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初級日本語クラスと「創造性」:  
ポッドキャストドラマプロジェクトの可能性 
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コロンビア大学  
佐藤慎司 浜田英紀 ナズキアン富美子  

 
 

1. はじめに 
外国語教育の初級レベルの教室活動では、どちらかと言えばことばに関する規

則を学習し、それを練習し「正確に」使えること、「解釈」することが重要視さ

れており、実際に教室の外に出て使用する、創造的に使用するのは中上級になっ

てからと考えられる場合が多い (Brynes & Maxim 2004)。それでは、どの段階で
教室外に出て、実際に言葉が使われているコミュニティー、社会と関わっていく

ことを促すことが適当なのであろうか。この問題を考えるために、本稿では、ま

ず、ことばと創造性(creativity)に関するこれまでの議論を振り返り、初級段階で
も創造性を培うような活動を取り入れることの重要性を唱える。その後、ポッド

キャストドラマプロジェクトの作品を分析することにより、初級レベルにおける

ポッドキャストドラマプロジェクトがいかに創造性を培っていくことができるの

か、その可能性について考える。 
 
2. ことばと創造性1 
ことばには規範的な側面もあるだけでなく同時に創造的な側面もある

(Jakobson 1960, Hymes 1974)。それは対極的なものと考えられることが多いが、
ことばはどちらの側面も兼ね備えており、どちらのほうがより重要であるとか、

大切であるといったものではない。また、ことばの規範も多様性があり、時間と

ともに変化する有機的なものである。さらに、既存の規範を受け継ぐだけでは、

ことばは変わり得ない。ことばの変化を可能にするのは何か新しいものを生み出

していく力であり、その新しい使用を認める人々である。そこでは創造性という

言葉はことばの変化を理解する上での一つのキーワードになる。 
創造性は一般的に個人の中に内在する能力のようなものとして捉えられる傾向

にあった。そして、そこでは聞き手／読み手が話し手／書き手の生み出したもの

どう捉えるのかといったことはあまり意識されてこなかった。しかし、創造的使

用と誤った使用の境界線は明確に引けるものではなく、ことばを創造的に使用し

ているか否かを決定するのは、話し手／書き手と聞き手／読み手の両方である。

あることばの使用が創造的であるか否かの決定は、一回で決定されることもある

                                                
1ここでことばを創造的に用いるというのは言葉（語彙、文法、構成、ストー

リーラインなど）だけでなく、さまざまなモダリティー（声のトーン、ジェスチ

ャー、写真、色、フォント、デザインなど）を創造的に用いること全てを含んで

いる。 
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が、多くの場合は交渉次第であることが多い。最近のことばと創造性(creativity)2

についての研究では、創造性は個人の中に内在する能力のようなものとしてだけ

ではなく、むしろ、つくった人とそれを受ける人との関係性の中から現れるもの

だと捉える見方が台頭している。 
この視点をことばの教育に取り入れる場合、そのことばが用いられている色々

なコミュニティーで、また、様々なジャンルのことばの使用に実際に関わり、ど

こまでが創造的使用で、どこからが相手に理解してもらえなくなるのかを体験す

る必要がある。実際にことばを使用する場合、聞き手、読み手のいないことばの

使用がない3ということを考えると、学習者ができるだけ早い段階から、教室内

だけでなく教室外で実際にことばの使用に関わることが大切になってくる。そし

て、読み手、聞き手を意識できるように、実際の場で何度も使用することが大切

である。それにより反応、コメント、評価といった形で他者のフィードバックに

何度も触れ、それを自分の持つさまざまな知識と照らし合わせて、それを自分な

りに解釈していく、そのような機会を与えることによって、どこまでが創造的使

用として認められるかどうか確認できる。 
創造性には様々な機能があると言われているが、例えば、Carter (2004: 82)はそ

れを次のように分類している4。 
1. 視聴者に楽しみを与える。 
2. なれ親しんだ世界を、新しい方法で、楽しい新しいフィクションの世界に

作りかえる。 
3. アイデンティティを表現する。 
4. 人々の中に一体感を引き起こす。（受け入れられず混乱、批判を招く場合

もある。） 
 1 の「視聴者に楽しみを与える」は純粋に楽しいことをするということである。
しかし、この楽しみは制作者に取って楽しいだけでなく、受け手に取って楽しい

