを示す固有名詞と一緒に使われると、「〜を
出た」という意味合いも出る。例えば、「東京大学出身」とか「外務省出身」な
どである。この「出身」が持つ曖昧性、隠れた意味合いが、所在の意味を表す動
詞「ある」との共起に違和感を感じさせるのではないかという仮説である。
上で述べた仮説は、敬語の接頭辞「ご」との共起性を見ても、納得できる。例
えば、「出身地」は、本質的に場所を示す名詞なので、(2)にあるように、
「ご」がつくとおかしいが、「出身」の場合には、「あなたが生まれた所」とか
「あなたが卒業した所」という隠れた主語が含まれるため、尊敬の接頭辞「ご」
との共起が可能になってくる。
(2) *ご出身地

vs

ご出身

さて、同じ存在・所在を表すパターン「X は、Y です」の場合は、下の(3)-(4)
にあるように、「出身」も「出身地」どちらも大丈夫である。
(3) 出身は、東京です。
(4) 出身地は、東京です。
これは、当然と言えば当然だ。Be 動詞「だ」の場合は、イコールの関係が成立
すればいいわけで、(3)の場合、「私が生まれた所＝東京」という関係が成立す
る。故に、「出身」と「だ」との共起には、全く問題がないわけだ。

6. 形容詞の特徴
次の誤用例は、形容詞「青い」と形容動詞「きれい」の連結に問題があるのだ
が、この誤用に対しても、EN 教師と JP 教師の間で、面白い二分化が見られた。
即ち、EN 教師は、一応に訂正１を返し、JP 教師は訂正 2 を返してきた。

[誤用例 8] お正月に青いのきれいな着物を着ました。
[誤用例 8-訂正 1](??)お正月に青くてきれいな着物を着ました。 (EN 教師)
[誤用例 8-訂正 2]
お正月に青いきれいな着物を着ました。 (JP 教師)
ここで注意したいのは、訂正 1 と訂正 2 では、些細な「日本語らしさ」の違いが
あることだ。即ち、訂正 1 は、文法的には、正文だが、何か「日本語らしくない
日本語」になっている。一方、訂正 2 は、全く日本語らしい日本語だ。では、ど
うして教科書どおりに直している訂正 1 に違和感があるのか？
ここで、形容詞の連結について少し考えてみたい。初級の教科書では、形容詞
を連結する際は、一般的に、て-Form を使うようにと教えるが、実際、形容詞の
連体形を使っても大丈夫だ。例えば、下のような例の場合、(a)も(b)もどちらも
正文で、違和感の違いはない。
(5) a.あのレストランは、安い、おいしいランチがたくさんある。
b.あのレストランは、安くて、おいしいランチがたくさんある。
(6) a.狭い、汚い部屋には、住みたくない。
b.狭くて、汚い部屋には、住みたくない。
では、どうして上の誤用例 8 の訂正文の場合、教科書通りに訂正された「青くて
きれいな着物」がしっくりこないのか。これは、筆者にもうまく説明できないの
だが、もしかしたら、色の形容詞の特性なのかもしれない。例えば、下の例を見
てみよう。
(7) a.赤い、花模様のドレスを着ているのが、僕の彼女だ。
b.(??)赤くて、花模様のドレスを着ているのが、僕の彼女だ。
(8) a.青い、派手なコートを着ているのが、私の子供だ。
b.(??)青くて、派手なコートを着ているのが、私の子供だ。
先の(5)-(6)では、(a)も(b)もどちらもしっくり度の差がないが、(7)-(8)のよう
に色の形容詞が来た際、て-Form を使った(b)の方が、連体形を使った(a)に比
べ、しっくり度が下がると筆者は、思う。ただ、この仮説をサポートする証拠
は、何もないので、本論文では単なる憶測として残し、今後の研究課題として考
えていきたい。

7. 語彙レベルの誤用
初級学習者の誤用には、語彙選択の問題を含んだものもたくさんある。例え
ば、下にあげたような例は、我々が毎日のように見るもので、こうした類の間違
いは、学習者の母国語（この場合は、英語）と日本語との語彙の意味要素が 1 対
1 でマッピングされないために起こる。

(9)あの人は、古い人だ。
(10)このジュースは、寒い。

That person is an old person.
This juice is cold.

(9)の誤用は、学習者が「old=古い」というマッピングをそのまま「人」の主体
に使ってしまった例で、初級の学生が必ずと言っていいほど行う誤用だ。 (10)
の誤用も、学習者が「cold=寒い」というマッピングをそのまま「飲み物」に使
ってしまった例で、よく見る誤用例だ。
語彙選択の誤用は、形容詞ばかりに限られない。例えば、下の誤用例は、動詞
と目的語との共起性が関係するものだ。
(11)彼は、よく約束をおる。
(12)彼女は、バイオリンを遊ぶ。

He often breaks promises.
She plays violin.

(11)は、英語の「break」と日本語の「折る」の違いから来る。即ち、英語の
「break」は、「bones」(break bones)も「promises」(break promises)も、ど
ちらの目的語も取れるが、日本語の「折る」は、目的語が「骨」の時は、大丈夫
だが、「約束」の時は、使えない。(12)の誤用は、英語の「play」と日本語の
「遊ぶ」の違いから来る。英語の「play」は、「play with toys」、「play in
a park」などのコンテキストでも使われるし、「play violin」など、楽器の目
的語も取れる。しかし、日本語の場合、「おもちゃで遊ぶ」とか、「公園で遊
ぶ」は大丈夫だが、「バイオリン」という楽器が目的語の時は、「ひく」を使わ
なければいけない4。
こうした学習者の母国語と日本語との語彙の意味要素の違いや共起性の違いを
学ぶのは、規則性があまりないため、学習者にとっては大きな負担になるかと思
うが、これは日本語に限らず、どの外国語を習得する際にも、避けられない試練
の一つであろう。
8. 終わりに
本研究では日本語学習者、特に英語を母国語とする初級学習者の誤用例とその
訂正方法を様々な角度から見ることにより、日本語学の観点から見た誤用分析を
展開してみたのだが、ここで筆者が強調したいことをまとめてみたい。まず、最
初に我々日本語教師は、語学教師としての「言葉に対する繊細さ」と「言葉を分
析する態度」を持つことを忘れてはいけないということ。本論文で様々な「しっ
4

これは、日本語の「遊ぶ」が、自動詞で目的語を取れないのに対し、英語の「play」は、自動詞にも
他動詞にもなれるという分析も可能である。

くりいかない日本語」の例を見てきたわけだが、こうした「違和感のある日本
語」に遭遇した際、それがどうしてかと考える態度を持たなければいけない。先
にも述べたが、確かに、現場で教えている日本語教師には、学習者の誤用を日本
語学の観点からゆっくり考える時間がないかもしれない。しかし、この「日本語
を考える」という作業こそが、日本語教師の本来の使命なのだと筆者は信じる。
次に、「文法」という柱を無視した日本語教授法はあってはいけないと思う。
確かに、「言葉の先生」というので、Language Pedagogy の基本知識を持ってい
なければいけない。また、グローバル化が急速に進む中、グローバル社会におけ
る日本語教育のあり方に注目しながら、「異文化コミュニケーション」の問題な
どについても考えなければいけないのは当然だ。しかし、日本語の先生が、日本
語の非文性に気づけなかったり、またその説明が的確にできなかったりしたら、
それも一つの問題だと思う。その意味で、日本語教育に於ける「文法」の位置づ
けを再認識してもらえることを期待する。
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学習者固有の“ことば”とアイデンティティ形成の相関
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広島大学
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１.はじめに―SODA としての経験と⼿話との向き合い―

私はろう者である姉弟をもつ“聞こえるきょうだい”である。今から３年ほど前
に聞こえないきょうだいをもつ聞こえるきょうだいのことを SODA（Siblings Of
DeAf）と呼ぶことを知った。それまではただの「聞こえる弟」
「聞こえるお兄ちゃ
ん」
「聞こえる⼦ども」でしかなかった⾃分の存在が「SODA」という名前を与え
られたことによって初めて他者から認められたかのような感覚であった。
SODA としての経験は、⾃分⾃⾝にとってはごく普通の「当たり前」であり、
姉弟が聞こえないということが当然であった。⾔ってしまえば、⾃分の姉弟が“聞
こえる”という状況が想像できないのである。姉弟とは⼿話や⼝話で話をし、両親
とは⾳声⽇本語で話をする。家庭の中に⼆つの⾔語があるという状況が⽣まれな
がらにしてあり、それは今でも変わらない。このような家庭で⽣まれ育った論者
にとって⼿話⾔語は⾳声⽇本語と同様、⾃分⾃⾝の存在を語る上ではなくてはな
らない⾔語である。
論者は知り合いのろう者に「ろう者みたいな⼿話をするね」と⾔われたことが
ある。また、弟の元担任の先⽣（ろう者）に「お兄ちゃんの⼿話は（弟）にそっ
くりだね」と⾔われたこともある。⾳声⾔語と同様、⼿話⾔語にも「ネイティブ
らしさ」のようなものがあり、論者が話す⼿話はネイティブ・サイナーに近いと
ろう者からも⾒なされているということだ。
聞こえない親をもつ聴こえる⼦どもである CODA（Children Of Deaf Adult）研
究においては CODA が視覚⾔語と⾳声⾔語、ろう⽂化と聴⽂化を移動するバイ
カルチュラルな存在であることが指摘されている（澁⾕, 2009）。また、SODA に
ついても同様に、⼆つの⽂化を移動するバイカルチュラルな側⾯があることが明
らかとなっている（中井・丸⽥, 2018）。つまり、CODA や SODA はろう⽂化と
聴⽂化の狭間に⾃⼰のアイデンティティを⾒出し、どちらにもアクセスすること
ができる存在であると⾔える。

しかし、CODA や SODA が⼿話⾔語をどれだけ流暢に扱っても、ネイティ
ブ・サイナーとして認められないことが多い。あくまで CODA や SODA は聴者
であり、ろう者ではないからである。
これは、⼿話⾔語はろう者をはじめとする聴覚障害のある⼈たちの⾔語という
認識が根底にあることによって⽣じていると考えられる。聴者で⼿話⾔語を使⽤
する⼈の多くは⼿話通訳⼠の養成講座などを通した⾔語学習によって獲得してい
る。また、聴者は⾳声⽇本語に触れる機会の⽅が⼿話⾔語よりも圧倒的に多く、
L1 として⼿話⾔語を獲得するケースはほとんどない。そのため、あくまでも⺟
語は⾳声⾔語であり、⼿話⾔語はその副次的なものという⾒⽅をされる。CODA
や SODA の場合は⼿話通訳⼠の⾔語学習のような明確な学習プロセスがあるわ
けではないが、聴者である以上は⾳声⾔語優位の思考を持っており、⾳声⾔語の
思考をもって⼿話⾔語を学習・獲得していると考えられている。
このように、CODA や SODA がバイカルチュラルな存在であると指摘されて
いる⼀⽅で、⼿話⾔語に関わる⾔語的な思想によって CODA や SODA は⼿話⾔
語のネイティブとしては認められてこなかったのである。これによる弊害は、
CODA や SODA にとって⼿話⾔語がどのような影響を⾃⼰の⽣に与えているの
かについて研究がされてこなかったことである。
CODA や SODA のアイデンティティ形成を探究する際に⼿話⾔語の影響とい
う視座を⽋いたままでは、その⼈のこれまでのライフの全体を解釈することがで
きない。これは CODA や SODA に限るものではなく、⾔語⽣活者としての個⼈
を理解するためには、その⼈の⾔語経験や⾔語環境を包括する視野を持つ必要が
あるからである。この論者の経験、そして CODA や SODA と⼿話⾔語をめぐる
議論を本発表の出発点とする。
２.研究の目的・方法

