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OKINAWA THROUGH PICTURE BOOKS:
AN ATTEMPT TO EXPLORE JAPAN’S DIVERSITY IN AN INTERMEDIATE
JAPANESE LANGUAGE COURSE
絵本を通して沖縄を見る：中級日本語コースで「日本」の多様性を考える試み
此枝恵子
Keiko Konoeda
ベイツ大学
Bates College

外国語として日本語を教える中級の教材は、様々なトピックで日本の理解を深
めるための読み教材を含むものが多いが、その提示する「日本」は欧米と対照し
たステレオタイプ的で単一的なものが多い。アメリカの大学でそのような教材を
使っていると、多様なアメリカと違って日本は単一だという印象を強める学生を
目にする。地域内の多様性は、その歴史により違う形をとって、簡単に比べられ
るものではなく、日本には日本なりの人種・文化・言語・階級などの多様性があ
る。単純な「日本は単一」の語りが見えなくしてしまう日本に住む実際の人々の
生活や文化に向き合える教材や教授法がないかという問題意識を抱えてきた。
この問題は日本語教育に限られることではない。他言語で多様性がどのように
扱われているかの先行文献は、外国語・文化を教える際、単一の規範をステレオ
タイプ的に提示する本質主義に陥りやすいこと、言語話者内の複文化を紹介しよ
うと試みる教材でも歴史や生活の差異が見えない表面的・固定的なリベラル多文
化教育に陥りやすいことを指摘している（詳しくは Konoeda, 2019 を参照）。
Kubota (2004)は、多様な文化それぞれを本質主義的に捉えるリベラル多文化教
育を越えるために批判多文化教育が必要だと述べている。そこでは、本質主義的
な文化観の背後にある権力関係に目を向け、非本質主義的な文化の理解に努め
る。また、文化はそこにあるものを客観的に学べるものではなく、言説によって
構築された社会的構築物と捉え、文化がどのように語られ、理解され、意味を成
しているのか、文化の言説を脱構築する必要があると述べている。
多様な社会を正しく理解するために、文化の言説を学習者自らが読み解く必要
があるということは、つまり、教科書執筆者が書き下したものではなく、人々の
生活や文化に根ざした生教材を使い、その内容と書き方を学生が分析することに
より、その前提となっている人々の様々な考え方を学ぶことが重要であるという
ことを意味する。そのような実践は、上級レベルの教室では報告されているが、
生教材を使って多様な日本の語られ方を探求した実践の報告は上級レベルに偏っ
ており、中級レベルの学習者が自分で読むには難しいものが多い。しかし、日本
についての読み物を扱うことの多い中級レベルでこそ、生教材を併用して日本・
文化・多様性についての言説を読み取る意義があると考えた。この発表では、絵
本を用いて中級の学生が日本の多様性の一側面を読むことを目指した実践を報告
する。

１． 絵本の可能性
絵本は子どもが読むことを想定しているものが多く、大人向けに書かれたエッ
セイや小説に比べると、言語面で読みやすいものが多い。そのため、子供が言語
を学ぶ状況だけでなく、大人が学ぶ教室でも、多読を含む読解教材として使われ
ることが多い(渡邉, 2016 など)。そのような実践では、「絵」をヒントにしなが
ら「ことば」の理解を目指すことが多い。この実践では、物語の内容や言葉遣い
の楽しさだけではなく、絵本のマルチモードの性質(Serafini, 2014)、絵本が伝え
るメッセージ、また個々の絵本の生産と消費の文脈にも注目させた。
「絵」と「ことば」を組み合わせて作られたマルチモードの作品の中でも、絵
本は「絵」主導でも「ことば」主導でもない融合体だとされている (Serafini,
2014)。実際、「ことば」のない絵本はあっても「絵」のない絵本はないこと、
同じ「ことば」を使った絵本の「絵」を取り替えると全く違う絵本になりえるこ
となどからも、「絵本」における「絵」の重要性がわかる。絵本というメディア
を絵本として鑑賞するためには、「ことば」だけでなく「絵」に注目することが
欠かせない。Serafini (2010)は、絵を相互依存的な知覚的・構造的・イデオロギ
ー的視点から読むことで絵をより深く読めるとしており、また Serafini (2014)は
歴史に基づくフィクション絵本を読む際に注意することを説明している。この実
践では、「ことば」を消した絵本の「絵」だけを、様々な視点から「読む」こと
を予習の宿題として課し、授業でも「絵」について、また「絵」と「ことば」の
関係について話し合うことにした。
また、児童文学の批判的多文化分析(Botelho & Rudman, 2009)では、すべての
文学は歴史的、文化的な産物で、社会における権力関係のはたらきを示すとして
いる。つまり、絵本を社会から切り離した読解教材としてではなく、社会で何ら
かの役割を果たす文化的工芸品と捉えると、いつ、誰が、どんな目的で作った絵
本なのかという文脈を考えることが有意義だ。そのような視点から、その絵本の
メッセージがどんな言説を支持しているか読み解くと、出版された場所の言説を
批判的に分析することができる。多様な背景を持つ人々を描く「多文化絵本」の
出版が進む北米では、絵本の描写や扱うテーマの偏りから少数者の文化は同質で
後進的だという誤った印象を与えうるため「メッセージ」に注目することの重要
性が指摘されている(Aronson, Callahan, & O’Brien, 2018)。また、文化の正確さや
真正性を批判的に検討して多様な視点から読む必要がある(Wee, Kura, & Kim,
2018)。つまり、誰が誰について、どのように語るかは、グループ間の権力関係
を反映し、絵本もそのような文化的工芸品として読む可能性を秘めていると言え
るだろう。
２． 沖縄を扱うことについて
この実践では、「日本」の文化や社会を語るときに抜け落ちがちな沖縄に注目
することにした。沖縄を取り上げたのは、教材で抜け落ちがちであるだけでな
く、絵本が手に入るという実践的な課題をクリアし、複数の顔・言説があるとい
う大学生である学習者の知的好奇心や批判的読みの力を伸ばす教育上の目的にも