ものでなければ楽しみは与えられないことに注意したい。つまり、作り手だけが

楽しんでいて、聞き手／読み手のことを十分に意識しなければ視聴者に楽しみを

与えることにはならないのである。この項目は、創造的使用には聞き手／読み手

がどんな人たちなのかを十分に考える必要があるということも言っていると考え

られる。 

                                                
2英語の creativityという言葉の起源は create (創造する)の派生語である。それは
神が世界、生き物を作り出すこと（天地創造、創世記など）と密接に関連した言

葉であるが、今では創造性というのは、ただ作り出すというだけではなく、オリ

ジナリティーとか個性(individuality)、発明(inventiveness)といった言葉と密接に結
びつくような意味を持つようになっている(Carter 2004)。 
3 モノローグなども自分に対して話して／書いているという点で聞き手／読み手
は存在すると考えられる。 
4 Carter (2004)は４つの機能をあげているだけで、特にそれ以上の説明は加えてい
ない。ここでの説明は佐藤の解釈である。  
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 2の「なれ親しんだ世界を、新しい方法で、楽しい新しいフィクションの世界
につくりかえる」は、創造性がただ単に新しいものを生み出すというのではなく、

その新しいものが他者にも理解されるためには、これまでの既成のものを基にし

て作られていなければならないということを意味している。つまり、全く何もか

もが新しい場合、他者からの理解は全く得られないからだ。例えば、これを理解

するには、突然何の脈絡もなしに新しいアルファベットを作り出しても、それは

他の人にはまったく理解されないといったような例が挙げられる。従って、この

項目は、既存のものを用い、いかに新しく組み合わせてデザインをし、他者に理

解してもらうかという視点が必要であることを言っている。  
 3の「アイデンティティを表現する」は自分がどういう人間か、他の人にどう
見てもらいたいのかを示すということである。そして、このアイデンティティは、

個人としてのアイデンティティの表現である場合もあれば、今回のプロジェクト

のようにグループで何かをする場合、集団としてのアイデンティティを表現して

いる場合もある。ただ、このアイデンティティが聞き手／読み手にどう受け止め

られるのかは聞き手／読み手との交渉次第である。 
 4の「 人々の中に一体感を引き起こす」は創造的な使用は、その使用にコミュ
ニティーの皆が同意し、皆がまとまっていく、そのきっかけを与える場合もあれ

ば、それが、反対にコミュニティーの混乱を招くこともあるということを言って

いると考えられる。つまり、創造的使用によりどちらの事態が招かれるかは、話

し手／聞き手とそれを受け取る人との間に何らかの共有された知識や情報がある

かがそれを決定する鍵となるが、それは結果的にしか捉えることができない。こ

の項目は創造的使用が他の人に何か変化のきっかけを与えているということを意

味している。 
 次節ではこの４つ創造性の機能に着目し、学習者のポッドキャストドラマプロ

ジェクトの作品を分析する。それにより、今後このプロジェクトが学習者の創造

性をどのように育成していくことができるのか、その可能性を考える。 
 
3. 実践概要：ポッドキャストドラマプロジェクト5 
 ポッドキャストとは、ブログなどのインターネット上に音声データや動画デー

タをアップロードして、他者に公開することをいう。ポッドキャストの利点はイ

ンターネットを介してより多くの人に音声や動画を視聴してもらえることである。

今回のポッドキャストドラマプロジェクトではその利点が考慮され、学習者が作

った動画データは iTunes とブログ上で配信された。このように、本プロジェク
トはいわゆるクラス内だけの架空の聞き手／読み手を対象とするのではなく、ク

ラス外の実在する視聴者を対象とする活動になっている。 
 本プロジェクトは、某アメリカの私立大学の初級日本語クラスで行われ、実施

されたのは秋学期１５週間で、６６人が参加した。授業は１コマ６５分で、１週

間に４回、そして発音や聞き取りの練習をするラボセッションが１週間に１回

（５０分）あった。カリキュラムは文法積み上げ式であり、宿題、作文、小テス

                                                
5 詳細は佐藤･深井 (2008a) ，佐藤･深井 (2008 b) も参照。 
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トなどがある中、それに上乗せされた形でこのプロジェクトは進行していった。