本論は、論者自らのナラティブをオートエスノグラフィーとして分析の対象と
し、SODA として生きる経験をもつ論者がどのような言語経験をし、自身の内面
にある言語・ことばに対する捉え方をしているのか明らかにする。この分析を基
に人々のアイデンティティ形成に大きく影響する言語・ことばの存在とその影響
を考察し、その相関関係を明らかにすることを目的とする。
人は言語生活者である以上、日常生活の全ての場において言語・ことばを学ぶ
機会に触れているといえる。つまり、ある個人の言語・ことばを何らかの目的の
ためにその実態を解き明かし記述しようとするためにはその人のこれまでのライ
フ（life）そのものを捉えることが必要である。個人の言語・ことばを捉えるこ
とは言語教育における学習者研究領域や他者理解に結びつく。
そこで本論では、ある個人の内面に育まれる言語・ことばの総体を捉えるため

にナラティブ分析を研究の方法として用いる。ナラティブとは物語る行為そのも
のであり、また、社会の中で生じる事象である（能智, 2019）。このナラティブを
分析することにより、「ナラティブを通じて生成される意味の世界を明らかにし、
その生成にかかわる個人や集団や状況への理解を深める」
（能智, 2019:161）こと
ができる。
３.アメリカでの経験―⾃分と⼿話の関係の気づき―

本発表で取り上げる論者のナラティブは、論者自らが自身の内面にある手話言
語の影響を実感した体験に基づく記述である。論者は 2018 年の 10 月〜11 月にか
けての 1 週間にアメリカを訪れている。このアメリカ訪問の目的はろう教育にお
いて世界的に有名である Gallaudet University を尋ねるためであった。当初の目的
は大学教員との面会・資料の収集であったが、論者が自分自身の中にある手話言
語の存在に対する考え方を変容させられる経験をすることになる。
Gallaudet University は学生のほとんどが Deaf であり、教員の多くも同様である。
そのため、学内においては聴者がマイノリティであり、学内の公用語は ASL（ア
メリカ手話）である。論者は日本手話・日本語対応手話では日常のコミュニケー
ション程度であれば問題なく可能であるが、ASL に触れるのは全くの初めての経
験であった。そのため、図書館内で Gallaudet University の学生に話しかけられた
際に全く反応することができず、ジェスチャーで ASL ができないことを伝えるの
で精一杯であった。言語が全く通じない状況であれば、他者と関わりをもてず不
安を感じるのが普通であろう。しかし、論者がそこで感じたのはむしろ正反対の
感覚であった。
以下の記述は、日本に帰国すぐに書いた Gallaudet University で抱いた感覚に関
するものである。
アメリカに滞在している間のほとんどの時間を、私はギャローデット大学で過
ごした。この大学の公用語は ASL（アメリカ手話）であり、私は学内で、手話で
話している人たちを多く目にしてきた。私は ASL 話者ではないため、必要な時は
日本からの留学生に通訳をしてもらっていた。私から留学生への伝達は日本語対
応手話である。
私は ASL を初めて見たため、その内容は全く理解できなかった。しかし、皆が
手話で話しているという環境を懐かしく感じ、安心感さえ覚えたのである。意思
疎通が図れる音声英語の環境よりも、全く理解ができない ASL 環境の方が、自分
の居場所があるような気がしていた。
先述の通り、論者は A S L 話者ではない。しかし、Gallaudet University という知

人もほとんどない、他者と関わることが言語上できない空間にいるときに最もア
メリカで心地よさを感じたのである。とても賑やかで声のない空間は、心地よさ
とともに懐かしさすらも感じる場であった。図書館、食堂、売店、原っぱ、喫煙
所のベンチ。そのどこにいても、大学の外とは異なる感覚があった。
他者との関わり、コミュニケーションが取れるかどうかという側面から考えれ
ば、ASL 社会である Gallaudet University よりも音声英語社会の大学外の方が安心
できるはずである。論者は英語が得意ではないが、それでも買い物や空港までの
タクシー内での会話、駅で切符の買い方がわからなかった時に尋ねるなど多少の
コミュニケーションはできていた。それにも関わらず、肌感覚として、Gallaudet
University に安らぎを論者は覚えたのである。論者は初めてのアメリカというこ
ともあってか、大学の外では常に緊張していた。それはホテルの自室で休んでい
るときであっても、どこか休まらない気がしていた。
このときの感覚は、SODA がバイカルチュラルな存在であるということを踏ま
えると、論者のろう文化の中で生きてきた経験と大学内のろう文化が共鳴したも
のによるものであると考えられる。日本手話・日本語対応手話と ASL という言語
の違いを越え、手話言語によって形成されるろう文化から受ける影響が論者には
あったのだといえる。
このときの感覚を深めるために、論者は帰国後指導教員（広島大学 難波博孝
氏）と対話を行なっている。以下はそのときの論者と指導教員の対話の一部を抜
粋したものである。このときの論者の発話は、指導教員の「なぜろう文化に惹か
れたのか」という問いに対する応答として生まれたものである。
自分が一番落ち着いていられるっていうのは音声日本語の社会っていうことに
なると思うんですけど、それが完全に０の中で、ああいう場所に行った。で、サ
インランゲージってものは、自分の中に根付いているものとして、もちろん語句
とか文法とか全然違ってわからないんですけど、まあ、似たものを感じたのかな
って感じですね。もしあそこに、聴者の日本人の人が留学生でいたらそうなって
ないと思うんですよ。ずっとその人と関わったりとかして。ただ、日本人の学生
さんはたくさん会ったりとかしたんですけど、手話で話す。先生とも手話で話す。
ということをしてると、音声言語より手話言語に染まったというか、なぜかって
言われるとちょっと難しいんですけど。ふと思ったなっていう印象ではあるんで
すけど。
聴者であり⽇本語⺟語話者である論者は⽇本において⾔語的マイノリティの状
況に置かれる機会がほとんどない。アメリカという⾳声英語社会、そして ASL 社
会である Gallaudet University において論者はマイノリティとして生活していたこ
とになる。このような非日常に置かれることで、論者は自身の内面にある手話言

語の存在、ろう文化との親和性を初めて見出すことができたのである。この経験
により、論者は自身の内面に根付く手話言語やろう文化の存在が SODA としての
自己のアイデンティティに影響を与えていることを意識することができるように
なった。自身の言語的アイデンティティの内面の中に存在する手話言語の存在を
認知し、ASL 環境の中でもある程度の同調を感じたという経験は、論者自身が抱
える言語的アイデンティティの価値観や自身に根付く言語への捉え方に大きく影
響するものであった。
４.他者からは見えない個人に根付く言語・ことばの存在

先のアメリカでの経験に関わる対話を通して、論者と指導教員は個人の内面に
ある言語の存在について語りを広げている。ここで論者は、他者の自身の言語に
対する捉え方と自身の捉え方の違いから、以下のように語っている。
なんで周りの他の人は思わないんだろうって思うんですよね。だから、言語的
アイデンティティの話をする時にいつも、英語を多少なりとも学んで、日常生活
の中でドイツ語なりオランダ語なり入ってくるわけじゃないですか。っていうこ
とが自分の中のアイデンティティとして少なからずあるはずなのに、なんでそれ
を思わないんだろうっていうのをすごい思うんですよね。
この語りには、自らの内面にある言語に対する論者自身の考えが表れている。
この考えに基づいて論者が自らの内面にある言語・ことばをどのように捉えてい
るかを整理してみたい。
まず、論者は日本語母語話者である。さらに、SODA として生まれ育ち、手話
を日常的に使用してきた。しかし、SODA としてのアイデンティティ、手話言語
話者としてのアイデンティティを形成することは難しい。特に手話言語話者とし
てのアイデンティティ形成の難しさは、先にも述べたように「手話はろう者の言
語である」という思想に起因すると考えられる。SODA や CODA のように生まれ
ながらにして手話言語に触れ、自己の一部分として手話言語話者であるというこ
とを自認していても、他者からはそれは認められないのである。CODA や SODA
にとっての手話は、
（本来比べるべきものではないが）音声日本語と同程度の影響
を自己に与えている。このような自己と他者の認識の乖離の要因として、論者は
学問上の言語の定義の存在が影響しているのではないかと考えた。そこで、ここ
では個人のアイデンティティの形成に大きな影響を与えると考えられる母語につ
いて考察を行ってみる。
日本人は多くの場合、母語と言えば多くの場合日本語と答えると推察される。
これは日本社会が日本語を中心に形成され、日本語という言語によって日本社会・
文化が形成されているためである。

では、このような母語について学問はどのように定義しているのか。トーヴェ・
スクトナブ＝カンガス（2008:61）は以下のように定義している。
【表１

⺟語の定義】
基準

出自

定義
最初に身につけた言語

一体感
a.内的（自分による）

a.自分の言語だと自分で認める言語

b.外的（他人による）

b.母語話者だと他人から認められる言語

運用能力

最もよく知っている言語

機能

最も頻繁に使う言語

スクトナブ＝カンガスは「出自」「一体感」「運用能力」「機能」の観点を設け、
整理を行っている。しかし、
「機能」の定義である「最も頻繁に使う言語」は言語
的少数派にとっては自身の置かれた社会によって異なる言語（その社会の多数派
の言語）の使用を強いられることからスクトナブ＝カンガス自身が「不公平であ
る」と述べている。同様に、特に教育の場面でみられるように多数派の言語によ
って教育を受ける際、
「最もよく知っている言語」と自身の母語が一致しないこと
から、これについても適当ではないとしている。
これらを踏まえ、スクトナブ＝カンガスは〈言語的少数者〉の母語を次のよう
に定義している。
【表２

⺟語の定義〈⾔語的少数者の場合〉
】
基準

出⾃

定義
最初に⾝につけた⾔語

⼀体感
a.内的（⾃分による）

a.⾃分の⾔語だと⾃分で認める⾔語

b.外的（他⼈による）

b.⺟語話者だと他⼈から認められる⾔語

運⽤能⼒

最もよく知っている⾔語

機能

最も頻繁に使う⾔語

太字で⽰している箇所が、
「良い定義」であるとスクトナブ＝カンガスは述べる。
〈⾔語的少数者〉においては⾃⾝の「出⾃」と「⼀体感」が⺟語の中でも重要で
あり、⾔語的多数派とは⼤きく異なる点である。
〈⾔語的少数者〉の場合は他者か
ら認められる経験が乏しいため、
「⾃分の⾔語だと⾃分で認める」経験が重要視さ
れていると考えられる。また、スクトナブ＝カンガスはこの後に〈強制的同化の
場合〉〈ろう児の場合〉を続けて述べている。
この定義の異動から分かるように、母語とはその人の言語的・社会的背景によ
って揺れ動くモノである。個人の言語的・社会的背景によって形成される言語・

ことばは一つの定義で測るにはあまりにも多様であり、母語として定義すること
ができるのはその人の一側面に過ぎないことを理解する必要があるだろう。
このように考えれば、学問がある人の母語を規定するということはある種の暴
力性を伴う行為であるといえる。これは、母語というものが個人のアイデンティ
ティ形成にとって重要な要素でありながら、それを形式化しようとすれば無視さ
れてしまう言語・ことばの存在があり、個人のとある側面が失われるからである。
これまでの言語・ことばに関する用語はその背景学問の影響を受け、学習者の
一側面を切り離して語ってしまっている。マイノリティ／マジョリティのような
社会的要因を一度忘却し、個人内に存在する“ことば”の存在を明らかにし、そ
の“ことば”の形成過程を分析する際に社会的要因を考慮することが必要である
と論者は考える。ここで、個人が考える言語・ことばと学問の定義における乖離
が表れている論者と指導教員の対話を取り出したい。
以下の対話は、論者にとっての手話が母語に近い存在である事が他者から理解
されない経験に基づいて語っているものである。
（A：論者／T：指導教員）
A：僕が手話と音声日本語のバイリンガルっていうところにまだ反感…反感とい
うか、それは違うっていう勢力の方が多い…
T：へえ。
A：絶対多いんですよ。これは。
T：それはどっち側から言われるの
A：多方面ですね。日本語教育もだし、特別支援もだし。言語学系も多分そう言わ
れるだろうし。
T：なんでそれはそう言われるの？
A：言語学の人は、そもそも日本語対応手話は言語ではない、特別支援の人は手話
はろう者のものだから、聴者が母語的に獲得するのはおかしい。日本語教育の人
は母語は日本語でしょ。最初に獲得した言語じゃないでしょ。じゃあ違うじゃん。
的発想ですね。
T：へえ。面白いね。
A：めっちゃ腹立つんですよね。
（中略）
T：なんで腹立つんかって言うことをもっとクローズアップした方がいいわ。
A：なんで腹立つ…他の人からすると僕の手話って後から身につけた言語だから
母語じゃないって言うことはみんな一致していると思うんです。でもアイデンテ
ィティが否定されたような気がするんですよね。
T：ああ、はいはいはいはい。それがポイントよね。