即していると考えたためである。研究者・授業実践者である著者が住んだことも
訪ねたことがない地域、出身でもなく触れたこともない文化・社会を扱うことに
は限界がある。ここでは、学生と同じようにその地域・文化の外部の者として、
想像力と批判的読解力を駆使して絵本の描写・絵本の存在からわかることを話し
合うという範囲を設定した。
授業で読む絵本には、その出自を検討し、沖縄に住む人が日本の小学生程度の
子供を対象として作った絵本を選んだ。これは、沖縄の絵本作家がどのような言
説を取り上げ、日本全体にどのようなメッセージを伝えようとしているか検討す
るためである。また、絵を使って辞典的に情報を紹介する本や古くから伝わる民
話ではなく、近代以降の沖縄を舞台にした現実的で物語的な絵本であることを条
件にした。トピックは、沖縄について教える教員や学ぶ生徒向けの書籍（安斎,
2018; 『沖縄をどう教えるか』編集委員会, 2006）を参照し、沖縄の様々な顔が
見える絵本の代表として、それぞれ、自然・文化資源が豊かな観光地としての沖
縄、第二次世界大戦中の沖縄、米軍基地を抱える戦後の沖縄が見える３冊を選ん
だ。
３． コースについて
この実践を行ったコースは、２０１９年春学期、アメリカ東海岸の小規模リベ
ラルアーツ大学の日本語中級４、つまり３年目後期（６学期目）である。当大学
では４学期目までで初級日本語教科書「げんき」の２冊を終え、７・８学期目の
新聞・文学を用いた上級コースへの準備として、５・６学期目には中級教科書
「飛躍」を使って中級文法・語彙・読解に焦点を当てた授業を行っている。授業
時間が週３回、５５分ずつと限られているため、予習の宿題を課した教科書中心
の授業がほとんどだが、この学期は絵本ユニットのために３月に３時間の授業時
間を当てることにした。
コースを履修した学生は、合計８名で、高校時代に自習した大学１年生１名、
大学２年生３名、前期に日本に留学した大学３年生３名、中国語も履修している
大学４年生１名と、学年には幅があった。また、日本語日本文化専攻２名・東ア
ジア研究専攻２名・日本語副専攻２名を含み、日本語コース以外にも日本研究の
コースを履修し、日本文化・社会についての英語の文献から得た知識を持つ学生
もいた。
４． 沖縄絵本ユニット
学期初めにコース・シラバスで沖縄絵本ユニットを取り上げることは説明して
いたが、３月６日・８日・１１日の３回の授業に先立って、３月１日に授業後半
の１５分を使い、ユニットについて説明した。
この準備の日には、まず学生が沖縄について何を知っているか、小グループ・
全体で話し合い、それから授業の目的・流れ・宿題をハンドアウトに沿って説明
した。また、背景知識として、日本における沖縄の位置を確認するため、地図と
簡略化した歴史年表を提示した。
ここで学生に提示した学習目標は以下の３つである。

1. 沖縄の歴史、文化、社会について学ぶ
2. 「絵」の意味を考えて、理由も言いながら自分の考えを説明する
3. 絵本を作った人の考え方や社会の様々な考え方を読み取る
３回の授業では、それぞれ１冊の絵本を取り上げた。予習の宿題として課した
ワークシートは、スキャンして文字を全て隠した（背景色で塗りつぶした）絵本
の PDF ファイルをインターネット上のコースサイトで読んで答えるものとし
た。ワークシートには Serafini (2010)の知覚的・構造的・イデオロギー的視点を
参考にした３種類の「絵」の読みを助ける質問に、絵の印象、感想を答える質問
を加えた（Serafini の日本語訳は山元, 2014 を参考に書き直した）。質問のリス
トは下の図１の通りである。３回の授業で同じ質問に答えることで、「絵」「絵
本」を読むガイドとした。
図１：絵を読んで考える予習のための質問
1. 何・どんなことに気がつきますか。(What do you notice?) 例えば・・・
絵本の絵の中に何が見えますか。どんな形、線、パターン、色、大きさ
のものがありますか。
2. この絵本の中の絵は何でできていますか。(How is the image
constructed?) 例えば・・・人が絵のどこにいますか。どこを見ています
か。絵の中のいろいろなもの・人物は、どんな関係ですか。シンボルや
モチーフがありますか。
3. 誰の視点を表していますか。(From whose point of view is the image
portrayed?) 例えば・・・話の語り手は誰ですか。絵本の中の人物や出来
事は、いつ、どこの話ですか。どんな人がどんな読み手のために作りま
したか。
4. 興味を持ったページ、印象に残った絵がありますか。何ページの絵です
か。
5. 絵本の絵だけを続けて見て、どんな気持ちになりましたか。どんな筋だ
と思いますか。驚いたことやよくわからないと思ったことがありました
か。
授業では、始めに「絵」を読んだ全体の印象を話し合わせてから、クラスとし
て気になった絵を２・３ページ選び、その絵について Visual Thinking Strategies
(VTS)を使って細部を読み話し合った。VTS は美術を幅広い分野で使い、視覚教
材の細部を協働的に読み取るための３つの質問で構成される手法で(Yenawine,
1999)、批判的思考力・創造的思考力を育てる(Moeller, Cutler, & Fiedler et al,
2013)とされ、絵本の読解を深める目的で使われている(Zapata, Fugit, & Moss,
2017)。絵の理解を深めた後、絵についての予習の宿題を回収した。
「絵」に注目した話し合いの後、単語リストを配布して、文字を含めた絵本全
体の読みに移った。文字を隠していない紙の絵本を見せながら、教員が読み聞か
せを行ったが、特に２・３日目の絵本は学生が習っていない単語が多かったた
め、読み聞かせの前に単語リストに目を通す時間を取り、スピードを落とした読

み聞かせを行った。読み聞かせ後には、絵だけを読んだ予習時の印象と読み聞か
せの印象の間に違いがあったか、誰の視点で語られていたか、主人公や他の人物
がどのように描かれているか、どんな人がどんな人に読んでもらうために書いた
と思うか、順を追って、小グループ・全体で話し合いを行った。話し合いに使っ
た質問は以下の図２の通りである。
図２：話し合いの質問
1. ウォームアップ
•
絵本の絵だけを見て、どんな気持ちになりましたか。
•
どんな筋だと思いましたか。
•
驚いたことや、よくわからないことがありましたか。
2. 絵の話し合い
•
興味を持ったページ、印象に残った絵がありますか。
•
Visual Thinking Strategies
① この絵を見て、何に気がつきますか。
② どうしてそう思いましたか。
③ ほかに、どんなことに気がつきますか。
3. 絵本の言葉を読みましょう
•
単語リストを見てください。
•
絵本の絵といっしょに、言葉を聞きましょう。
•
絵を読んだ時の印象と言葉の印象は違いがありますか。
4. 絵本の絵と言葉を読んだ後で
•
この絵本の語り手は誰・何ですか。
•
絵本の中の人物や出来事はいつ、どこの話ですか。
•
どんな人がどんな読み手のために作りましたか。
5. もう少し考えてみよう
•
主人公の変化がありましたか。
•
驚いたことがありましたか。
•
この話を違う視点から書くと、どんな本になると思いますか。
•
絵本では語られないことがありましたか。
6. まとめ
•
３冊の絵本を通して、どんなことを学びましたか。
•
沖縄の歴史、文化、社会について、どんなことがわかりましたか。
•
３冊の間に何か関係がありますか。
•
もっと知りたいこと、よくわからなかったことがありますか。
５． 実践と振り返り
ここでは、授業直後に記録したメモから、それぞれの絵本についての話し合い
で学んだことを振り返る。