学習者がこのプロジェクト中に学習した文法項目は、位置文、存在文、助数詞、

形容詞・形容動詞の過去形などであった。 
本プロジェクトは秋学期の中頃に始まり、プロジェクトの目的、ポッドキャス

トの視聴者、全体の流れについての説明がなされた。学習者に提示されたプロジ

ェクトの目的は以下の２点であった。 

1. 日本語とモダリティー（声のトーン、ジェスチャー、写真、色、フォン
ト、など）を使って、日本語話者に自分の意見を積極的に表現する。 

2. メディア媒体がどのように機能し、情報を伝達できるか経験を通して考え
る。 

学習者はポッドキャストの視聴者である「クラスメートとこの私立大学、この 
大学がある街、そしてアメリカの大学の生活に興味がある日本語話者」を念頭に

ポッドキャストを作るよう指示が出された。このように、本プロジェクトはポッ

ドキャストというビデオ配信メディアを使い、情報を積極的に発信することを目

的として行われた。 
以下にプロジェクトの手順を記載した。この流れに沿うことにより、学習者は

お互いに評価、反省、書き直しという過程を踏みながら、ポッドキャストの視聴

者をより意識して活動することができるように配慮がなされている。 
1. プロジェクトの目的や手順の説明。 
2. 「どんなポッドキャストがいいポッドキャストであるか」考え、最終評価の
際の評価基準を作成。 

3. 企画書を作成し、他のグループの企画書にコメント。 
4. コメントを基に企画書を書き直し、脚本を作成。（教師は各グループの脚本
に文法や語彙に関してコメント） 

5. 第１稿を撮影。 
6. 他のグループの第１稿にコメント。 
7. コメントを基に脚本を書き直し、最終稿を撮影。 
8. 1の評価基準を基にポッドキャストを自己相互評価。 
9. 作品を iTunesとブログ上で配信。 
 
4. データ分析と考察 
 ポッドキャストドラマプロジェクトは、モダリティー（声のトーン、ジェスチ

ャー、写真、色、フォント、など）を使いながらメディア媒体がどのように機能

し、情報を伝達できるか考えることを目的として始められた。合計１６のポッド

キャスト（Appendix A を参照）が作成されたが、ここでは、２つの事例を、上
述した４つの創造性の機能の視点から分析・考察し、このプロジェクトが学習者

の創造性をどのように育成していけるのか、その可能性について考える。 
 
事例１ ジョジとライトくんのすばらしいりょこう 
 このポッドキャストは、大学のキャンパスとその近辺を、勉強に飽きた二人の

学生（ジョジとライト）が冒険していくストーリーである。その流れに沿って大
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学とその周辺が紹介されている。冒険の途中には、様々な障害となる敵が存在し、

最後には悪のボスがジョジとライトの前に立ちはだかる。以下は障害となる敵の

リストである。 
1. 酔っ払ったフラタニティーの学生 
2. 黄色い鬼 
3. 女子大学に存在するモンスター 
4. 狂った化学教授 
5. 最後の敵（カンジラ） 

   
酔っ払ったフラタニティ

ーの学生 
黄色い鬼 最後の敵 

（カンジラ） 
これらの敵と遭遇する場面がこのポッドキャストの見所となっている。次の表１

は、各場面の説明とそこで使われている台詞・ナレーションの一部である。 
 
表１ 
障害となる敵 台詞・ナレーション 場面 
酔っ払ったフラタ

ニティーの学生 
 

ジョジ：何ですか。 

ライト：ドランクンフラットボーイズです

よ。 

フ１：この門は閉めるです。このなぞなぞ

は、ものはぎです。 

フ２：答えは何ですか。 

ライト：カタカナ。えー、むずかしいです

よ。 

ジョジ：答えは「すごいのフラットボーイ

ズはたくさんのみますよ」 

ライト：フラットボーイズは寝ています

よ。行きましょう。 

酔っ払ったフラタニティーの

学生が２人、ニヤニヤしなが

ら登場する。ジョジとライト

は状況がつかめないことを、

表情とジェスチャーで表す。

フラタニティーの学生から出

された日本語の問題が映され

る。ジョジとライトはその問

題を解いてフラタニティーの

学生を倒す。 

黄色い鬼 
 

謎の髭男：地下鉄はタクシーより安全で

す。 
大通りを走っている Yellow 

Cab と鬼の写真が交互に迫っ

てくる。ジョジとライトは地

下鉄を使って大通りを進む。 

女子大学に存在す

るモンスター 
 

ナレーション：駅の隣はバーナードカレッ

ジです。 
セクシーな音楽が流れ、ジョ

ジとライトは大学へ入ってい

く。女子学生の後ろ姿が下か

ら上へ映された直後にモンス

ターの絵が映され、ジョジと

ライトが走って逃げてくる。 
狂った化学教授 
 

ナレーション：あれはピュッピンホールで

す。ピュッピンホールの中に、コロンビア

ジョジとライトが化学の建物

に入ると、狂った化学教授が
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先生がいます。先生はフロンティアズオブ