（中略）
T：今の話で、一番ポイントになるのは「腹立つ」やと思うねん。ただ腹たつって
言うとアイデンティティが否定されてる感じがするって言うけど、それだとその
まま納得されてしまうから、なんで、アイデンティティが否定された感じがする
のかってことを言わなあかん。
A：なんでアイデンティティが否定された感じがするのか？
T：あなた学習言語として手話学習したんでしょ。いいじゃんそれで。素晴らしい
よね。って言われても自分は全然納得できへんわけじゃん。
A：あのねぇ、僕手話勉強したくて勉強したわけじゃないんですよね。
T：だよね。
A：そう言われてしまうと、僕のライフの側面なしで言語だけで語られてるのか
なって気になります。
T：そこもうちょっと丁寧に頑張って行った方が良いと思うけど
A：なぜ、僕が手話という言語をするというか。
T：なぜ手話という言語を獲得しちゃったのかといえば？
A：きょうだいだからなんですけど。
T：だよね。
A：いや、だからそれは僕のライフじゃないですか。ここできょうだいって言いた
くないのは、きょうだいでも手話を身につけない人はたくさんいるので
T：そうなの？
A：それは全然、いますよ。きょうだいでも手話を身につけない人もたくさんいる
ので、あくまでこれは僕のライフだと思うんですよね。
論者が SODA として生きていることを知らない、またはそのことによる葛藤を
知らない他者が論者の手話について語るとき、「アイデンティティが否定された
感じがする」
「僕のライフの側面なしで言語だけで語られている」という感覚を論
者はもつ。このとき、他者は自分自身の思考の枠組みの中で論者の手話を捉えて
いるのだと考えられる。聴者にとって手話は母語となり得ない、日本人・日本語
母語話者の母語は日本語である、というような先入見は、CODA や SODA、幼少
バイリンガルなど複雑な言語的背景をもつ人がもつ言語・ことばの重層性に対す
る眼差しを狭めてしまうことにつながってしまう。
また、言語・ことばとの関わりは一人ひとりによって異なっていることも理解
しておかなければならない。「きょうだいでも手話を身につけない人もたくさん
いるので、あくまでこれは僕のライフだと思うんですよね」と論者が語っている
ように、SODA を例にしても手話言語との結びつきはそれぞれ異なっている。論
者のように家庭内でのみ手話を用いることが中心の SODA、手話を全く使わない

SODA、手話通訳士の資格を取得するまでに手話を深めた SODA など、個人の考
え方や生き方、ろう者などの他者との関わり方によってこれは大きく変わる。
この SODA と手話と関係性から見てくるのは、SODA という存在を均一なもの
として捉えてはいけないということである。「きょうだいだから手話ができるん
だね」という声かけは SODA にとっては頻繁にかけられるものであるが、これに
よって「手話ができないことは SODA としていけないことなのか」という抑圧を
感じる SODA の存在もある。これは、CODA であっても他の言語の話者であって
も同様にいうことができる。他者から見た一側面で、その個人の言語・ことばを
捉えることはできないし、してはいけない。他者からのこのような言語に対する
評価が当事者のアイデンティティを不用意に揺さぶってしまうという危険性があ
るからである。
５.おわりに

論者の語りより、個人内に根付く言語・ことばが自身の立場やアイデンティテ
ィ形成に大きく関与することが明らかとなった。一方、他者からの安易な判断は
当事者に対しなんらかの葛藤やアイデンティティの揺れを生じさせることがある
ことも示された。しかし、言語・ことばとアイデンティティ形成の関係性につい
て示唆を得ることができたものの、その具体的プロセスの究明については今後の
課題としたい。
言語教育において個人の言語・ことばを育むことは重要な目的の一つである。
本発表において提案した学習者固有の“ことば”という視座は、言語という枠組
みを越えることによってそれぞれが個人として唯一の存在であることを認め合う
態度を育むための教育につながるものであると考える。今後は学習者固有の“こ
とば”の概念を精査し、これを育むための教育理論・実践の構築に向けて研究を
進めていきたい。
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1. はじめに
本稿の目的は、日本の M 大学一年生を対象としたカタカナプロジェクトの実践
について報告し、初年次教育における本プロジェクト導入の意義について検討する
ことである。カタカナプロジェクトとは、2000 年代からアメリカの大学で初級日本
語学習者を対象に、CCBI の教育理念を背景に実践されてきた日本語文字プロジェ
クトである（熊谷 2007, 熊谷 2011, 佐藤・ロチャー松井 2011, 佐藤・ロチャー松井・
熊谷 2015 など）。
カタカナプロジェクトは内容重視の言語教育（Content-Based Instruction：CBI）を
背景に日本語教育の領域で実践が試みられてきた。CBI は学校における教科教育と
言語教育の統合から生まれたものである。佐藤・ロチャー松井（2011）は、
「自分、
社会、コミュニティーの未来に能動的に関わることを考えながら、自分の置かれて
いる現状（言語使用・知識（内容）やそれを取り巻く環境）がどうなっているのか
を認識し、その現状を様々な角度から捉え分析すること、つまりクリティカルな姿
勢・視点を持つことが大切」（p.38）との認識に立ち、「クリティカルな姿勢・視点
を持つ自律的な生涯学習者を育てる」、
「内容重視の批判的言語教育（Critical ContentBased Language Instruction：CCBI）」のカリキュラムおよびプログラムの開発を提唱
している。
佐藤・ロチャー松井（2011）は、その具体的な例として 2010 年度にアメリカの大
学の初級日本語クラスで実施した文字プロジェクトを挙げ、報告している。プロジ
ェクトは「カタカナの様々な使用例を集め、分析・考察する」、
「様々な用法のカタ
カナを使用してみる」、
「教科書にどのようにカタカナに関する説明がなされている
かを見る。また、なぜそのような説明がなされているかについて考える」という目
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的のもとに進められ、クリティカルな姿勢・視点を持つ自律的な学習者を育てると
いう教育理念に基づいて行われた（p.39）。この実践の結果、受動的に教科書の記述
内容を受け入れるのではなく、批判的な視点を多く得た学習者、日本語について持
っていた前提を考え直す学習者が多くいたこと、文字使用への意識が高まり、日本
語学習に役立つと考え、文字プロジェクトを肯定的に捉えた学習者が多くいること
などが報告されている。この報告は、日本語初級レベルにおける CCBI の実践の大
きな可能性を示すものと言える。
本稿で報告するカタカナプロジェクトは、こうしたアメリカの大学の日本語教育
現場で実践が試みられてきた文字プロジェクトの成果を参照し、日本の大学の初年
次教育の現場で実践したものである。管見の限り、この文字プロジェクトを日本の
大学や日本語母語話者に対して実施した報告は見当たらないため、本稿には文字プ
ロジェクトの応用可能性を探る一事例としての意義があるものと考える。
2. 大学初年次教育にカタカナプロジェクトを導入したねらい
本プロジェクトは M 大学の「文学・語学入門セミナー」という授業科目の中で実
施されたもので、受講生は日本文学科の一年生である。このセミナーは、日本文学
科に所属する専任教員が担当し、それぞれの専門領域に関する基礎セミナーという
位置づけで内容が構成されており、筆者は日本語教育が専門であることから、「日
本語・日本語教育」の内容を扱っている。この授業を通して育成したい力や姿勢・
態度としては、次のようなものであった。
・これまで無意識に使用していたカタカナに対して意識的になり、日本語に対す
るクリティカルな眼差しを培う。
・日本語のカタカナに対する自らの「問い」を掲げ、データを収集・分析し、考
察する力を培う。
・日本語学習者が使用する初級日本語教科書を分析し、日本語教育に対する興味
関心を培う。
・日本語学習者の生の声を聞いたり交流をしたりしながら、日本語学習者の立場
に立ってカタカナを捉える視点を培う。
・クラスメートと協働し、創造的に問題解決をする力を培う。
なぜ「カタカナ」をテーマにプロジェクトを行うのかという点については、佐藤・
ロチャー松井・熊谷（2015：128）がその適切さについて「日本語使用全般において
カタカナ語が多用されていること」、「学習者にとって苦手とされることが多いこ
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と」、
「カタカナが持つ特殊な役割」を挙げている。これらの点は日本語や日本語教
育を専門に学ぶ日本の大学生がテーマとして扱う際にも有効である。特に、カタカ
ナプロジェクトが生まれた背景として、
「クリティカル・リテラシーの視点」がある
とされている（熊谷 2007）。規範を疑い、クリティカルに物事を見つめ、考えると
いう姿勢・態度を培うことは社会を構成する一人の人間に必要なことであるが、ク
リティカル・リテラシーが重視される北米やオーストラリア等の学校教育と違って、
日本で学校教育を受けてきた学生たちにとっては、あまり経験のないことであると
推測される1。日本の学校教育現場で「クリティカル・リテラシー」と類似した言葉
として使われているものに「批判的思考力」があり、批判的思考力とは「論理的、
客観的で偏りのない思考であり、自分の推論過程を意識的に吟味する反省的思考」
（楠見・田中・平山 2012：69）とされる。大学生として学問を学ぶために、さらに
社会に出て市民として生活するために必要なスキルや態度として位置付けられ、近
年、特に高等教育段階で獲得すべき能力の一つとして注目されるようになってきて
いる（楠見・田中・平山 2012，ベネッセ教育総合研究所 2013）。
大学の初年次教育とは、主として大学の新入学生を対象に、高校から大学での学
びが円滑に移行できるように企図された総合的教育プログラムであり、大学で学ぶ
上でのアカデミック・スキルや学習動機などを高めることを目的に実施されている
ものである。日本の大学初年次教育において、批判的思考のスキルと態度を習得す
ることを目指した授業実践は 2000 年代後半から進められてきているが、今後さら
に広範な学問世界や社会生活への導入となる実践が必要であるとの指摘もされて
いる（楠見・田中・平山 2012：70）。
3. 実践の概要
本稿で報告するカタカナプロジェクトは、2019 年度後期に M 大学で筆者が担当
する「文学・語学入門セミナー」内で実施され、受講生は 70 名であった。全 15 回
の授業の中で、前半は日本語学の内容を扱い、後半にカタカナプロジェクトを約 3
か月にわたって実施した。カタカナプロジェクトは、次の 3 つのプロジェクトで構
成されている。