（１）『チムドンドンおきなわ』（2016 年、文 かいはたみち あさとめぐ
み、絵 sava）
一冊目には、「沖縄 絵本」と Google 検索した際にトップに出た、2016 年
に出版された絵本『チムドンドンおきなわ』を取り上げた。沖縄ではない日本の
どこかから飛行機で沖縄にやってきた５歳と３歳の姉弟が沖縄の海の生き物、ジ
ャングルの生き物、沖縄そば、南国フルーツのかき氷などを体験する辞典的要素
の強い物語である。原色を多く使った油彩の絵の中に白か黒で横書きの文字が書
かれ、また、生物や食材の絵には名前が添えられている。あとがきに「お父さん
お母さんへのメッセージ」があり、沖縄旅行の準備のアドバイスを載せている。
2017 年沖縄県産本大賞の優秀賞を受賞したほか、那覇市のジュンク堂書店で
「沖縄の自然などについて学べる県産絵本のワークショップ」が行われたと琉球
朝日放送で紹介されるなど（琉球朝日放送, 2016）沖縄県内で受け入れられ、日
本トランスオーシャン航空で沖縄土産として機内販売され、沖縄訪問者にも受け
入れられている（絵本スタジオ アコークロー., n.d.）。
この絵本の「絵」を宿題として読んだ学生は、「ほっとする」「楽しい」「旅
行の物語」という印象を語った。印象に残った絵は沖縄の自然・文化を探検した
子供が夕日のビーチを背景に遊んでいるシーンで、背景色の暖かさ、シルエット
のみの子供の動きが想像力をかき立てるという感想だった。また、空港から車で
移動するシーンでは、子供の表情や身振り、左から右への動きから、「わくわく
どきどき（＝チムドンドン）」躍動感やシーサーを始めとした沖縄の文化的シン
ボルを読み取っていた。
「ことば」を含めた読み聞かせの後、語り手・舞台・想定された読み手につい
て話し合った。「絵」だけ見ると、子供だけが描かれており、語り手は子供だと
いう印象を受けるが、「ことば」を見ると、オノマトペ・幼児語がふんだんに使
われていて、絵には描かれていないが同行したと考えられる親が子供の気持ちを
代弁しているようにも読めた。舞台は明らかに現代の沖縄、主な読み手は「これ
から沖縄に観光旅行に訪れる子供」ではないかとの結論に至った。
沖縄の描かれ方については、自然・文化資源の豊かな観光地としての現代の沖
縄、それが子供の視点で描かれていて、親子ともに共感できる上手な語り方だと
感じた。「何か絵本で語られなかったこと」を尋ねると、少し考えた後で、「沖
縄のポジティブなところが強調されていて、もしネガティブな部分、影があるな
ら、それは見えない」「今の沖縄だけで、沖縄の歴史はわからない」「ことばは
ほとんど標準日本語だったので、沖縄のことばに現れる文化はわからない」「沖
縄の外から沖縄を訪ねる訪問者の語りなので、沖縄の人が沖縄をどう見ているか
はわからない」「表面的」などの考えが出た。
１回目の授業だったので、時間配分など予定通りに行くか気がかりだったが、
「絵」を読み解く、絵本の作り手・読み手・目的を考えるなどの目的を果たせ
た。最後に「この本から読み取れる沖縄は」と尋ねると、「自然の豊かさ」「旅
行先として愛されている沖縄」などがあげられた。物語としては深みのないもの
であったが、鮮やかな色合い、子供の表情などに表現されている魅力を読み取る

ことができ、その効果を鑑賞するとともに沖縄はこれだけではないだろうという
話し合いで終えることで、２・３回目の準備になったと感じた。
（２）『絵本 ひめゆり』（2011 年、文 ひめゆり平和祈念資料館、絵 三田
圭介）
二冊目には、沖縄で沖縄戦がどう語られているかが見える絵本として、『絵本
ひめゆり』を選んだ。「ひめゆり学園」に通っていた学徒の物語として、戦争が
激化する前の学校生活に始まり、陸軍病院での労働、病院解散後の逃亡、そして
戦後の今から振り返った戦争の恐ろしさと命の尊さを語っている。沖縄戦を描い
た絵本は他にもあるが、沖縄に住む人が作った絵本で、背景知識が限られた読み
手にもわかりやすく、語り手が一定で物語的な本として、この絵本を選んだ。あ
とがきには、ひめゆり平和祈念資料館の展示を通して戦争体験を理解してもらい
にくいと感じた子供たちにもわかりやすい形を模索する中で生まれたと説明があ
り、絵本には「お友だち」「おうち」「へいたいさん」など、子供に語りかける
言葉や、ひらがなやふりがなの表記が多く使われている。アニメ・漫画的なペン
で縁取りをした水彩画が紙面の大半を占め、多くのページでは白い帯の上に横書
きの文字が書かれている。
授業前に「絵」だけを読んだ学生の印象を聞くと、「悲しい」「楽しい日常か
ら始まって、戦争で生活が変わったことがわかる」「人の表情が怖かった」など
だった。ひめゆり学徒隊について聞いたことがある学生もいたが、ほとんどは知
らなかった。
最も印象に残った絵は負傷した兵士の足を切断する手術シーンで、暗い陸軍病
院壕の中で助手の学生が持ったろうそくで医師と学生の顔が明るく照らされてい
るものだった。手術する軍医の横顔の逼迫した表情、何か叫んでいる様子、学生
たちの心配そうな表情、またろうそくの明かりと壕の暗さの対比などに気がつい
ていた。また、逃亡中に友人が大怪我をしてしまい４人の学徒が取り囲んで悲し
むシーンも印象に残ったシーンとしてあげられ、友人の血や表情からわかる怪我
の酷さ、友人が生き延びられないだろうことへの学徒の嘆き悲しみを読み取って
いた。最後に、セピア色で枠に囲まれた写真のような絵について、戦前を回想し
ているのか、戦後の平和を表しているのか、学生の間で解釈が別れたが、「セピ
ア色は過去をノスタルジックに表すから戦前の写真だ」「時系列に沿って語られ
てきたから戦後だ」とそれぞれ理由をあげながら解釈を語っていた。
「ことば」のある絵本の読み聞かせの印象は「絵」だけを読んだ印象と変わら
なかった。絵本の語り手が「ひめゆり学徒」であること、沖縄戦下の沖縄での出
来事を描いていること、また戦争を経験した人が経験したことがない子供に、戦
争体験、沖縄の歴史を伝えようとしているとの意見にまとまった。
絵本のメッセージは、生き残った学徒によって語られる「命の意味」であり、
この物語の他の人物、例えばアメリカ兵、日本兵、大人の視点ではなく、学徒が
語り手になっていることが重要だろうとの意見があった。「絵本で語られないこ
と」を尋ねると、少し考えた上で、「死んだだけじゃなくて、レイプもあったと
他のところで習った」と、生きるか死ぬかの問題に限られていなかったこと、ま