サイエンスを教えます。フロンティアズオ

ブサイエンスはコロンビアのクラスです。

コロンビアの学生はクラスが嫌いです。 
ジョジ：ここはとても静かですね。 
ライト：私はとても怖いです。 
ジョジ：寒いですよ。 
教授：あなたたちは悪い学生ですよ。私

は、悪い学生食べます。 

出てきて、戦闘になる。教授

は竹刀を使い、２人はおもち

ゃの銃を使う。敗れたジョジ

とライトは化学の授業を受け

ることになるが、授業中に寝

る（教授の弱点）。教授は教

壇の後ろで倒れる。教壇の後

ろに残された教授の服だけが

映され、教授が消滅したこと

がわかる。 
最後の敵（カンジ

ラ） 
ジョジ：あ？電気を消しましたか。 

ライト：いいえ。消しませんでした。 

ジョジ：どこかへ行きますか。 

ライト：わかりません。悪いビーロは気の

狂ったです。 

ジョジ：あれは何ですか。 

ライト：あれはきょじんですよ。 

最後の敵：悪いビーロはあなたたちを送り

ましたか。 

ジョジ：はい、そうです。 

最後の敵：日本で勉強したいですか。 

ライト：それは、いい考えです。 
最後の敵：日本語をわかりますか。 

X Files の音楽が流れ、ジョジ

とライトが最後の建物に向か

う。突然昼が夜になり、最後

の敵（カンジラ）が現れる。

最後の敵は口から漢字を吐き

出し、ジョジとライトを攻撃

する。ジョジとライトは３つ

の漢字を正しく読み、最後の

敵に「celery」という単語を

言わせる。それが言えない最

後の敵は倒れ、２人を日本へ

行かせる。 

各場面には様々な工夫がされており、創造性がどのように機能しているかも見ら

れる。以下、各機能ごとに検証していく。 
 まず、「視聴者に楽しみを与える」だが、ここで重要な点は視聴者の「クラス

メートとこの私立大学、この大学がある街、そしてアメリカの大学の生活に興味

がある日本語話者」にどのような楽しみが与えられているかということである。

ここでは、同じ日本語のクラスメートにどのような楽しみが与えられたのか見て

みたい。酔っ払ったフラタニティーの学生の場面と最後の敵の場面で、敵は日本

語を使って攻撃してくる。フラタニティーの学生は日本語の読み問題（「すごい

のフラットボイズはたくさんのみますよ」）を出し、ジョジとライトに読ませる。

最後の敵は、「東」、「車」などの漢字を読ませる。ジョジとライトはこれらの

問題を正確に日本語で読むことによって、これらの敵を倒す。フラタニティーの

シーンで二人は、「カタカナは難しいです」と言っている。そして、最後の敵は

「日本語ができますか。見せてください」と言い、二人の日本語がどの程度でき

るのか判断しようとしている。つまり、このグループは、日本語は難しいけれど

も、１学期勉強したことでどのくらいできるようになったのか見せようとしてい

るのではないだろうか。このように、このグループは日本語を駆使して敵を倒し

ていく場面を入れることによって、クラスメートに自分たちがどの程度日本語が

できるようになったのか示し、さらにその満足感を与えながら「楽しみを与え」

ていると言える。そしてこの満足感と楽しみは自分たちのクラスだけではなく、

他の日本語学習者にも伝えられる可能性もある。 
 ２番目の「なれ親しんだ世界を、新しい方法で、新しく楽しいフィクションの

世界に作りかえる」で重要な点は、既存のものを使って新しいフィクションを作
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ることである。例えば、黄色い鬼が出てくるシーンでは、この街のシンボルの