1

⽇本とアメリカの⼤学初年次教育を⽐較した⼭⽥（2009：172）は、⽇本の中等教育段階に
おいては知識注⼊型の授業が多く、問題発⾒型、課題解決型のレポートの作成などを課してい
る学校は少数にとどまっていることや、中等教育と⾼等教育の接続が少ないという問題を指摘
し、初年次教育の効果をいかに⾼めるかが⼤きな課題だと述べている。
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・プロジェクト 1――初級日本語教科書のカタカナ表記語の分析
・プロジェクト 2――社会の様々なジャンルにおけるカタカナ表記語の分析
・プロジェクト 3――日本語学習者がカタカナ学習をする上でリソースとなる作
品の創作とカタカナ表記に関するレポートの作成
以下に、それぞれのプロジェクトの実践内容について記す。
3.1 プロジェクト 1――初級日本語教科書の分析
プロジェクト１では、2 人ないし 3 人のグループに分かれ、日本語学習者向けの
初級日本語教科書を担当し、以下の内容について調査した。初級日本語教科書とし
ては『みんなの日本語初級Ⅰ・Ⅱ（文法解説書も含む）』
（スリーエーネットワーク）、
『初級日本語 げんきⅠ・Ⅱ』（The Japan Times）、『DVD でまなぶ日本語 エリン
が挑戦！にほんごできます 1・2・3』
（凡人社）、
『まるごと 日本のことばと文化 り
かい 入門・初級 1・初級 2』
（三修社）である。いずれも日本国内や海外で多く使
用されている教科書ということで、授業担当者である筆者が選択し、グループの人
数によって担当の教科書を決定した。グループごと、教科書の中のカタカナ表記語
を収集、分類したうえで、以下の点について分析、考察した結果を発表した。
・それぞれの教科書の対象、特徴は何か。
・教科書の中に、カタカナ表記に関する説明はあるか。あるとしたらどのような
説明か。
・カタカナ表記がされている語の特徴は何か。
学生が提出したコメントシートの記述からは、学生たちがプロジェクト 1 を通し
て、
「教科書の中にカタカナ表記に関する詳しい説明はない」
「日常生活でよく使う
カタカナ語が多い」
「カタカナ表記語は、外来語が圧倒的に多い」
「教科書による違
いもある2」
「語種の分類は諸説ある場合が多く、ネットの情報が間違っていること
がある」などの気づきを得ていたことがわかった。
3.2 プロジェクト 2――社会の様々なジャンルにおけるカタカナ表記語の分析
2

例えば、
『DVD でまなぶ日本語 エリンが挑戦！にほんごできます』は漫画も多用されてお
り、カタカナ表記された擬音語・擬態語が多く使われていたり、和語のカタカナ表記も他の教
科書に比べて多い傾向にあったりすることを学生たちは調査を通して明らかにしている。
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プロジェクト 1 と同じグループで、それぞれ媒体・ジャンルを自由に選び、カタ
カナ表記されている語を収集、使用されている語の傾向を調査し、分析、グループ
ごとに発表を行った。分析の観点は、以下のようなものであった。
・調査した媒体・ジャンルにおけるカタカナ表記の特徴や傾向は何か。
・プロジェクト 1 の日本語教科書分析の結果と比較して、カタカナ表記に関し
てどのような気づきがあったか。
学生たちが選んだジャンルは新聞のテレビ欄、有名人の twitter、宮沢賢治の童話、
女性ファッション雑誌など様々なものに及んだ。学生が提出したコメントシートの
記述からは、プロジェクト 2 を通して学生たちが「カタカナ表記場面の多さ・自由
さ」
「外来語だけでなく和語のカタカナ表記も非常に多い」
「カタカナ使用の効果が
ある」などの気づきを得ていたことがわかった。
3.3 プロジェクト 3――カタカナ学習のリソースとなる作品の創作とレポートの作
成
プロジェクト 3 は、プロジェクト 1 と 2 で得た知見を活かし、M 大学と高大連携
プログラムのある M 高校の留学生 5 名と交流し、日本語学習者にカタカナ学習の
リソースにもなる作品を創作するというものであった。事前に留学生の自己紹介ビ
デオを見てどのようなことに関心があるのか、日本語のレベルなどを確認したうえ
で、創作する作品のイメージを作り、グループまたは個人で作品を創作し、留学生
一人ひとりにプレゼントした。作品はカルタ、絵本、すごろくゲーム、クロスワー
ドクイズ、栞、シール等々、様々な創造的な作品が生まれた。授業の最終回では、
留学生を教室に招き、実際に留学生の前で自分たちがどのような作品を作ったかを
説明する発表会を行った。発表会を通し、学生からは、
「カタカナを題材にしても人
によって様々な考え方がある」ことへの驚きや、「日本語学習者にとってわかりや
すいものを作る難しさを実感した」というコメントが多く寄せられた。
さらに、最終課題として、日本語学習者の人にカタカナについて説明するときに、
どのような説明をしたいと思うか、自らの考えを記述するレポートを課した。
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写真１ 創作作品の例（語感を表した栞）

写真２ 留学生を招いての作品発表会

4. アンケートとレポートの分析結果と分析
4.1 アンケート結果
本プロジェクト終了後、プロジェクトを振り返るアンケートを、google フォーム
を利用して行った。回答は 59 名（回答率 84%）であった。以下、アンケート項目
(1)～(5)の結果について報告する。
(1) あなたにとって、カタカナプロジェクトは有意義でしたか。
この質問に対し、55 名（93.2%）が「有意義だった」と回答した。
「どちらとも
言えない」は 3 名（5.1%）、
「あまり有意義ではなかった」の回答は 1 名（1.7%）で
あった。
「あまり有意義ではなかった」理由についての自由記述では、
「ひらがなの
ほうが良かったのではないか。そちらのほうが日本的で、日本人としても親しみを
持っているのはカタカナよりもひらがなだと思う」との記述があった。なぜカタカ
ナをテーマにプロジェクトを行うのかについての目的が十分に伝わっていなかっ
たための評価であると考える。次に、
「どちらとも言えない」理由の自由記述として
は、「グループワークでの個々の負担が偏りがちであった」、「時間が足りずに自分
が思っていたようなことができなかった」、
「テーマが漠然としていてつかみきれな
い部分があったから」という記述があった。グループワークという協働作業におけ
る作業分担や時間配分、タスクの明確さなどは今後改善を加える余地が十分にある
と考える。
回答者の 9 割以上は本プロジェクトを有意義だと感じていたことがわかったが、
その理由としては「日頃意識せずに使っていたカタカナについて、深く考えること
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ができたから」、
「段階を踏んで、日本語教育における視点でカタカナを知ることが
できたから」、
「自分たちで考えて発表するなど、成長することができたから」、
「友
達と協力したり、他の人のアイデアを知ることができたから」など様々なものが挙
げられた。これらの理由は、最後の質問である「カタカナプロジェクトのよかった
点」と重なる点が多いため、詳しくは(5)で報告することとする。
(2)このプロジェクトを通して、カタカナに対する見方が変わりましたか。
「見方が変わった」が 55 名（93.2%）、「どちらとも言えない」が 0 名、「あまり
変わらなかった」が 4 名（6.8%）であった。9 割以上の学生にとって、カタカナプ
ロジェクトがこれまでのカタカナへの見方に変容を促すものになったことがわか
った。具体的には、
「カタカナ＝外来語の表記」と考えていた学生が、実際に調査を
通して社会の中ではそれ以外の広範囲の使い方がされていることに気付き、身近な
カタカナの使用場面や使用意図に意識的になる様子がうかがえた。
(3)このプロジェクトを通して、ことばの探究の方法について学ぶことができました
か。
「学ぶことができた」が 56 名（95%）、
「どちらとも言えない」が 3 名（5.1%）で
あった。自分自身の力でカタカナ表記の語を収集し、分類し、分析の観点に則って
分析、考察、発表するという研究のプロセスを体験したことがこうした肯定的な評
価につながったものと考える。
(4)このプロジェクトを通して、日本語教育について関心が持てましたか。
「関心が持てた」が 50 名（85%）、
「どちらとも言えない」が 7 名（11.9%）、
「あ
まり関心が持てなかった」が 2 名（3.4%）であった。8 割以上の学生が日本語教育
にも関心を持ったと回答しているが、本プロジェクトは日本語教育が全体的なテー
マとはいいがたい内容であったため、他の項目に比べると肯定的な評価が少なくな
っている。
(5)このプロジェクトの感想（良かった点、難しかった点）や、このプロジェクトを
もっとよくするためのコメントなどを書いてください。
ここでは、良かった点と難しかった点についての自由記述を内容分析し、カテゴ
リーにまとめて報告する。
まず、良かった点として記述された内容として最も多かったのが、【カタカナの
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探究と新たな気づき】に関するもの（例 1、2）であった。
（例 1）カタカナについて普段意識することはあまりないが、テレビや広告などで
使われ方やカタカナの構成について考えることが増えたことが良かった。
（例 2）カタカナは本当に様々な面からアプローチできる面白い表記の仕方である
と気が付いた。
カタカナ探究を行うことを通して、日本語への興味が高まったというコメント
や、こうしたカタカナ探究の活動が楽しかったというコメントが複数見られた。
次に、活動の作業過程を肯定的に捉える記述も多く見られた。それらは【主体的
な作業】（例 3）、【段階を踏んだ活動手順】（例 4）、【クラスメートからの学び】（
例 5）といったカテゴリーに分類した。
（例 3）調査と考察をしたり、創作作品を作ったりと、自主性の高い取り組みが多
く、力が付いたと思う。
（例 4）複数回に分かれて進めていったので、手順や考え方など少しずつ工夫を増
やしていくことができたので良かった。
（例 5）自分たちの調べたもの以外に、他の人の作品や調査結果を見ることで、違
った見解や結果がみられてとても楽しかった。
さらに、
【日本語教育への関心】が高まったり（例 6）、
【日本語学習者の視点】を
持つ機会（例 7）が得られたことを肯定的に捉えたコメントも多く見られた。
（例 6）日本語教育の教科書を初めて見て研究してから、日本語教育に興味が湧い
た。とても楽しかった。
（例 7）プロジェクト 3 では留学生のためのわかりやすさを追求し、留学生の立場
に立ってものを見ることで、普段当たり前に扱っている日本語の難しさな
どに気付くことができた。こういった機会がなければ考えることはなかっ
たと思うので、いい機会になったと思う。
一方、本プロジェクトの難しかった点に関しては、【創作作品の作成の大変さ】、
【カタカナ使用についての考察の難しさ】、
【自由度の高い作業ゆえの戸惑い】、
【授
業外の活動の多さ】【時間の少なさ】、【カタカナ分類の大変さ】という 6 つのカテ
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ゴリーに分類された。しかし、それぞれの活動過程に難しさがあったものの、その
過程が次のプロジェクトに生かされたり、大変さを乗り越えたりしたことを肯定的
に捉える声もあった（例 8、9、10）。
（例 8）授業外の活動も多くあり、大変だったが達成感のある有意義な活動にでき
てよかった。
（例 9）一番最初の、教科書分析ではカタカナを数えたり分類したりするのが大変
だったが、2 つ目と 3 つ目のプロジェクトに活かすことができた。
（例 10）カタカナを調査するときに、何に着目して調べるかを考えることが大変だ
った。しかし、大変だと思ったところを乗り越えることができたので良か
った。
個人差も当然あろうが、一年生にとってはハードルの高い作業が多く、課題の遂
行にあたっては、教員側のより丁寧なフォローが必要な学生もいたことと推察され
る。教員側が学生一人ひとりのニーズに合わせた適切なフォローをすることが必要
である。それが十分にできれば、より多くの学生の自己評価も高まってくるのでは
ないかと考える。
4.2 レポート
最終レポートでは、日本語学習者の方にカタカナの使用について説明する際に、
どのように説明するかについて考える課題を与えた。レポートでは、カタカナが外
来語の表記にとどまらず、様々な語種にわたって使用されていること、カタカナの
自由さや創造的な使用について言及しているものが多く見られた。ここでは、その
例として A さんのレポートの記述を紹介する。下線は筆者が引いたものである。
私ならば、⽇本語学習者の⽇本語習得レベルによって、カタカナの説明の量を変える。
このセミナーを通してカタカナは、私が考えているよりも、広い範囲で複雑に使われてい
ることが分かり、端的で聞き⼿が混乱しない説明は難しいと考えた。⼩学校の算数は初め
の頃に、0 より⼩さい数字はなく、0 の次は 1、1 の次は 2 だと教える。このように、最低
限の説明をした後、レベルに合わせて混乱しない情報量を提供することが適切ではないだ
ろうか、と考察した。
まず初⼼者には、外来語を書くときに使う、と説明する。カタカナ表記の⾔葉の語種を調
べてみると、プロジェクト 1 で 81％、プロジェクト 2 で 61％が外来語（和製外来語を含
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む）であったことから、⼤部分のカタカナ語がこれに当てはまり、最低限の説明としてふさ
わしいといえる。次に海外の⼈物と地名、⽣き物もカタカナ表記される傾向にあると教え
る。⼈の名前や地名は現地の⾔葉の⾳をそのままカタカナで再現する場合が多い。⽣き物は
プロジェクト 1 の 14 グループの考察に書かれていたのを⾒て、感動したので、今回含め
た。ペンギン・トラ・ポメラニアン、トマト・アサガオ・ソメイヨシノというように、動物
植物ともに、別の表記でも⾒かけるもの・あまり⾒ないもの、分類の⼤きさに関わらずカタ
カナで表記であることに違和感はないため、積極的に使⽤できると推測する。 最後に、上
級者には、カタカナは、漢字・ひらがなの補助的な役割をする⽂字だと説明する。曖昧な表
現ではあるが、そこも含めて、的を射た説明だと考えている。基本的には海外から来た⾔葉
をそのまま⽇本語として⽤いる場合に使われているが、和語、漢語がカタカナ表記されるこ
ともある。今回様々なカタカナ語に触れてみて、漢字とひらがなで構成された内容から、ど
こをどの程度カタカナに変換するのか、という形式で、カタカナで表す部分を書き⼿が決め
ているように感じた。特に⽇常のコミュニケーションにおいて、カタカナの使⽤は、⼤変⾃
由だ。このセミナーで最も私をサポートしてくれた『カタカナ新語辞典』によると、外国か
らの知識や概念を⽇本語で表す役割は⻑い間、漢字が担っていたが、近年に⼊り情報量増⼤
や、情報の加速から、鮮度をよくするために、カタカナが盛んに使⽤されるようになったと
いう。このことからも、代⽤や補助としての役割があると考えられる。
まとめるとカタカナは、主に外来の⾔葉に使われるが、漢字やひらがなの補助的な役割
として⾃由な使われ⽅もしている、という説明ができる。