た捕虜になり戦争が終わった後に何が起こったかは描かれていないことがあげら
れた。また、学徒・引率教員とアメリカ兵について多く語られていたが、日本兵
が何をしていたかわからなかったとの意見もあった。
『チムドンドンおきなわ』に引き続いての２回目の授業で、トーンの違いの激
しさが気がかりだったが、学生にとっては沖縄戦を伝える絵本は衝撃的ではあっ
ても想定内のようだった。この絵本が語ることと語らないことを話し合った後、
「全てのストーリーには２つの視点がある」というコメントが出たことが印象的
だった。また、「絵」に注目して授業を始めたことで、絵の表現力の強さから、
メッセージが理解できたこと、また単語リストを使わずに自分たちの知っている
語彙で絵の細部についての話し合いができたことも印象的だった。
（３）『ゆい子のゆうき』（1998 年、文 宮里きみよ、絵 米田晴彦）
３冊目に選んだのは、このユニットでは最も古い 1998 年出版、沖縄平和絵本
シリーズ５の『ゆい子のゆうき』で、1995 年に買い物帰りの小学生の少女が米
兵３人に乱暴された事件を元にした絵本である。戦後、また返還後の沖縄の基地
について正面から扱う沖縄平和絵本シリーズの中でも語り手が一定で物語性が強
く、絵の印象が強いものとして選んだ。絵本における事件の描写は「おそわれ、
つれさられて乱暴された」という語りに限られ、絵も二人の米兵を見上げる少女
を描いたもので、「乱暴」が何を示すのか、明示していない。原色と白黒を使い
分けた現実的な水彩画の上に小学校国語の教科書を思わせる縦書きの文字が書か
れている。
「絵」だけを読んだ学生の印象は、色の使い方と人物の表情が「こわい」、
「アメリカ兵についてのようだ」「舞台はどこだろうか」「主人公が男の子か女
の子かわからない」など、気味の悪さと少々の混乱を感じていたようだった。
印象に残った絵としては、茶色のトーンで描かれたうつむくおばあと、白黒で
帽子の影で表情がわからない銃を手にした兵士が二人描かれているものがあげら
れ、色のコントラスト、おばあの悲しそうな表情、兵士の表情の読めない不気味
さを読み取っていた。また、ハンバーガー店とハンバーガーを食べる男性が描か
れたページについては、「日本人ではなく外国の人を描いているみたい」「英語
の看板があるからアメリカではないか」との解釈も出た。次に、耳をふさいで座
り込んだ子供と兵士の描かれたページについては、「二人の兵士の目が不気味に
広がっている」「色のコントラストが、茶色のおばあと白黒の兵士のページと同
じ」「金網が襲って来そう」との観察が見られた。最後に、白い鳩のような鳥が
沖縄本島の上を飛んでいる絵について、「鳥は一般的に平和の象徴」、「ここで
は金網の外へ飛び出す自由の象徴かもしれない」との意見が上がった。
文字のある絵本で読み聞かせを行った際、主人公の明美が頭の中でゆい子の声
の幻を聞き、襲ってくるアメリカ兵の幻を見たページで混乱があり、幻の声は誰
の見ている幻で誰の声なのか、質問に答えて説明を加える必要があった。読み終
えて、筋については「想像していた通り沖縄の米軍による乱暴についてだった」
が、誰の視点で語られているかは、「絵だけを読んだ時には、おばあかゆい子の

視点で語られていると想像したが、ことばは明美の視点だった」との感想があっ
た。
絵本の元になった出来事の詳細を知るため、この時点で Wikipedia の英語版の
記事(1995 Okinawa rape incident, 2019)を見せた。記事で米兵が黒人であったと
説明しているが絵本が描く米兵は黒人も白人もいたことを指摘した学生がおり、
歴史的事実に基づく絵本もフィクションであることに触れる機会になり、「人種
ではなく米兵一般への感情を描いたのではないか」との意見も出た。
「どんな人がどんな読み手のために作ったか」という問いには、「沖縄の人が
基地について知らない人に知ってほしくて作った」のだろうと考えていた。想定
された読み手の年齢層について尋ねると、「絵本で使われていた『乱暴』という
ことばのニュアンス」によるのではないかという意見が出た。「Wikipedia 英語
版記事の Rape は子供が読む絵本には使わないと思うが、『乱暴』はどうだろう
か」、という考えだった。性的暴力を含むが、それに限らず、広い意味で暴力的
行為を指すと説明すると、この事件の被害者や絵本の登場人物のような小学校上
級生も対象にしているのではないかとの結論に至った。
絵本を書いた人のスタンスは、絵本の筋から「基地反対」であろうと想像され
たが、米兵の描き方も恐れを抱かせる気味の悪さがあり、基地をどのように捉え
ているかが窺われる。また、おばあが「あいつらは、人殺しの訓練ばかりしてい
る化けもんだよ」という強いことばで少女たちを警告し、主人公が最後に「な
ぜ、いま、沖縄に、人殺しの訓練をする、アメリカ軍の基地があるのかを」学習
していると締めくくっていることにも現れている。「米軍基地＝人殺しの訓練
場」という描き方は、米軍基地批判に同情的な読み手を想定していると考えられ
るだろう。米軍の、例えば人道的活動や愛国的メッセージを強く信じている読み
手は、絵本の一方的な描写に違和感を抱くことが想像できる。
最後に、３冊を通して学んだこと、共通項があるか尋ねると、どの本も沖縄の
自然の豊かさ美しさを強調していたことがあげられた。戦場になった歴史、おば
あが「いまも、いくさ場」という基地問題など、絵本の主人公たちのように学び
続ける必要があると締めくくった。
６． 絵本を通して沖縄を見る意義
中級レベルで初めて絵本のユニットを作り、沖縄を題材にしたが、日本社会の
多様な姿を、生の素材で読み解くという目標は一部達成できたように感じた。中
級レベルでの「絵」の有用性、この実践での「ことば」の扱いの限界、最後に絵
本選択の難しさについて考察したい。

（１） 話し合いの素材としての「絵」
絵本の「絵」は絵本画家が絵本のメッセージを考え細部まで工夫したもので、
絵に注目することで深い話し合いができた。学生は、他の人の解釈を聞いて、驚
いたり感心したりしていて、あえて「ことば」を消したことで可能になった自由
な解釈を楽しんでいるようだった。予習シートで質問に答え、自分の使える日本
語で観察、感想、印象を準備してきたことも、絵についての話し合いを進める上