Yellow Cabと日本の伝説的怪物である鬼の映像を使って、新しい怪物を作り出
している。その後、この場面では「地下鉄はタクシーより安全です」という説明

が入り、ジョジとライトが地下鉄を使って移動するところが映される。さらに、

最後の敵が登場する場面では、日本語担当教師の写真が使われており、その写真

に角、髭、漢字が描かれている。この敵は「カンジラ」と名づけられており、

「漢字」と「ゴジラ」6を合わせた造語であることがわかる。このように、この

グループは新しい怪物を創るだけでなく、単語を合わせて新しいことばも創るこ

とによって、新しいフィクションの世界を創ろうとしたと考えられる。 
 次に「アイデンティティを表現する」は、グループがどのようなグループであ

るか、そして自分たちをどう見て欲しいかという点が重要である。このポッドキ

ャストでは、上記の敵が登場する場面で、このグループがどのようなグループで

あるのか見せようとしていることがいくつか推測できる。まず、酔っ払ったフラ

タニティーの学生が登場する場面では、ただ単にフラタニティーの学生を登場さ

せているのではなく、あえて酔っ払った、悪いイメージの学生を使っている。こ

のことから、このグループがフラタニティーを嫌いなグループ、もしくはそれに

対して良いイメージを持っていないグループであることが予想できる。黄色い鬼

（Yellow Cab）が出てくる場面では、タクシーを怪物として扱っており、さらに
「地下鉄はタクシーより安全です」という説明が入ることから、このグループは

アンチタクシーのグループなのかもしれない。女子大学に存在するモンスターが

登場する場面では、綺麗な女子学生の姿が映し出され、その姿に誘惑されるよう

な形でジョジとライトが女子大学に入っていき、その直後にモンスターに遭遇す

る。このことから、このグループが綺麗な女性に誘惑されやすい男性を表現して

いることが予想できる。狂った化学教授と戦う場面では、化学の授業が嫌いなグ

ループ、最後の敵（カンジラ）と戦う場面では漢字が嫌いなグループ、というよ

うに、様々な自分たち（アイデンティティ）を見せようとしていることがうかが

える。 
 最後に、４の「人々の中に一体感を引き起こす」について触れておきたい。学

期末に行われた自己相互評価シートには成績を点数でつける欄とコメントする欄

があった。このグループのポッドキャストに対するコメント欄には、「いちばん

いいですね」や「とてもたのしいです」という、肯定的な意見が４つ見られた。

これらのコメントからは、どの場面（創造的な場面） が受け入れられたとは言
えないが、この作品が日本語クラスというコミュニティーに受け入れられている

ことがわかる。そして、「Sensei as the monster is hilarious」というコメントもあ
った。１つのコメントではあるが、「カンジラ」の場面が受け入れられているこ

とがわかる。これらとは反対に、受け入れられていないと思われるコメントもあ

った。例えば、「I had no idea what the heck was going on half the time.」や「I don’t 
really get the plot.」などがそれである。このポッドキャストがこれらのコメント

                                                
6 企画書に日本文化を取り入れることが書かれており、例としてゴジラがあげら
れている。 
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をした学習者には受け入れられなかったわけであるが、それが言語的な問題なの

か創造的問題なのかは、このコメントからはわからないことを付け加えておきた

い。 
 
事例２ 「 Victory for オバマ：あのときどこにいましたか」  
 このポッドキャストはクリスマスパーティーに集まったお互い知らない５人の

学生が２００８年の１１月４日の大統領選挙の時に何をしたかを回想するという

ストーリーである。この 5人は政治に関して異なる信念、態度を持っている典型
的な例、カリカチュアとして描写されている。ビデオはパーティーに招待された

５人が自己紹介する場面から始まり、テーブルを囲みながらそれぞれ５人が大統

領選挙の当日何をしたか話し、同時に回想のフラッシュバックの場面が流れ、最

後にパーティーの主催者が「ぶぶ漬けでもいかがですか」と言って、そろそろゲ

ストが帰る時間であることを暗示し終了する。 
 このグループはポッドキャストの目的を「バラク＝オバマの選挙に対する様々

な反応をおもしろおかしく誇張することが目的である7」と述べている。では、

このポッドキャストで描写される５人の登場人物はどのように描かれているので

あろうか。以下はこのポッドキャストを作成したグループメンバーによる登場人

物の記述である。 
1. パーティーの主催者 
2. 図書館に住んでいるという「典型的大学院生」政治に全く関心なし 
3. サラ•ペーリンを女神として崇めている「頑固な共和党支持者」 
4. オバマ当選のニュースを聞いて感激した友人 
5. オバマがいつかまたソビエト連邦を取り戻してくれると信じている「隠れ共