A さんはレポートの中で、日本語学習者に向けてカタカナの説明を端的に行うこ
とは難しく、混乱を避けるために初級者から上級者まで説明の仕方に工夫が必要で
はないかと考察している。まずは外来語の表記に多く使われる、という説明は初級
者には妥当、という判断を示し、しかし、カタカナ表記の範囲はそれだけにとどま
るものではないということを発見した A さんは「自由な使われ方もしている」とい
うことを学習者にわかってもらう必要があると考えている。こうした視点はカタカ
ナという身近な表記のありかたに対し、クリティカルな眼差しを得たことで培われ
たものであると思われる。
5. 初年次教育におけるカタカナプロジェクト導入の可能性
本稿では、日本語母語話者の大学生に対するカタカナプロジェクトの実践につい
て報告した。筆者が本プロジェクトを授業に取り入れたねらいは、学生のアンケー
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トやレポートの内容から、概ね達成できたのではないかと考えている。最後に、本
プロジェクトを大学の初年次教育に導入する意義について以下の三点を挙げたい。
①日頃疑問なく使用している文字について意識的となり、ことばにまつわる様々な
事象をクリティカルに分析、考察する視点を培う。
②カタカナを日本人学生と留学生をつなぐリソースとし、日本人学生が得たことば
に対する気づきを留学生に伝える創造的な力を培う。
③協働的な作業を通して言語研究の基礎的なスキルを養成する。
①における「クリティカルな視点の獲得」は、アメリカの大学で日本語学習者に
対して実践され、報告されてきた文字プロジェクトの意義と重なる。本実践は日本
語母語話者に対する実践であり、日頃から疑問なく使用してきたことばの使い方に
対して意識的になり、クリティカルな眼差しをもって見つめることができたという
点で、意味があると考える。
②は、カタカナプロジェクトと日本語教育との接点を持たせようと企図した結果、
生まれた一つの可能性であると考える。学生たちは、本プロジェクト（プロジェク
ト 3）を通して初めて留学生と接点を持ち、留学生のためにカタカナ学習のリソー
スとなる作品を創作した。自由な課題であったために、学生からは日本語学習者の
レベルを考えながらわかりやすいものを作るということが難しかったという声が
上がったが、試行錯誤しながら創造的に取り組み完成した作品は、留学生への想い
にあふれたものになっていた。このプロジェクトを通し、留学生に対する想像力を
高めるとともに、自分たちの学びの成果を創造的に表現するということが可能とな
ったのではないかと考える。
③は大学生の初年次教育という点から、重要な意義を持つと考える。本プロジェ
クトを通し、学生は自身の力で、高校までのことばの学習と大学でのことばの探究
という学習の間にある壁を乗り越える経験ができたのではないかと考える。大学一
年生は、まだ高校までの学習や受験勉強での経験が学習の仕方に影響を与えており、
「正解を求める」傾向にある。しかし、大学での学びは「正解とされていることを
クリティカルな眼差しで捉え、問いを持って自らデータを得て考察し、自分の解を
得る」ことにある。そうした学びのプロセスを、他のクラスメートと協働しながら
経験したことは一年生にとって特に意義が大きいものと考える。今後、学生のコメ
ントを参考に学生一人ひとりのフォローを適切に行いながら、より多くの学生が主
体的に取り組めるプロジェクトに改善していきたいと考えている。
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移民二世の子どもの課題
―現地語を母語とする子どもに着目して―

THE PROBLEM OF IMMIGRANT CHILDREN IN SECOND-GENERATION:
FOCUSING ON CHILDREN WHO SPEAK LOCAL LANGUAGE
AS A NATIVE SPEAKER
金 志唯 (神谷 志織)
Jiyoo Kim (Shiori Kamiya)
広島大学
Hiroshima University
１．問題の所在
近年、国境を越え「移動」をする人々をめぐる問題について議論が活発になっ
ている。本稿では、その中でも、国境を越え「移動」した親をもち、移動先の居
住地で生まれ育ち、さらに現地語を母語とする二世の子どもに着目する。なお、
本稿では、現地語と継承語とで複数の言語背景をもちながら、継承語ではなく現
地語を優位に獲得・第一言語とし、言語使用に問題のない子どもを現地語の母語
話者として扱っている。
現地語を母語とする子どもに着目する意義は大きく２点である。１点目に、こ
れまでほとんど注目されてこなかった、現地語を母語とすることで生まれる特有
の課題を明らかにできることである。現地語を母語とする子どもは、家庭外での
生活に困難が生じにくい。そのため、特に現地校の教育現場において、この子ど
もたちが実は家庭や自身のアイデンティティに困難を生じることが見落とされて
きた。言語的な問題に留まらないこの子どもたちの課題について本稿では述べて
いきたい。
２点目は、現地語としての○○語、継承語としての○○語といった、ある言語
の学習者としての子どもの姿ではなく、複数言語を含めてその子どもが育む「こ
とば」の実際を捉え、さらにそうした「ことば」を子どもたちがどう受け止めて
いるのか考察が可能となることである。
川上（2013）は、
「複数言語環境で子どもが複数言語にどのように向き合い、ど
のように言語習得しようとしているか」、そして「複数言語を通じて他者とどのよ
うにつながる経験をもち、あるいはつながらない経験をもち、それらの経験から
得た、子ども自身の複数言語使用の記憶によって複数言語の学習動機の向上や低
下が自らの生き方やアイデンティティ形成にどのようにつながっているのかとい
ったことは言語教育の問題となってこなかった」と指摘している。本研究では、
ある言語の学習者としてではない二世の姿を捉えることで、子どもたちの複数言
語・複数文化に対する向き合い方に迫ることができると考える。
本稿では、主に１点目として言及した、現地語を母語とする子ども特有の課題
について述べることとする。

２．日本における「現地語を母語とする、外国にもルーツをもつ子ども」の人数
本稿で研究の対象としている子どもたちは、日本語能力に問題がない。したが
って、学校現場でも支援の必要性が認識されにくいばかりか、さまざまな調査や
研究からこぼれ落ちてしまいやすい。実際に、現在外国にもルーツをもつ子ども
に対する支援として文部科学省が取り組んでいるのは、帰国・外国人児童生徒に
対する日本語学習支援や不就学問題への対応が中心となっている。文部科学省が
外国にもルーツをもつ子どもに関して統計で示しているものとしては、「学校基
本調査」における「公立学校に在籍している外国籍の児童生徒数」と、
「日本語指
導が必要な児童生徒の受入状況等に対する調査」のみであり、本稿が対象として
いるような、
「外国にもルーツをもつが日本語母語話者である子どもたち」の人数
を把握するような調査は行われていないのが現状である。
それでは、実際に、外国にもルーツをもつが、現地語を母語としている子ども
たちが日本にどれほどいるのだろうか。ここでは臨界期を３歳までと考え、３歳
までの期間から日本で滞在し、小学校に入学した外国にもルーツをもつ子どもを
「日本語母語話者」と仮定して、厚生労働省「人口動態統計」、法務省「在留外国
人統計」
、文部科学省「学校基本調査」を元に推計を行った。
2019（令和元）年における小学校１年生のうち、下記の２点を満たす子どもの
人数について考えた。
①３歳以前より日本で生活している（＝日本語母語話者と仮定）
②父母の一方または両方が外国籍である（＝外国にもルーツをもつ）

【表１】日本語母語話者で外国ルーツの児童数（2019 年）
父母の一方が外国籍の ３歳の子どもの在留外 小学校１年生の人数
出生者数（2013 年）
国人数（2016 年）
（2019 年）
19,532 人
16,062 人
1,028,675 人
ここでは、父母の一方が外国籍の子どもを日本国籍、在留外国人の子どもを外
国籍と考え、概算を行っている。その結果、2019（令和元）年における小学校１
年生のうち、約 3.5％の 35,594 人が外国ルーツの子どもであると考えられる。
なお、2016 年のデータに示した在留外国人数は、在留資格が家族滞在・特定活
動・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者である
全ての３歳の子どもの人数である。
ただし、今回示した数字は、次に示す観点から不十分であるといえる。
①在留資格を限定しなかったため、中国残留邦人や特別永住者も含まれているこ
と。本研究においては、「親が外国から移動した」子どもを対象としているため、
ニューカマーの子どもを中心に想定している。外国で育った一世の親と、日本で
育つ子どもから成る家庭に着目するためである。中国残留邦人や特別永住者は、
世代が進み、今回の対象には入らないケースも多いと考えられる。
②2019 年入学者のうち、０歳時点での出生数・３歳時点での在留外国人数から６

歳時点での外国ルーツの子どもの人数を計算したが、実際には小学校入学前に他
国へ帰国・移住するなどの移動があると考えられること。
③両親が日本に帰化するなどして、戸籍上はその両親も子どもも日本国籍である
ものの、家庭には他国の文化が残る場合など、数値として表れていない子どもの
存在が想定されること。
このように、検討するべき課題は多く残っているものの、今回の概算ではおお
よその目安として、小学校入学者中おおよそ３％以上の子どもが、外国にもルー
ツをもち、かつ、日本語母語話者であると推定された。年次別出生数を見ても、
外国人出生数は増加傾向にあり、今後さらに日本の公教育においてこの子どもた
ちの占める割合は大きくなっていくことが予想される。したがって、日本だけを
みても、本稿で扱う子どもたちが決して少ない人数ではないといえるだろう。