で役立ったように感じた。中級レベルでは「ことば」に重きのある話し合いの素
材を理解するのに時間がかかるが、「絵」から入ることで日本語での話し合いが
あまり無理なくできたことは、このレベルでの絵本の使い方に示唆があるだろ
う。
（２） 「ことば」の扱い
この実践では「絵」に集中し、「ことば」の読みは単語リストと読み聞かせに
限られていた。例えば「暴力」という単語のニュアンスに注目したり、オノマト
ペと幼児語の使用から対象年齢層や視点を想像したことは、絵本を通して「こと
ば」の使い方に注意を払い、その背後にある考え方を考察するきっかけとして注
意に値する。しかし、宿題としても授業の話し合いでも絵を丁寧に分析したこと
と比べて、文字のある絵本を学生が手にとることさえなかったことは、限界の一
つだと言えよう。縦書きか横書きか、ひらがなか漢字か、ふりがながあるかどう
かなど、読み聞かせでは表現できない表記の選択は、教師が注意を向けて指摘し
なければ気づけない。
「ことば」の説明をじっくり読むと気がつく２冊の絵本の関係も、その場の読
み聞かせと話し合いで終わった実践では学生が気付くには至らなかった。例え
ば、『ゆい子のゆうき』の中で、おばあが「命あって、ほんとうによかった」と
繰り返すことは、おばあが『絵本 ひめゆり』で学徒だった世代だったこと、そ
こで「たくさんのいのちがうしなわれました」と語られていることから、沖縄戦
の歴史から今も「命」の重みが伝えられてきたことを察することができるが、そ
のような話し合いにまで至らなかったのは、この実践での絵本の使い方の限界を
示していたと言えるだろう。
（３） 絵本の可能性、選択
映画、ドラマなどの動画に比べると、絵本は一コマごとの絵を読み手がつなぎ
合わせて物語を理解する形になっている。このように静止画としてシーンを捉え
られることが、それぞれを読み解き、話し合う上で無理のないメディアだった気
がした。また、歴史や社会が見える絵本を読むことで、事象から距離をとること
ができ、しかし、そのような絵本が作られた経緯に向き合う距離感が可能になる
と感じた。
多文化絵本の研究では、１冊だけの絵本から何かを学ぶことの限界を乗り越え
るため、複数の本を合わせることで事象の全体像を見ようとするアプローチが取
られている。ここでは沖縄を描く絵本を３冊使い、一面的に沖縄を見ることを越
えようとした。その中でも、自然の豊かさ美しさという共通項、今も続く戦争の
爪痕、「命」あることの重みなど、１冊以上から見えることもある。ただ、沖縄
戦の描き方、米軍基地の描き方など、本来はそれぞれに複数の本を使えば、より
丁寧な読み方ができる。例えば、米軍基地を描く本を複数読めば、それぞれの立
場の違い方、もし同じであればその立場が広く支持されていることを読み取るこ
とができる。コース全体のカリキュラムの目的と当てられる時間のバランスを考

え、絵本の流通状況（どこでどのような人が買っているか）からわかる絵本の社
会的意義などから意味のある絵本選択をすることが求められる。
７． 課題
このようなユニットを将来的に展開するための課題に、素材探し、カリキュラ
ムにおける位置づけがあげられる。まず、どのようなテーマを扱えるかは、素材
となる絵本の存在に左右される。絵本に類似した素材、例えば漫画などの併用も
検討の価値があるだろう。
また、今回は、教科書の単元と単元の間に、コースの目標には沿っているもの
の小テストや試験には反映されない３回の特別授業として実施した。このような
授業から学べることをコースの目標に反映させ、アセスメントを加えるなど、コ
ース内の位置づけについて、改善の余地があるだろう。
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多様化するジェンダーを学習者の視点から考える

GENDER DIVERSITY FROM THE LEARNERS’ POINT OF VIEW
⼭川礼
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1. はじめに
近年、LGBTQ という⾔葉を⽿にする機会が増え⽇本語教育においても
LGBTQ の学習者がいる学習環境の中、そのような学習者の多様性に考慮した教
育が必要とされている。Gallup の調査(2017)によると、アメリカの成⼈の 4,5%
が LGBT であると推計されている。⽇本においては 2015 年に⽂部科学省が「性
同⼀障害の児童⽣徒へのきめ細かな対応を」との通知を出しており、それを受け
て教育現場でも性的少数者の⽀援を考える機会が増えてきている。
アメリカの⾼等教育における LGBTQ の学⽣の活動は盛んであり、講義、ポス
ターセッション、コーラス、映画上映等、様々なイベントを開催しコミュニティ
を形成している。そのため、学⽣たちはキャンパス⽣活においてアイデンティテ
ィをより⾃由に表現できる環境にいる。表現の⾃由における例の⼀つとしてジェ
ンダーを特定としない⼈を指す代名詞“they”の使⽤が挙げられる。この場合の
“they”は単数形として使⽤され⾃分の性別を“she”や“he”に当てはめないアイデン
ティティを表明する⼿段となっている。アイデンティティが多様であるのと同
様、性的指向も多様である。
このような状況を踏まえ、⽇本語教育においても学習者が⾃他の性⾃認や性的
指向に関わらず、安⼼した学習環境で⽇本語を学ぶためには、教師は何をすべき
なのかを考える必要がある。そこで、本稿では⽇本語学習者が何に問題を感じ、
どのような経験をしたのか、LGBTQ の学習者およびそれ以外の学習者を対象に
ジェンダーとセクシュアリティの視点から半構造化インタビューを⾏なった。こ
れらの結果をもとに、⽇本語教育において多様で異なる学習者が⽇本語を共に学
ぶとはどのようなことなのかについて考察する。

2. 性とアイデンティティーの多様性
「性」は多様な要素から構成される。⽣物学的性(Sex)は「⾝体の性」とも呼ばれ
1. 染⾊体、２. 内外性器の解剖、３. 性ステロイドホルモンのレベルから決定され
る。⼀⽅、社会的性は(Gender)は「⼼の性」とも呼ばれ、1. 性の⾃⼰認識、２. 性

役割、３. 性的指向などからなり、当事者の気持ちや⽣活状況、幼少時のエピソー
ドを聞き取ることから判断される（中塚, 2011）。このように「⼼の性」は⾃分⾃
⾝が決めるものであり、流動的であったり、曖昧な場合もある。下記のように⽣
物学的性が⼥性の場合においても実に多様であることがわかる。下記の表１は有
森 (2017) の表を元に筆者が書き加えたものである。
表１ ⽣物学的性が⼥性の場合の性の多様性 (*追記項⽬)
⽣物学的性
社会的性
性的指向
アイデンティティ
（⾝体の性） （⼼の性）
⼥
⼥
男
異性愛者
⼥
⼥
⼥
レズビアン
⼥
男
⼥
FTM (Female to Male)・異性愛者
⼥
男
男
FTM・ゲイ
*⼥
両性
男⼥
クィア・バイジェンダー
*⼥
無性
男⼥
クィア・アジェンダー
*⼥
⼥/男
無
クィア・アロマンティック

表１のような多様性が⾒られる中、⽇本語教育においてこのような性とアイデ
ンティティの多様性を考慮した教材はなく、問題点が指摘されている。例えば、
有森(2017)では、⽇本語の教材には LGBTQ 蔑視に繋がる内容が教材に含まれる
ものがあり、教師がどのように対応していくかが問題となっていると述べてい
る。⼥装した中年男性の絵が「じろじろ⾒る」の絵カードに使⽤されているこ
と、髪の⻑い男の⼈を指して「⼥みたいですね」と答えるペアワーク、また、異
性愛を前提とする設問を例に挙げている。上級レベルで使⽤される『トピックに
よる⽇本語総合演習−テーマ探しから発表へ−上級』ではトピックの⼀つに「ジ
ェンダー」を扱っている。この課では社会、家庭、職場などにおける男⼥の役割
について取り上げられている。しかし、夫婦のあり⽅は夫と妻、性は男か⼥、が
前提である。ゲイカップルや男⼥以外の⼼の性には触れられていないため、それ
に関する⽤語も挙げられていない。