産党員」  

   
オバナ当選のニュースを

聞いて感激した友人 
「隠れ共産党員」 頑固な共和党支持者 

このポッドキャストでは、それぞれのイメージがカリカチュアとして風刺されて

いる。では、日本語を勉強して３ヶ月ほどの限られた日本語で、実際にどのよう

にそのイメージを表現したのであろうか。表２は実際のナレーション、そして、

出来事がおこる場面を登場人物ごとにまとめたものである。 
 

                                                
7 英訳は佐藤による。もとの英語は次のように書かれていた。We aim to put a 
humorous and over the top spin on the different reactions to the election of Barack 
Obama.   
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表２                                                        ＜ ＞他の登場人物の発話 
登場人物 ナレーション 場面 
政治無関心な大学

院生 
 

-- 私は図書館に住んでいますよ。あの晩

は図書館の喫茶店へ行きました。ブロード

ウェイへ行きました̶ブロードウェイの近

くはとってもにぎやき8でした。どうしてで

しか？わかりませんでした。 

コーヒーテーブルを囲みなが

ら、回想する。他の登場人物

はこの話を聞いて、顔を見合

わせたり、上を見たり、首を

ふる。あきれる。 
 

ニュースに感激し

た友人 
 

シャワーを浴びました。そしてラジオを聞

きました。その日は雨でした。オバマのニ

ュースを聞きました。それから、バスタブ

から出ました。家の２階へ行きました。＜

その日は寒かったでしょう。＞はい、雨が

降っていましたから、とっても寒かったで

す。だけど、私はとっても元気でした。ラ

ジオが音楽を聴きました。神に感謝した。 

実際に風呂に入っているシー

ンから始まる。優しいクラシ

ックの音楽が聞こえる。次に

雨の降っている外で、両手を

上げ、感謝の気持ちを表す。

この時、ナレーションととも

に、ワーグナーの Ride of 

the Valkyries が流れる。 
 

隠れ共産党員 
 

あの日私は少し買い物をしました。新しい

服が買いたかったです。これから、アメリ

カはあたらしいプレジデントがありますか

ら。オバマが勝ちましたから。何も買いま

せんでした。私の家の近くのふくやはぜん

ぜんよくないですよ。それから、あの晩

に、友達と TSQ へ行きました。TSQ は（--)

でしたが、とってもにぎやかでした。私は

ジャンボトランでオバマのスピーチを聞き

ました。オバマのスピーチはとっても素敵

でした。これからアメリカは変わります！

私はあの日までサンディでしたが、今日、

私はコムラド・サンディですよ！ 

場面はコーヒーテーブルか

ら、タイムズスクウェアに移

る。大スクリーンにオバマの

スピーチが写し出される。ナ

レーションが終わると、着て

いたオーバーコートの前をパ

ットあける。旧ソビエトの国

旗をまねた赤い T シャツを見

せ、ガッツポーズをする。 

頑固な共和党員 
 

あの日に私はイギリスにいました。おそく

起きました。そして、空港へ行きました。

ヒースローはとってもにぎやかでした。で

も、パスポートを持っていませんでした。

それから、ホテルへ帰りました。雪が降っ

ていました。それから、飛行機は３時間後

に出ました。ロンドンからニューヨークま

で７時間かかりました。午後１１に家へ帰

りました。ああ、投票がもうおわりまし

た。オバマが勝ちました。私は疲れまし

た。 

ロンドンからニューヨークの

自分の部屋にもどって、オバ

マのスピーチをテレビを見

る。ナレーションが終わる

と、壁に飾られた、映画女優

のようなペイリンの写真（複

数）を虚ろにながめる。 

ホスト 私は友達と部屋にいました。テレビでニュ

ースを見ました。外は晴れでした。そして

暖かったです。みなさんはとっても親切で

した。キスをくれました。 
 

天気のよい外で、全員ダンス

をして喜ぶというシーンに移

り、また、コーヒーテーブル

のシーンに戻る。 

 

「ぶぶ漬け（お茶漬け）はい

                                                
8 学習者の「文法的誤り」もそのまま書き起こしてある。 
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かがですか」といって、そろ