３．多様な言語背景
「外国にもルーツをもつ」、「現地語を母語とする」という条件下でも、子ども
たちそれぞれの家庭における背景は多様である。言語面だけを考えても、言語の
種類はもちろん、現地語・継承語の使用状況や使用の比率は家庭によって様々だ。
そこで、家庭による多様な背景をみるために、2020 年３月に SNS を利用した調査
を行った。その際、この調査では
①0 歳～６歳までのいずれかの年齢から日本にいる
②父母（のどちらか）が海外から日本に移住した
以上２点に当てはまる方に回答を募集する旨を記述しており、本稿では上記に当
てはまる回答を有効な回答として示すこととする。質問内容は、以下の通りであ
る。

①年齢
②性別
③いつから日本で暮らしているか
④両親の出身（育った国）が日本か外国か、また、父母の出身の同異
⑤回答者の第一言語（普段考えるときに使用する言語）
⑥両親がそれぞれ使用する言語
⑦家庭（両親と回答者・きょうだい）で主に使用される言語
⑧小・中・高等学校で通っていた学校について（公立校/私立校/インターナシ
ョナルスクール・民族学校等）
⑨公立校・私立校で受けた授業について、下記経験の有無
国語科の授業を受けたことがある/日本語の取り出し指導を受けたことがある
このうち、本稿では言語に着目し、③日本で暮らし始めた年齢・④両親の出身・
⑤第一言語・⑥両親の使用言語・⑦家庭言語・⑨日本語の取り出し指導の経験に

ついて検討する。これらの項目の結果を【表２】にまとめた。なお、色は各家庭
における外国出身の親の使用言語を示している。
【表２】調査結果
日本で暮 両親の出 第一言語 父親の使 母親の使 家庭言語
らし始め 身
用言語
用言語
た年齢
①

日本生ま 父・外国
れ
母・日本

日本語

②

日本生ま 父・日本
れ
母・外国

日本語

③

日本生ま 父・日本
れ
母・外国

日本語

④

日本生ま 両親とも
れ
に外国
（同じ国
出身）
日本生ま 父・日本
れ
母・外国
日本生ま 両親とも
れ
に外国
（異なる
国出身）
０歳渡日 父・日本
母・外国
日本生ま 両親とも
れ
に外国
（同じ国
出身）
２歳渡日 父・日本
母・外国
日本生ま 両親とも
れ
に外国
（同じ国
出身）
日本生ま 父・日本
れ
母・外国
４歳渡日 両親とも
に外国

日本語

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑪
⑫

日本語
日本語

英語
日本語
フランス
語
日本語
広東語
英語
日本語

日本語
英語

日本語
広東語
英語
台湾語
中国語
日本語
ポルトガ ポルトガ
ル語
ル語
日本語
日本語

日本語
英語

日本語
の取り
出し指
導
無

日本語
英語

無

日本語

無

父母間・ポルト 無
ガル語
親子間・日本語

日本語

韓国語
日本語
日本語
韓国語
ヒンディ ヒンディ ヒンディー語
ー語
ー語

無
有

日本語
韓国語
日本語

日本語
韓国語
日本語
中国語

韓国語
日本語
日本語
中国語

日本語
無
韓国語
父母間・日本語 無
と中国語
親子間・日本語

日本語

日本語

日本語

無

日本語

中国語
日本語

中国語
日本語
中国語
日本語

日本語

無

日本語

日本語

中国語

日本語

無

日本語

韓国語
日本語

韓国語
日本語

親→子・韓国語
子→親・日本語

無

⑬

⑭

⑮

⑯

（同じ国
出身）
日本生ま 両親とも 日本語
れ
に外国
（同じ国
出身）
５歳渡日 父・外国 日本語
母・日本

５歳渡日 両親とも 日本語
に外国
（同じ国
出身）
６歳渡日 両親とも 中国語
に外国
日本語
（同じ国
出身）

中国語

中国語

日本語

無

韓国語

日本語

中国語

中国語

父子間・韓国語 無
母子間・日本語
きょうだい間・
両言語
中国語
無

中国語

中国語

中国語

無

【表２】から、両親の一方または双方が外国から移動している家庭の子どもで
も、６歳以前より日本で暮らしている場合、日本語を第一言語としていることが
分かる。本稿では、こうした幼少期より居住国に住み、現地語を第一言語とする
子どもを、外国にもルーツをもちながらも現地語を母語とする二世として扱って
いる。
【表２】で特に注目したい点についてまとめる。
①家庭言語と現地語
家庭言語をみると、日本語を使用する家庭が大多数であることが分かる。16 件
の回答のうち、日本語を家庭言語として使用していない家庭は３件、日本語のみ
を使用する家庭は５件、日本語と継承語を併用する家庭は８件という結果であっ
た。両親ともに外国出身という家庭でも、７件中４件が家庭言語として日本語を
使用していると回答している（そのうち日本語のみ使用している家庭は２件）。
この調査では、現地語を第一言語とする子どものいる家庭では、家庭言語とし
て現地語を使用することが多かった。
②家庭言語の多様性
現地語を第一言語とする子どものいる家庭では、現地語が家庭言語として使用
されやすいことが分かったが、一方で各家庭の言語は多様であるといえる。親の
出身国のちがいによる継承語のちがいがあることに加え、現地語・継承語の使用
比率が家庭によって異なっている。両言語を交えながら使用する場合もあれば、
夫婦間・親子間で異なる言語を使用する場合もある。さらに、こうした両言語を
家庭言語とする家庭だけでなく、現地語のみを使用する家庭、継承語のみを使用

する家庭もあり、家庭によって言語の選択・使用状況は多様であることがわかる。
移民一世・二世からなるこうした家庭の言語について、一様に論じることはでき
ないといえるだろう。
③複数の言語背景
今回得た回答では、全員が日本語を第一言語としていることが分かった。さら
に、その多くの回答者が第一言語として日本語のみを挙げている。しかしその一
方で、この回答者たちは、頻度の差はあれ親の母語である継承語に触れ、複数言
語を身近に育っていることが分かる。①②③⑨⑩⑪⑬の回答にみられるように、
自身の第一言語にも家庭言語にもない親の使用言語を詳細に記述できるのは、自
身以外とのコミュニケーション場面などで親がその言語を使用しているのを目の
当たりにする機会があるからだと考えられる。
このように、二世の子どもたちは、自身がその言語を使用するか否かに関わら
ず、複数言語に触れ続ける環境が日常にあるのである。
今回の調査で、現地語を第一言語とし、家庭の外では何の課題もないように見
える子どもでも、家庭に帰れば、言語を含め複数の文化に触れ続けていることが
示された。さらに、こうした子どもの中でも、各家庭でその家庭言語の様相は様々
かつ複雑であった。この中で、継承語教育や現地語の教育といった、ある一方の
言語の教育という視点のみでは、この子どもたちの課題を語ることは困難である
と考える。そこで、本研究では、この子どもたちの課題をより大きく、アイデン
ティティという視点から考えたい。ことば、文化、他者との関わりから育まれる
アイデンティティについて、その過程で、外国にもルーツをもつことで生まれて
いる課題を考察する。
では、実際にこの子どもたちはどのような課題に直面しているのか。今後上記
の調査対象者の中から抽出してインタビュー調査を行う予定である。その際、ど
のような観点で行うべきかについて、論者自身の抱えてきた課題を基に考えるこ
とにする。

４．日本における現地語を母語とする移民二世が抱える課題
現地語を母語とする移民二世が抱えていると考えられる具体的な課題について、
当事者としての論者のライフヒストリーを振り返り、分析・考察を行った。本稿
では、その結果明らかとなった以下の４点について示す。
①無所属感
②「〇〇人らしさ」という枠組みによる葛藤
③家庭内の対立
④家庭の閉鎖化
なお、ここで当事者としての論者のプロフィールを簡単に記述しておく。
・父母が 20 代の頃に韓国から日本に移動し、論者自身は０歳から日本で育った移
民二世である。

・父の使用言語は日本語・韓国語・英語、母の使用言語は日本語・韓国語である
が、家庭では主に日本語を使用している。
・両親は、夫婦間では度々韓国語を使用することもあるものの、子どもたちは全
員家庭では基本的に日本語のみを使用し、両親の韓国語での発話にも日本語で
返答する。
・子どもたちは皆日本の公教育を受けている。
本稿であげる課題は論者のライフヒストリーを中心に得た考察のため、日本に
おいて日本語を母語とする移民二世の課題であるが、他国で現地語を母語とする
子どもたちにも通じる課題もあると考えている。
課題①無所属感
まず、日本において日本語を母語とし外国にもルーツをもつ子どもたちを取り
巻く社会について整理すると、マジョリティとマイノリティという二項の対立構
造があるといえる。松尾（2005）で指摘されているように、日本社会のマジョリ
ティは「日本人性（Japaneseness）
」を有している。この日本人性はマジョリティ
には無自覚な特権であり、マジョリティは無意識のうちに同質の「仲間」とそう
ではない「他者」を区別しており、日本人性という特権を有していない外国出身
のマイノリティは排除されてしまう。このとき、日本社会には日本人性を有する
マジョリティと日本人性を有していないマイノリティの二者しか存在していない。
ここで、この社会構造における、外国にもルーツをもつ日本語母語話者の子ど
もの位置付けを考えてみると、この子どもの抱える課題の一端が垣間見える。日
本で日本語を母語とする子どもたちは、日本語母語話者であることで、日本社会
におけるマジョリティ性を有している。一方で、この子どもたちは家庭内にマイ
ノリティ性を有しており、マジョリティ性とマイノリティ性の双方を持ち合わせ
ているといえる。日本社会はマジョリティかマイノリティかという二項しか存在
せず、その双方を有する存在は想定されていない。その結果、この子どもたちは
他者からの認識と自己の認識の齟齬や、周囲と違って「どちらか一方ではない自
分」に直面し、マジョリティ性対マイノリティ性という葛藤を抱えることになる。
このマジョリティとマイノリティのあいだで起こる葛藤は、子どもたちに「どち
らにも属することができない」無所属感をもたらす。
課題②「〇〇人らしさ」という枠組みによる葛藤
無所属感をもつ子どもは、自他ともに認められる所属感を求めるが、そこで直
面するのが「〇〇人らしさ」という枠組みである。これは「日本人性」が生む、
根強く残る固定概念である。松尾（2005）は、日本人性が「事物には本質的な実
体があるととらえる本質主義に立ち、日本人と外国人が二項対立的に定位され、
日本人とは異なる一枚岩的な実体をもつ存在として外国人を見るレンズ」を形成
すると指摘する。つまり、「○○人らしさ」を固定概念化してしまうのである。
これは、幼少期より日本で育ったこの子どもたち自身にも内面化されている概
念だといえる。他者からも自分自身からも強いられる「〇〇人らしさ」という枠