3. ⾃⼰表現の多様性
表１が⽰すような性の多様化と同時に⾃⼰表現も多様化している。⾃分の性別
を“she”や“he”に当て当てはめず、ジェンダーを特定しない代名詞として”they”が
⽤いられるようになって久しい。この⼈称代名詞の⾃由選択に関しては様々な議
論が繰り広げられているが、⽶国⽅⾔学会(ADS)は 2015 年にこのジェンダーニ

ュートラルで単数形の”they”を「今年の⾔葉」に選出した(ADS, 2015)。また、
様々な⼤学では⼈称代名詞に関するポリシーを発表し学⽣に選択の⾃由を与えて
いる(晏⽣, 2019)。
居⼼地の良い学習環境とは⾃分が認められる場所、つまり⾃分らしくいられる
場所であり、そこでは⾃⼰表現の⾃由が求められる。ジェンダーニュートラルで
ある代名詞”they”はその⾃⼰表現の現れである。⽇本語では「私」「俺」「僕」
などフォーマルさや性差が現れる⼀⼈称が使⽤される(Brown, Cheek, 2017)。
Blos(1962)の思春期論によると思春期後期（⼤学⽣の時期に相応）では、⾃分
とは何者かと⾔う問いに対する⼀応の形がほぼ形作られる。このような⾃⼰形成
の過程の中、学⽣は様々な背景を持った仲間と出会い刺激を受けながらキャンパ
スライフを送る。このようなセンシティブな時期だからこそ、学習者の意識に注
⽬することは⼤切であり、学習者の内⾯を明らかにすることが不可⽋だと考え
る。また、インタビューを通し、学習者が⾃⼰の内⾯を表現することは、新たな
気づきや⾃⼰の考えを再確認できる（枝川, 2011）ものとなっていることが⾒受
けられた。
このような研究がされる中、学習者に視点を置き学習者がどのように感じてい
るのかの報告はまだない。教師が多様なジェンダーを持つ学習者とどのように向
き合っていくのか。その問題を解決するためには当事者⾃⾝に焦点を当て、彼ら
がどのように受け⽌め、何を問題に感じているのか、などについて明らかにする
必要があると考える。そこで本稿では⽇本学習者のジェンダーとセクシュアリテ
ィに対する当事者の経験と視点について半構造化インタビューを⾏い、彼らの内
⾯を探る。

4. 調査概要
4-1. 調査協⼒者
調査協⼒者は⽇本語学習者 18 歳から 21 歳までの⼤学⽣ 13 名である。⽇本語
学習期間は 2 年から 8 年である。この 13 名を対象に半構造化インタビューを⾏
った。協⼒者の内訳は表１の通りである。インタビュー協⼒者には LGBTQ 学習
者とそうでない学習者を含む。ただ、インタビュー前には全員のジェンダー・ア
イデンティティを把握していなかったため表１にはそれらを明記していない。
表２

協⼒者の内訳
⽣物学的性別
男
⼥

⼈数
1
2
7

⽇本語レベル
「げんき 1,2」を終えた学⽣
「上級へのとびら」を終えた学⽣
「げんき 1,2」を終えた学⽣

3

「上級へのとびら」を終えた学⽣

4-2. 調査⽅法
調査⽅法は、半構造化インタビューである。半構造化インタビューを⽤いた理
由は、直接観察することができない学習者の⾏動や感情などの情報をできるだけ
多く引き出すためである。本研究ではインタビューを通して、⽇本語学習者が感
じるジェンダーやアイデンティティに関する問題や違和感、経験などについて語
ってもらった。インタビューは、2019 年 3 ⽉から 4 ⽉に⾏なった。インタビュー
は「ジェンダーの多様性と⾃⼰表現について」であることを冒頭に説明した。主
な質問内容は次の通りである。
• ⽇本語学習を通して不快感を感じたことがあるのか。どのような点に不快
感を感じたか。
• 多様な学習者と共に学ぶことをどのように感じているか。
• 教材に対しての不快感はあるか。
• ⾃⼰のアイデンティティは？
• ⽇本での経験は？
インタビューは、上記の内容を調査協⼒者に⾃由に語ってもらい、途中、調査
者が質問したり、内容を確認したり、説明を求めたりする⽅法で進めた。インタ
ビューの時間は１⼈の学習者につき約 20 分から 40 分であった。使⽤⾔語は、⽇
本語より英語の⽅が⾃⼰表現しやすという理由から英語で⾏なった。インタビュ
ーは調査協⼒者の許可のもと IC レコーダーに録⾳し、収集した。

4-3. 分析⽅法
収集したインタビューは⽂字化し、スクリプトを作成した。この時点で⽇本語
訳をつけた。作成したスクリプトは以下の視点で分析した。
1. 協⼒者のジェンダーとアイデンティティ
2. ジェンダーとアイデンディティに関する⽇本語使⽤
3. 教材や教師、クラスメイトに対する不快感の経験や問題
4. ⽇本でのジェンダーやアイデンティティに関する⾔語的経験
以上の 4 つの視点からスクリプトを分析し、⽇本語学習者の内なる声を明らかに
する。

5. 調査結果
5-1. 協⼒者のジェンダーとアイデンティティ
インタビューの結果、協⼒者 13 名のうち 10 名が LGBTQ、３名がヘテロセク
シュアル（異性愛）であることがわかった。⽣物学的性と⼼の性が⼀致するシス
ジェンダーは半数以下の 5 名であった。協⼒者の中には、インタビュー中に⼼の
性が明確でない、⾃⼰の再認識をしながら回答する姿も⾒受けられた。以下にイ
ンタビューでの回答を挙げる。
• ⾃分の性別は男・⼥という性別とは⼀線を引いた性だと感じる
• ⾃分の中では男が 30%、⼥が 70%
• ⼤学に来て⾃分⾃⾝を⾃由に表現できるようになった
• 全寮制の⼤学のキャンパス内では⾃⼰表現ができるが、社会では不安
• 環境（⽇本とアメリカ）によってアイデンティティーが左右されている
• その⽇の気分によって⾃分の pronouns が変わる
• ⾃分の性はほとんど男
インタビュー協⼒者の詳細を⼈称代名詞ごとに表 3 にまとめた。
表３ 協⼒者のジェンダーやアイデンティティ
⼈称代名詞
⽣物学的性
社会的性
⼼の性
she/her