そろゲストが帰る時間である

ことを暗示する。 
この表を見ると分かるように、このグループは表情、音楽、写真をうまく使い、

それぞれの登場人物のキャラクターを創造していると言える。 
ここで、創造性の機能ごとにもう一度この事例を振り返りたい。1の「視聴者

に楽しみを与える」であるが、今回のプロジェクトでは聞き手としてクラスメー

トとニューヨークやアメリカの大学の生活に関心がある日本語が分かる人を設定

した。このポッドキャストでは、パーティーなどで政治、とくにどの政党を支持

するかといった話はタブーであるというアメリカでの一般常識、また、それぞれ

の政党のステレオタイプを大げさにおもしろおかしく描くことにより、クラスメ

ートだけではなく幅広い「視聴者に楽しみを与え」ようとしている（企画書の記

述より）。また、このポッドキャストは単に視聴者に楽しみを与えただけでなく、

現在のアメリカの問題点を提示しているとも言える。例えば、実際にオープンに

政治に関して話すことのできない現状についてもう一度考えるきっかけを与えて

いると言えるかもしれない。 
次に「なれ親しんだ世界を、新しい方法で、新しく楽しいフィクションの世界

に作りかえる」は、さまざまなところにその工夫が見られる。ほかにも、皆がよ

く知っていると考えられるステレオタイプを４つ並べること、状況によって人に

言うべきことと言うべきではないことがあるという一般常識、教師がクラスで触

れた京都ではお客さんに帰ってほしい時に「ぶぶ漬けでもいかがですか」と言う

という古典的なエピソード、つまり、さまざまな既存の要素を組み合わせること

によって、別のフィクションの世界を作り出しているとも言える。 
３番目の「アイデンティティを表現する」は、このグループがどういうグルー

プであって、他の人にどう見てもらいたいのか、それをどう表現しているかに関

するものであるが、このグループは内容から見ても、政治に興味があるグループ

として自分たちを提示していると言える。 
最後に「人々の中に一体感を引き起こす」、つまり、視聴者にどのような影響

を与えたかについて見ていきたい。企画書段階のコメントとして、多くのクラス

メートから、初級日本語クラスの作品で政治のトピックを扱うのは難しすぎるの

ではないかと心配の声が上げられていたのであるが、最終的にこのポッドキャス

トはこのセクションで一番高い評価を受けた。このことからも、このグループの

創造性はこの教室コミュニティーでは認められたと言ってもいいのではないかと

思う9。従って、このポッドキャストはこれらの４つの機能をふんだんに活かし

て創造的な作品を生み出したと考えられる。 
 
本稿では学習者のポッドキャストドラマプロジェクトの作品を２つ、創造性の

４つ機能に焦点を当て分析を行った。「視聴者に楽しみを与える」の項目では学

習者が、いかに視聴者を意識して作品を作成したかを、企画書の記述と実際のポ

                                                
9もちろんほかの視聴者からどのように受けとめられるかは視聴者次第であり反

応を見るまではわからない。 
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ッドキャストを分析することにより明らかにした。次に「なれ親しんだ世界を、

新しい方法で、別のフィクションの世界に作りかえる」では、学習者は新しいこ

とばの創造から、新しいキャラクター、ドラマの構成など、これまでにある既存

のものを新しく組み合わせることにより独自のことば、キャラクター、そして、

構成を生み出していた。また、「アイデンティティを表現する」に関しては、グ

ループのアイデンティティが作品の至る所で示されていた。はじめのポッドキャ

ストではフラタニティーの学生が嫌いな学生、また、漢字が苦手な日本語学習者、

２つの目のポッドキャストでは政治に興味のある人々としてグループアイデンテ

ィティが表現されていた。最後に、「人々の中に一体感を引き起こす」の項目で

は、創造的使用がいかに学習者の間で受けとめられているかということを、クラ

スメートの評価を分析することにより、創造的使用が受け止められる場合とそう

でない場合があることを明らかにした。 
これらの分析結果から言えることは、この４つの機能をしっかり意識し、次の

ようなステップを踏み活動に取り込むことにより、様々なプロジェクトにおいて

創造性を育成できる可能性があるということである。 
1. 視聴者をよく考える。 
2. これまでにある既存のものを組み合わせて新しいものを作り出す。 
3. 自分たちのアイデンティティを積極的に表現する。 
4. 自分たちのつくったものがどう受け止められるのかを体験する機会を提供