組みは、複数の文化背景にたち「〇〇人」という一つの枠におさまらない子ども
たちにさらなる葛藤をもたらしてしまう。
課題③家庭内の対立
この子どもたちは家庭内でも課題を抱えやすい。外国で育った一世の親と、日
本で育つ二世の子どもとの間で対立が生じるのである。これは、一般的な親子の
対立以上に根が深く、解決が困難である。親子それぞれの母文化の価値観の違い
による対立は、互いに理解が容易ではない。しかし、解決が困難となる要因はそ
れだけではない。先述で親の使用言語を子どもたちが詳細に理解していたように、
この子どもたちは日常の些細な場面からも親が自身と異なる文化をもつことを突
き付けられている。子どもたちは親の母文化が自分と同一でないことを感じてお
り、その結果、たとえ一般的な家庭に見られるような些細な対立でも、その原因
を「母文化のちがい」という越えられない壁として認識してしまう事態も度々起
こるのである。親子間に越えられない壁があると認識してしまうことで、いつし
か子どもたちはわかり合う努力を諦めてしまう。そして親子間の対立は深化して
いく。
この問題は、移民二世の先行研究で述べられてきた従来の「文化的葛藤」とは
異なるものである。従来の文化的葛藤は、複数の文化の間で育つ二世が、それぞ
れの文化の価値体系のちがいからアイデンティティの危機を引き起こすというも
のであった。本稿で扱う対立による葛藤は、従来の文化的葛藤よりむしろ山本
（2002）の論に近い。山本は、従来の文化的葛藤という言説を批判し、個人の日
常的な他者との交渉の中での自己形成過程を捉えるべきだとしている。その中で、
「日常的な周囲の人々との相互作用の中で、他者として差異化されたり、それを
打ち消したり、自ら差異化したりしながら、固定的な文化概念に基づく言説によ
って外部から規定される『イギリス人であること』や『中国人であること』の意
味をいかに読み替えて自らを位置付けていくかという視点から、彼らの自己形成
過程を検討」している。
本稿で扱う対立は、山本が指摘しているように、固定的な文化概念を規定され
ることによる対立である。ただ、本稿ではさらにこの固定的な文化概念を規定す
るのは外部によるものだけでなく、自身による規定も起こっていると付け加えた
い。この文化概念は、移民二世の子ども自身にも内在している。自他から強いら
れる文化概念とそれにより生じる壁を認識することで、親子間の対立が深刻化す
るのである。
課題④家庭の閉鎖化
前述した家庭の課題は、外部から見えにくい課題である。子どもたちは、自身
の抱える課題を、家庭外の人に打ち明けることがなかなかない。子どもたちにと
って自身と家庭のマイノリティ性をマジョリティである他者に晒すことが困難な
ためである。これは、マジョリティ性を有するこの子どもたちが、先述の無所属
感からマジョリティへの所属感を求め、マジョリティから排除されるマイノリテ
ィ性を晒すことができないためである。加えて、自身と異なり日本語母語話者と

いうマジョリティ性をもたないマイノリティの親を守りたいという気持ちが働く
ためだと考えられる。家庭のマイノリティ性を語ることは、自身の親のマイノリ
ティ性を語ることである。子どもたちは、マジョリティ性を有するマジョリティ
とマイノリティのはざまの存在として、家庭を守ろうとするのである。

５．今後の課題
本稿では、移民二世について、現地語を母語とする子どもたちへの視座の必要
性、そしてこの子どもたちにどのような課題が起こりうるかを明らかにした。し
かし、ここで述べた課題は、論者の当事者としてのライフヒストリーを中心に考
察したものであり、多様な環境下にある移民二世の課題を明らかにするためには、
より様々な環境にある人々へ調査を行う必要がある。
今後は、一世である親の出身国や父母の出身の同異に加え、家庭における言語
の使用比率、家庭環境（教育方針やきょうだいの有無、経済状況など）といった
点で様々に異なる人々へインタビュー調査を行い、移動した親をもつ子どものア
イデンティティ形成についてより具体的に明らかにする。
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演じることから生み出されるもの
「ゆるキャラ」の自己紹介作成の事例を中心に

WHAT IS CREATED FROM GETTING INTO THE CHARACTER
FOCUS ON THE CASE OF “MAKING YURU-CHARA SELF-INTRODUCTION”
早矢仕智子
Tomoko Hayashi
宮城学院女子大学
Miyagi Gakuin Women's University
１．はじめに

外国語学習の目標の１つとして、対象言語が使用されている国や地域の文化を
理解することの重要性は広く認知されている。しかし、それをどのように扱うの
か、共通の理解があるわけではない。日本語学習者たちは日本の文化に大きな興
味と関心を持っている。一方、教師自身も日本の文化を日本語学習に取り入れた
いと思いながらも、どのような文化事象を選択したらいいのか、または言語と文
化をどのように組み合わせながら教えていったらいいのか、実際の教室活動にお
いて難しさを感じているのが実情である。
筆者は国際文化フォーラム(TJF)が作成した『外国語学習のめやす 2012』(以下
「めやす」といい、引用ページ数を記載する)で提言されているカリキュラムデザ
インの考え方をもとに、韓国の大眞大学校の授業「時事日本語」において、「ゆる
キャラ」をテーマにセマティック・ユニット(thematic unit)を取り入れた授業を実
践した。日本語学習の学びを深める文化の学習とはどのようなものなのか、文化
の学習と日本語学習の連繋を意図した授業実践から見えてきたものがある。
授業実践を通して得た課題を２つ挙げる。１つ目は適切なテーマを設定するこ
との重要性である。「めやす」で言うところの文化を学習するということは、その
対象について多様な視点を持ち、自らの意見を構築することを目指すものと考え
るが、そのためには学習者が主体的に調べたり考えたりできるテーマがもっとも
肝要である。加えて、柔軟な思考を醸成し、ステレオタイプに陥りがちな外国語学
習者の文化観を新たな発見と共に深めていくような方法が効果的に提示されなけ
ればならない。
２つ目は文化の学習を通して、外国語学習そのものへ、どのように連繋させて
いくかということである。そのような意識を持たなければ、文化の学習は外国語
教育と断絶してしまうだろう。「めやす」でいうところの総合的コミュニケーショ

ン能力を伸ばすためには多種多様な授業デザインや具体案を開発していく必要が
あるが、本稿では授業活動中に派生的に実施した課題、「ゆるキャラ」の自己紹介
の作成について分析し、そこから得ることができた日本語教育の目的と方法につ
いても考えを述べてみたい。
２．『外国語学習のめやす 2012』における外国語学習と文化の考え方

『外国語学習のめやす 2012』は国際文化フォーラム(TJF)が中心となり、日本
の高校の中国語と韓国語教育の教育者たちによって作られたが、中国語や韓国語
にとどまらず、外国語教育全体の新しい理念、教育目標、それらを達成するための
カリキュラムデザインや授業設計の方法、さらには具体的な学習内容や学習活動
も提案している。その教育理念には「外国語の学習を通して、他者を発見し、自己
を発見し、自他の理解を深めながら関係性を築き、協働社会を創ることをめざし」
(p.17)、「外国語教育は単なる道具としての言語を習得させるものではなく、21世
紀を生きぬく資質と能力を育てることをめざす」(p.18)という教育目標をかかげ
ている。学習目標としては、3領域×3能力＋3連繋＝「〈言語・文化・グローバル
社会〉の３領域における〈わかる・できる・つながる〉という３つの力を〈学習者・
他教科・教室外〉との連繋によって育む」(p.19)という総合的コミュニケーション
能力の獲得を目指しているが、どのように連繋させるのかが主眼であり、具体的
にはコミュニケーション能力指標を15の話題分野1、４つの言語運用能力2レベルに
設け、学習到達目標を「～ができる」という能力記述文(Can-do statements)で指標
化している。
「めやす」の考え方で注目すべき点は、まず「めやす」では「グローバル社会」
という言葉を使っているが、外国語学習の目標とする領域を「社会」にまで広げて
いることだ。さらに、その「社会」という考え方に連動していくものと考えられる
が、今までの外国語学習のスタンダードでは〈わかる〉〈できる〉までであった目
標を〈つながる〉というところにまで推し進めていることである。それが「めやす」
でいうところの総合的コミュニケーション能力とされる。

1

15の話題分野 01.自分と身近な人々 02.学校生活 03.日常生活 04.食 05.衣とファッション 06.住まい

07.からだと健康 08.趣味と遊び 09.買い物 10.交通と旅行 11.人とのつきあい 12.行事 13.地域社会と世
界 14.自然環境 15.ことば
2

4つの言語運用能力レベル レベル1：学習した基本的な語彙・表現を使って簡単な言語機能を果たせるレベ

ル。レベル2：学習した語彙表現、文法を使って、想定内の言語活動が行えるレベル。レベル3：想定外の状況
でも、助けを借りて言語活動が行えるレベル。レベル4：想定外の状況でも、言語を創造的に使い、複雑な言
語活動もできるレベル。

また、「めやす」における文化とは「広義の文化を意味し、人びとの生活様式や
行動様式、それらの背景にある抽象化された価値観や考え方、感じ方などを含む、
生活体系全体を指すことば」(pp.26-27)として定義されている。「めやす」では言
語と直接結びついている文化と、言語使用の場面、状況およびコミュニケーショ
ンの相手を理解するために必要と思われる言語の背景にある文化(日常の生活様
式、考え方、感じ方、価値観だけでなく、教育などの制度、社会、宗教、地理、歴
史、自然環境なども含む)を学習の対象とし、それらの文化を、さらに「目にみえ
る文化(事物と行動)」と「目にみえない文化(考え方、感じ方、価値観など)」とい
う視点に分けて捉えている。そして、「めやす」の考え方においては、外国語とし
ての日本語の学習において、文化の領域を通して社会と繋がっていくことが目標
にされている。
今回の授業事例は、伝統的な文化対象である歌舞伎や茶道といったものではな
く、今、目の前にある日本の文化、言い換えれば、現実の日本社会をリアルタイム
に理解することを目標とした。具体的には、日本語という言語の背景にある文化
について、
「ゆるキャラ」という「目にみえる文化」をテーマに、日本人の価値観
や考え方など「目にみえない文化」を理解し、考えながら日本語を学習するという
ものである。
３．授業実践「ゆるキャラ」の自己紹介作成の考察と分析

３.１ 授業の概要
「ゆるキャラ」の自己紹介作成の課題は、先に述べたように授業活動中に派生
した実践であったが、まず単元としての授業の概要を簡単に紹介する。
テーマ：「ゆるキャラ」を通して日本の今について考えよう。
学習目標：１)日本の「ゆるキャラ」について理解を深める。「ゆるキャラ」の背
景にあるものは何か、何を投影しているのかについて考え、日本の地
域社会の問題、日本人の精神性などとの繋がりを考察する。
２）文化事象としての「ゆるキャラ」を考察することによって、現在の
日本文化や社会を表す「時事日本語」の能力を高める。日本文化や社
会について日本語で説明したりするだけでなく、韓国文化や社会に
ついても自分の考えを述べることができる。
対象科目：時事日本語
対象学生：大眞大学校国際学部日本学専攻4年生13名
(日本語学習レベルは中～上級程度)
実施期間：2014年3月／時間数160分×4(1回につき80分×2の連続授業)
学習方法：セマティック・ユニット(thematic unit)を取り入れた活動。

評価方法：個人課題・ふりかえりシートの記入。自己評価による成績加算点がある
ことを事前に伝達。
３.２

「ゆるキャラ」を演じることによる日本語の自己紹介の作成

単元としての授業デザイン、授業の内容の分析と考察、ふりかえりと自己評価
については拙論文「日本語学習の学びを深める文化の学習－セマティック・ユニ
ット「ゆるキャラ」の授業実践－」3に詳しい。本稿では「ゆるキャラ」を演じる
ことによる日本語の自己紹介の作成について、学習成果の分析と考察を詳しくま
とめた後、文化の学習と日本語学習の連繋から得ることができた日本語学習の目
的と方法について考えを述べる。
この単元の開始時、インターネットの検索を通して「ゆるキャラ」を調査した時
に、各自お気に入りの「ゆるキャラ」を見つけさせたのだが、その楽しそうな様子
を見て、学習者自身が、その「ゆるキャラ」になりきって自己紹介をするという課
題を思いついた。実は評価のために個人成果物が必要であったこと、学習者にと
って、より直接的な日本語の学習になる課題を与えたいと考えたからである。
「ゆるキャラ」の具体的なプロフィールの情報は、インターネットを通して容易
に手に入れることができる。それらの情報を使って、口頭表現を前提とした自己
紹介文にリライト(rewrite)する。次に、それを実際に声に出して読みながら録音し、
音声ファイルを作成する。個人課題とし、自己紹介文のタイピング原稿と音声フ
ァイル、自己(「ゆるキャラ」)の写真を提出物とした。通常「ゆるキャラ」は話す
ことをしないが、自分が選んだ「ゆるキャラ」のプロフィールを読み、市町村の地
理的位置や広報内容を調べながら、その「ゆるキャラ」が持つイメージを膨らま
せ、擬人化を行う作業である。キャラクターに合わせた適切な文体や語彙(男言葉・
女言葉)、一人称の使用、文末表現などに工夫をするように促した4。また、地域の
広報を入れることも評価のポイントとした。
発表は単元の最後の時間に「ゆるキャラ」たちの写真をパワーポイントで映しな
がら、録音された音声をクラス全員で聞いた。当初、学習者たちはクラス全員で聞
くことを恥ずかしがっていたが、
「ゆるキャラ」たちの写真を見ながら、その自己
紹介のストーリーを聞いていると、不思議にその「ゆるキャラ」たちが本当に話し
ているように聞こえてくる。通常とは違う友人たちの自己演出に新たな発見もあ