⼥
⼥
⼥

⼥
⼥
⼥

⼥

バイジェンダー

⼥(2 名)
男
男
男

⼥
男(&⼥?)
男
バイジェンダー

⼥
⼥

ノンバイナリー
ノンバイナリー

she/her/he/him

⼥

バイジェンダー

she/her/they/them

⼥

バイジェンダー

he/him
they/them

性的指向
レズビアン
バイセクシャル
パンロマンティック
アセクシュアル・グレーゾーン
パンロマンティック
アセクシュアル
異性愛者
バイセクシャル
異性愛者
アロマンティック
アセクシュアル
パンロマンティック
パンロマンティック
パンロマンティック
アセクシュアル
パンロマンティック

5-2. ジェンダーとアイデンディティに関する⽇本語使⽤
協力者は２年間から８年間の日本語学習歴があり、自分のアイデンティティに
合った自己表現を身につけている。特に性差の現れる第一人称に関しては意識を
傾け選択をしていることがわかった。インタビューでの回答を以下に挙げる。
• ⽇本語のクラスや家族の前では⼥っぽく、英語で話す時や⽇本語でカジュ
アルフォームを使う時は男っぽく話す
• ⽣物学的性は男性なのでクラスでは「私」を使⽤するが、インフォーマル
な場⾯では「アタシ」を使⽤し、⽂末も⼥性らしく話す
• ⽇本滞在中に友達と話す時「僕」を使⽤していたが、⾃分に合わないこと
に気がつきインフォーマルな場⾯でも今は⼤抵「私」を使っている
• 英語での⼈称代名詞は”they”で⽇本語では「あの⼈」を使⽤している

5-3. 教材や教師、クラスメイトに対する不快感の経験や問題
クラス内の活動でクラスメイトに対しての不快感を感じる学生はいなかった。
以下に教材、教師に対する回答をあげる。
• 授業や教材で不快感を感じたことはない
• ディスカッションの際に⾃分が男・⼥の性別に当てはまらず困った
• 先⽣には⾃分の pronouns を知っていてほしい
• ⽇本語以外のクラスではほぼ必ずといっていいほど pronouns も紹介する
• ジェンダーに関する語彙をクラスで学ぶ機会がなかった
• 教科書はあくまで教科書であって、内容にはあまり期待しない
• 教科書に記載されている内容はステレオタイプだと思う
• 少しでも LGBTQ に触れる内容があればいいと思う
• 「男/⼥らしい」「男/⼥みたい」という表現が気になった
• ジェンダーに関する⽤語を掲載してほしい
• ⽇本の社会が性的マイノリティにまだオープンでないように教科書もその
ような社会を反映していると思う

5-4. ⽇本でのジェンダーやアイデンティティに関する経験
協⼒者 13 名のうち８名は⽇本に 1 ヶ⽉から 1 年の滞在経験がある。その時の
滞在経験について話してもらった。その中の学⽣の多くが⾃分のアイデンティテ
ィを公にすることなく⽣活していたことがわかった。そのため、友達やホストフ
ァミリーとの会話で⾃分の本当の気持ちを共有できずストレスを抱えていたケー
スもあった。回答は以下である。
• ⽇本のホストファミリーには彼⼥がいることを内緒にしていた
• ⾃分はバイジェンダーだが、⾒た⽬が⼥性なので⽇本では⼥性らしく話し
ていた

•
•
•
•
•
•

⽇本に⾏って⾃分の⼼の性について悩み始めた
留学の際、⽇本のコーディネーターに⾃分のセクシュアリティについてホ
ストファミリーに伝えるべきではないと助⾔された
中学校で TA をしていた時、⽣徒に Mr. か Ms.かと聞かれた
⾃分を⾃由に表現できなくてストレスがあった
アメリカより保守的だと思い話す内容にも気をつけた
⽇本滞在中に友達と話す時「僕」を使⽤していたが、⾃分に合わないこと
に気がつきインフォーマルな場⾯でも今は⼤抵「私」を使っている

5-5. その他
インタビューの回答にはジェンダーとアイデンティティに関して様々な語彙が
使⽤された。協⼒者は⽇々インターネットを通して様々な⽤語を学び情報を得て
いる。以下にインタビュー中に頻繁に使われた語彙とその意味を記載する。
【英語】
Agender: Denoting or relating to a person who does not identify themselves as
having a particular gender.
Asexual: Without sexual feelings or associations.
Aromantic: Having no interest in or desire for romantic relationships.
Bi-gender: Denoting or relating to a person whose sense of personality identity
encompasses two genders.
Ace ring (Asexual ring): A clack ring worn on the right middle finger that indicates
that the wearer is and asexual.
Bisexual: Sexually attracted not exclusively to people of one particular gender;
attracted to both men and women.
Cisgender: Denoting or relating to a person whose sense of personal identity and
gender corresponds with their birth sex.
Demi-sexual: A person who does not experience sexual attraction unless they form
a strong emotional connection with someone.
Non-binary: Denoting or relating to a gender or sexual identity that is not defined
in terms of traditional binary oppositions such as male and female or homosexual
and heterosexual.
Panromantic: Noting or relating to a person who is romantically attracted to people
of all sexual orientations and gender identities.
Pansexual: Not limited in sexual choice with regard to biological sex, gender, or
gender identity.

6. 考察
本研究ではインタビューを通して、先⾏研究で指摘されている以上に学習者の
アイデンティティが如何に多様であるかが明らかになった。さらには、男・⼥の
性別⼆元論では分類ができないアイデンティティも持つ学習者の存在も明らかに
なった。
このような⽇本語学習者の内に存在する複雑なアイデンティティについては、
先⾏研究では指摘されていなかった。その理由は、これまでの性やジェンダーに
関する先⾏研究が⽇本語教材や⾔語そのものに向けられており、その教材や⾔語
を使⽤する主体である学習者の内⾯には向けられてこなかったからである。この
点において本研究は意義があり、⽇本語教育において学習者の複雑なアイデンテ
ィティを考慮に⼊れていく重要性を⽰唆していると⾔えよう。
特に、⾃⼰表現の⼿段である⼈称代名詞（英語）の把握は必須であると考え
る。she/he 以外の代名詞を使⽤している学⽣はそれを教師、またはクラスメイト
に伝えることで⾃分を理解してもらおうとする。教師はそのような学習者の気持
ちを受け⼊れるためにも、最初の授業の⾃⼰紹介に⼈称代名詞も付け加える、ま
たは学期のはじめに実施するアンケートに代名詞を記⼊する項⽬を作るなどの対
応することが不可⽋であると考える。
教師は常にオープンマインドで多様なジェンダーを持つ学習者がクラスに存在
することを前提に授業を進めていくことが必要である。少⼈数クラスでは半数以
上の学⽣が LGBTQ の学⽣になるケースもあり、「性的少数者」とは⾔えない環
境もある。教科書には掲載のない時流にあったジェンダーに関する⾔葉の導⼊と
同時に LGBTQ が差別されるような教材を排除するなどの⼯夫が必要である。国
籍、⼈種、経済的な背景が⾮重要視させる世の中で、性別もその対象となるべき
ではないだろうか。今後は、性別⼆元制に執着することなく、また、性別を問う
ことなく⼈を⼀⼈の⼈間として扱う教育環境になっていくであろう。
今回のインタビューはアメリカのリベラル・アーツの⼤学で⾏われたものであ
る。この⼤学は”equality of persons”をミッションに掲げており、多様なバックグ
ラウンドを持つ学⽣を積極的に受け⼊れている。このような背景が⼀助となり多
様なアイデンティティをもつ協⼒者の声を聞くことができた。