する。 
今後、この４つのステップを、ポッドドラマプロジェクトをはじめさまざまな活

動の中に取り込んでいき、また、その活動の様子を分析することにより、いかに

創造性の育成が可能なのかを調査していきたい。 
 
5. まとめ  
本稿ではことばと創造性(creativity)に関するこれまでの議論を振り返り、最近

のことばと創造性(creativity)についての研究において、創造性は、個人の中に内
在する能力としてだけではなく、関係性の中から現れるものとしても捉えられて

いることを示した。本実践は実践当初、創造性を育成することをそれほど意識し

たものではなかったが、本発表で示したように、初級レベルでも創造性を培うよ

うな活動が可能だということが明らかになった10。 
今後は、活動の初めから創造性を意識した活動を行う場合、次のようなことに

注意したいと考えている。活動において学習者が創造性に関して聞き手／読み手

と共通の認識を得るためには、聞き手／読み手からフィードバック／コメントを

直接、あるいは間接的にもらい、新たに作品を作り直していくという過程が必要

になる。今回のポッドキャストドラマプロジェクトは、講師と学習者、また、学

習者同士では下書きの段階から自分たちの作品がどう受け止められるのかを話し

合う場を提供することができた。しかし、クラス外の日本語使用者には作品を配

                                                
10このような視点はナショナルスタンダーズの「コミュニケーション」「コネク

ション」「コミュニティー」と深く結びついている。 
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信するという形での接触はあったが、実際に意見交換の場を提供することはほと

んどできなかった。それはブログや YouTube を使っての配信などで、そのコメ
ント欄を通して、また、協力校などにお願いすることによって可能になる。 

 最後に、創造性を培うことがなぜ大切なのか、もう一度筆者らの考えを示して

おきたい。通常日本語教育においては「日本語」の部分に焦点が当てられること

が多いが、「教育」の部分、つまり、将来を担う人材をいかに育成していくかと

いう課題に関してももっと焦点が当てられる必要があるとわれわれは考えている。

ことばの規範を始め、これまでに作られたさまざまな規範を受け継ぐことは確か

に重要なことであるが、学習者、教師を含むわれわれの生きる世界（社会、様々

なコミュニティー）にはさまざまな問題が山積みになっており、それを解決する

ためには、これまでの規範をそのまま受け継ぐという姿勢だけでは解決しえない

ものも多い。問題解決、変化を可能にするのは何か新しいものを生み出していく

力であり、そして、その新しいものを認める人々である。そのためには教師が、

教室の中で自分の目の前に座っている一個人を、対象言語に対して受身的な立場

にある「初級外国語学習者」と捉えるだけでなく、問題解決のために世界を積極

的に変えていく可能性のある主体的な一個人であるとも捉え、教師も学習者とと

もにこれからの未来をともに創造的に築いて行こうとする姿勢を持つことが大切

であるとわれわれは考える。 
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Appendix A:  
セクション１ 

タイトル テーマ 
F4 の一日 日本語クラスの紹介、日本のコンビニの店長へインタビ

ュー、ニューヨークの日本のレストラン、カラオケボッ

クスの紹介、日本語上級クラスの学生へのインタビュー 
トラブルアメリカ 日本語クラス、キャンパス、大学近郊紹介のテレビ番組 
Japanese Chat Club at College 日本語チャットクラブの紹介 
キューブ大学 キャンパスの紹介 
Priceless 日本のコンビニエンスストアとお好み焼きの作り方、お

茶の入れ方 
Sexy explosion 曲と歌詞を作りミュージックビデオ作成 
Lost in Translation? ニューヨークに住む日本人にインタビュー 
 

セクション２ 

タイトル テーマ 

なし 大学・キャンパス・街の紹介 

ケイティーさんのせいかつ コロンビア大学の学生の生活を紹介 

 

ジョジとライトくんのすばらしいり

ょこう 

冒険。最後の敵、カンジラ（漢字＆ゴジラ）を倒し、日

本へ行く 

College students taking Japanese 日本語のクラスの再現。１学期でどのくらい日本語が伸

びたのかを見せ、最後に日本の本屋へ行く 

 

 

セクション３ 

タイトル テーマ 

食べ物とまち 日本と韓国の食べ物 

いっしょにべんきょうしましょう 協同、コミュニティー 

一緒に日本語を勉強することでお互いに学びあう 

ニュース ニューヨークにゴジラが出現 

行きましょう ユーモア。学生間の中にあるステレオタイプをジョーク

として笑いながら、コミュニティー作りをする 

Victory for オバマ 政治などに関するユーモア 

 
 