3

早矢仕智子(2016)「日本語学習の学びを深める文化の学習－セマティック・ユニット「ゆるキャラ」の授業

実践－」,『日本語教育研究』35,pp.201-220
4

国際交流基金サイト「アニメ・マンガの日本語」http://www.anime-manga.jp/ (2020 年 5 月 5 日閲覧)を紹介
した。

り、クラス全員で単元全体をふりかえることができる楽しい時間となり、学習者
自身が授業に対する達成感を得ることができたようだ。
学習者たちはアニメーションやマンガに慣れているせいか、キャラクターを造
形することについての応用力(日本語の一人称の多様性についての気づき、選んだ
「ゆるキャラ」に合わせた話し方や文末表現の工夫、機械的音声処理など)が驚く
ほど見られた。一方、中級レベルの学習者の中には、自己紹介であるにもかかわら
ず、途中で三人称に移行してしまうといった混乱が見られたものもあった。既存
の情報をどうリライト(rewrite)するかは、日本語学習者の読解力と作文力の向上に
とっても効果的な方法であると考えられる結果であった。以下に実際の作品を２
つ紹介する5。

作品例１

しんじょう君（高知県）

WS・女子

こんにちは。ぼくの名前はしんじょう君。誕生日は4月28日。５才だよ。
特技はダンスと水泳。おしゃれとアニメが大好き。ぼくは今高知県須崎
市に住んでいるよ。須崎市の宣伝と須崎産品の販路拡大、須崎の元気を
作ることがぼくの仕事なの。だから、ぼくが必要なら、いつでも呼んで
ね。応援に行くから。実はぼくはニホンカワウソだよ。ニホンカワウソ
は絶滅種で指定されて、ぼく一人だけ残されたんだ。でも、どこかでぼくの友だちが待って
いると信じてる。だから、毎日、友だちを探しに旅をしているんだ。もし、ぼくの友だちを
見つけたら、連絡してね。(原文のママ)
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
HP情報：しんじょう君 プロフィール https://shinjokun.com/
須崎市の新荘川で、最後に目撃されたニホンカワウソ、残念ながら絶滅種指定されてしまい
ましたが、しんじょう君は今日もカワウソの友だちを探しに旅をしています。そして、この
魅力いっぱいの須崎市のPRをしています。誕生日４月28日。年齢：５才くらい、特技：ダン
ス・水泳、趣味：おしゃれ・アニメ 帽子がとれるよ☆

作品例１は、インターネットサイト上のプロフィールが「です・ます体」で書か
れてあるにもかかわらず、しんじょう君が５才であるということ、さらに課題が

5

2020 年 5 月現在、ホームページ上において、それぞれのプロフィールの文章が若干変更されている。

音声による自己紹介の提出であることから、アニメの登場人物の子どもが使うよ
うな話し言葉での自己紹介文にリライト(rewrite)している。

作品例２

うなりくん（千葉県）

YH・男子

みんな、はじめまして。私の名前は千葉県のうなりくんです。私、実
は秘密があるよ。私…実はペンギンではない！私はペンギンではなく
うなぎだよ。う．な．ぎ．！！私に翼がなぜあるかと質問する人もい
ると思うよ。というのは私の腹に書かれていること見えるでしょう？
私が住んでいるところにはみんながよく知っている成田国際空港があ
るよ。それで千葉県のみんなが私にこのようなかっこいい翼を付けてくれたよ。まあ、みん
なが私をペンギンと間違えるかもしれないが、でもこの翼本当にいいよ。あ、それより私が
住んでいる千葉県はみんながよく知っているディズニーランドもあるし、野球チームの千葉
ロッデのホームスタジアムもあるよ。東京にも近いからみんな一度来てほしいよ。(原文の
ママ)
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
HP情報：うなりくん プロフィール http://unarikun.jp/
ぼくの名前はうなりくんです。うな。成田の役に立つ仕事をしようと思って市役所の窓口で
相談したら、市長から成田の観光PRをしてほしいって言われて、「成田市特別観光大使」に
任命されたの。それで、イベントに出演したり、ツイッターをしたりして、成田のPRを頑張
ってるんだ！うな。うなぎだけにつかみどころのない性格なんていわれているけど、ホノボ
ノとした平和な性格で、誰とでもすぐに仲良しになれるよ。うな。（以下省略）

作品例２はインターネットサイトの情報だけに頼らず、千葉県の地理的知識や
自分の考えも入れながら自由に作成している。サイト上のプロフィールには、擬
声語のような「うな」が挿入されているなど、プロフィールをそのまま読んだだけ
でも自己紹介になり得るような文体で書かれてあるのだが、学習者自身のオリジ
ナリティが勝ったものになっている。両作品とも、紙面では個性溢れる実際の音
声を紹介できないのが残念である。
この「ゆるキャラ」の自己紹介という課題を日本語学習における意味と効果とい
う視点でまとめてみると、１つ目はリライト(rewrite)という方法についてである。
リライト(rewrite)とは、たとえば文章を手直しする仕事としても、国語力や文章力
向上のための練習方法としても一般的に行われているが、日本語学習の方法の１
つとして捉えるような研究成果は明らかにされていない。日本語学習者にとって

元となる文章があるということは、いわば会話練習におけるテキストのモデル会
話のようなものであり、語彙や文法の学習のために大きな助けになるはずだ。つ
まりインプット(input)としての材料が提示されるわけだが、それを使って、後に
述べるところの川口(2009)の「文脈化」にも通じる内容である「『だれが・だれに
向かって・何のために』使われるものであるかを明示して指導すること」をアウト
プット(output)としての成果物に課した時に大きな効果があると考えられる。そ
して２つ目は自分の書いた文章を声に出して読んでみるという口頭表現を加える
ことである。自分の書いた日本語が日本語として自然なものであるかという自己
検証を課題として与えたこととなった。「ゆるキャラ」の課題は自己紹介であった
ので、音声課題もごく自然な必要性があったのだが、結果として複合的なアウト
プット(output)の活動を達成することができた。
３.３ 演じることの意味
「ゆるキャラ」の自己紹介の作成は文化の学習と「言語」領域との連繋を意図し
たものであるが、より直接的な日本語学習を意識した課題である。「めやす」の
「言語」領域における〈できる〉過程においては、「言語知識は必要であるが、コ
ミュニケーション活動を通して、言語のしくみを学ぶことをめざす」(p.23)のが大
事であり、「文法項目を順番に教えるのではなく、目標とするコミュニケーション
行動に必要な表現・語彙を適宜導入する」(p.23)方法をとることが書かれてある。
さらに、「身ぶりや写真などを使ったり(非言語的方略)、相手に聞き返したり(言
語的方略)など、コミュニケーションのためのストラテジー(方略)を身につけるこ
とも重要である」(p.23)としている。
素材として扱った「ゆるキャラ」は市町村のホームページでの情報も多く、中級
レベルの学習者たちにとって、それらの情報を使いながら自己紹介のストーリー
を作ることはさほど難しくない。調査対象でしかなかった「ゆるキャラ」を自ら演
じることによって、日本語を発話する楽しさを感じることができるのではないか
と考え、口頭表現の音声課題を加えた。川口(2012)は「演じること」による「文脈
化」の指導、つまり表現を使う場の状況や目的、表現する内容を明確に指示するこ
とが日本語学習において効果をあげると述べているが、それだけにとどまらない
意味があると考える。それは演じるという行為を通して、別な言い方をすれば、演
じるというフィルターを通ることによって、語られる内容は否応なく客観化され
るということである。「演じること」は発話者自身が日本語そのものを客観的な対
象として、意識的にも無意識的にも認知することができる行為であるのだ。
日本語教育における学習の考え方は、初級や中級レベルにおいては自分の身の
周りのことをタスクにすることが鉄則のようになっている。それは間違いではな
いが、アプローチの仕方を少し変えてみることもおもしろいかもしれない。そも

そも学習者にとって、自分のことを語るということにストレスや煩わしさがある
ことを忘れてはいけない。たとえば初級レベルで家族の呼称を学習する際、教師
から半ば強制的に与えられる「わたしの家族の紹介」が、多様性があるこの現代社
会において、果たして妥当なタスクとして評価できるかどうか、教師はもっと敏
感になるべきである。筆者は漫画『ちびまるこちゃん』を提示し、学習者が「まる
こ」になり、「まるこ」の家族を紹介するといった教室実践を行っているが、学習
課題としての「私」からの解放が学習へのストレスを軽減し、より軽やかな教室活
動になることを実感している。
「ゆるキャラ」の自己紹介の課題も同様である。敢えて「私」からを解放し、「他
者」になりきることによって、「私」は対象である「他者」と重なり合う。その重
なり合いは「演じること」というフィルターを通るのであるが、語る対象が「私」
ではなく「他者」であることによって、語られるストーリーは必然的に「他者」の
視点を獲得する。しかも、通常「ゆるキャラ」はことばを発することをしない。こ
とばを通した自由な想像力と創造性を発揮する機会が、より一層与えられたと考
えられる。
以下は物語文学の語りについて書かれたものであるが、深い示唆を与えてくれ
る。「自己が他者を見る眼を養ってしまったことは、ひるがえって、他者が自己を
どう眺めるかを意識することであり、それはすなわち、自己が自己を眺める視点
を得たことでもある」6。外国語学習にとっても重要であると考えられているメタ
認知能力のありようと同義であると解釈されるのではないだろうか。
４．おわりに

外国語教育としての日本語教育をどのように考えるかといったことにも関連が
あるが、単なる技術や道具としての外国語を身につけるための外国語教育の時代
は終わりを告げている。ことばと表現を思考する教育を外国語学習の中でも達成
していくために、筆者自身は外国語を学習することによって、学習者のメタ認知
能力(自己と他者による会話に関する知識を持ち、自己の会話を客観的にモニター
して調整していく能力)を向上させることが、重要な課題であると考えている。
自己紹介というタスクは初級から上級まで、それぞれのレベルに合わせての学
習が可能である。本来は自己を語るものであるが、「ゆるキャラ」の自己紹介の課
題のように、敢えて「私」からを解放し、「他者」の視点を持つことは、ことばと
表現の活動を深化させ、拡大させるものと考える。それは語る対象が「他者」にな
り、客観化されることによって、自己の相対化が起き、メタ認知能力が開発される

6

栗原裕(1974)「
〈かたり〉の起源」,『小説の語り』,朝日出版社,pp24-48

からである。さらに言えば、対象が自分のことではなくなることによって、より自
由な想像力と創造性を発揮する機会が与えられるからでもある。
「ゆるキャラ」の自己紹介の作成は派生的に実施した課題であったが、文化の学
習が日本語学習へと連繋できることが実証できたと感じている。従来の外国語教
育において学習対象となる文化については言語と切り離された形で、または言語
教育のための文化理解という側面での学習方法が中心であった。今回、セマティ
ック・ユニット(thematic unit)を導入し、「ゆるキャラ」の文化を学習した日本語の
授業はそのどちらでもない。目の前にある文化そのものを学ぶことがそのまま日
本語の学習であり、ひいては日本語の学習の学びを深めるという方法である。文
化の学習と日本語学習の連繋によって生まれる日本語教育の可能性を今後も追及
していきたい。
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