7. まとめと今後の課題
本研究では学習者の内⾯に視点を当て、複雑に多様化しているジェンダーを
明らかにし、そのような学習者を考慮する必要性を指摘した。また協⼒者がイン
タビュー中に使⽤した⾃⼰表現の語彙も多様であり、そのような表現は⽣の声を
聞くことにより露⾒されたと⾔える。

今後は、今回の調査結果をもとに⽇本語クラスの活動の実践研究を⾏うことで
学習者の内⾯をさらに検証していきたいと考えている。
⽇本語クラスでジェンダーやアイデンティティの多様性をテーマに、性別⼆元
論の枠を超えた視点でのディスカッションやプロジェクトを実践し、分析してみ
たい。⽇本のテレビドラマでも 2018 年に放映された「おっさんずラブ」が話題
を集め LGBTQ をテーマにしたドラマが⼈気番組になり始めている。2019 年に
⼊り「昨⽇何⾷べた？」「俺のスカート、どこいった？」「腐⼥⼦、うっかりゲ
イに告る」などが放送されている。このようなドラマを教材とし、それらを学習
者が分析するというプロジェクトを考えている。これらを通して、多様で異なる
学習者が⽇本語を共に学ぶとはどのようなことなのかについて参加者全員が考え
る機会となるよう促していきたい。
将来、⽇本語を学ぶコミュニティがどの学習者にとってもより⾃分らしくいら
れる居場所となることを願っている。
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1 多読実践
1.1 多読とは
多読というアプローチは 1980 年代から英語教育に普及し始めたと言われてい
るが、米国においては、いまだ外国語教育全般に浸透しているとは言い難い。し
かしながら、日本語多読に限って言えば、ここ数年取り入れる機関が増え、実践
報告も見られるようになってきた。
Day & Bamford (1998)は、多読を ‘Quickly reading large amounts of self-selected,
easy, varied, and interesting material’と定義し、教材や活動についての 10 原則を挙
げている。高橋 (2016)は、先行研究における第二言語の多読の定義を調べ、「大
量に本を読む」という広義の意味ではおおむね一致するものの、狭義の定義づけ
は異なると述べる。現在では「自分の好きなものを楽しくたくさん読んで日本語
を身につける方法」（NPO 多言語多読ウェブサイト）に代表されるように、
「楽しさ」を加味した定義が増えている。「楽しさ」という言葉が記載された初
期のものとしては「レベル別日本語多読ライブラリー」(2006)がある他、NPO 法
人日本語多読研究会（当時）の川本他 (2008)でも言及している。
多読の最大の特徴は、教科書などの共通教材を使わず、学習者各自の個人活動
であることだろう。従って、多読授業は、様々な点で教師主導の一斉授業と大き
く異なる。まず、授業の立ち上げに際し、大量の図書の購入や保管場所の確保が
不可欠である。そのためには、図書館などの関係部署と協力、連携しなければな
らない。また、多読では教師は全員に向けて教えることができず、またテストも
できない。このような場で教師が何をすべきか、従来の役割を再考し、変えてい
く必要がある。
1.2 ノートルダム大学での多読授業概要
ノートルダム大学は、在校生約 12,000 人の米国中西部にある私立大学であ
る。日本語プログラムでは、近年日本語 1-4 年生 （3-5 単位）と多読授業 2 コー

ス（初級・中上級 1-2 単位）が開講されている1。全履修者数は約 80-100 人 で、
80%以上が英語母語話者である。
本学には東アジア専門図書館はないが、プログラムでは東アジア学専門司書と
協働で多読用図書を揃え、2013 年秋より多読活動を行ってきた。初年度は多読
クラブを実施し、2014 年秋より正規多読授業を開講している2。正規授業１年目
は、初級から上級まで全レベル混在の授業であったが、履修者が増えたため、2
年目からは初級・中上級の 2 レベルに分けるようになった。授業は、 1-2 単位の
選択科目として、各レベル週 1 度ずつ図書館内の教室で行っている。多読受講者
は毎学期約 18-30 人ほどで、通常授業の補完として取っている者もいれば、多
読のみの者もいる。多読授業に対する学生からの評価は、毎学期極めて高く、複
数学期継続して履修する学生も多数いる。
教室内活動はむろん個人読書が中心であるが、その他読書記録記入、読み聞か
せ、学期末プロジェクト発表などを行っている。教室外課題には、学期中2度の
自己評価、Oral Book Report、Written Book Reviewがある。出席や課題の締め切り
厳守を徹底し、それに基づいてLetter Gradeの成績を与えている。読書記録やプ
ロジェクト発表などの内容や日本語には、教師は基本的に点をつけていない。
1.3 多読による教師の変容
筆者は過去 10 学期を通じてのべ 200 人以上の学習者に接し、多読授業の目的
は、学習者に本を読んで感動する体験をし、楽しさを知ってもらうことだと考え
るようになった。ここでは日本語習得を前面に打ち出すというより、読書一般の
楽しさを意図している。これが自律学習につながり、自然に日本語力も身につい
ていくと考えられる。
この授業を通じ、筆者が学生に驚かされたことは数知れない。多読では、通常
授業で遅れ気味の者が生き生きと本の世界に入り込んだり、創造性あふれるプロ
ジェクト発表をしたりすることが頻繁に起こる。また、興味や関心、得意分野、
専門など、それぞれの学習者がいかに異なるかということを再認識する機会にな
る。このことは、筆者に多くの内省・変容をもたらしてきた。
学期末自己評価では、履修者に多読授業全般に対する印象を聞いている。その
中で彼らは「自分で好きな本が選べる」「自分のペースで読める」「自分に合っ
た本がある」といった項目を高く評価している。このことから、学習者は、決め
られた教科書を使う受け身の立場ではなく、もっと積極的に学習に関わりたいと
考えていることが分かる。自分の学習を自らコントロールする多読は、学習者主
導である。筆者は、教材やテスト、課題など教師が与えるものが、むしろ学習者
の自律性、主体性をつみとっているのではないかと感じるようになってきた。
また「リラックスできる」ことに対する評価も非常に高い。米国の大学生は常
に様々な授業のストレスを抱えているが、テストなどのプレッシャーを感じない
で済む多読の時間を、多くの学生が心待ちにしている。同時に、学生は「読むス
1

2019 年春学期、新しく中上級の多聴・多観・ディスカッションコースの開講を始めた。これは
多読コース経験者の提案による学習者主導のコースである。
2
本学の多読授業については纐纈 (2019)に詳しい。

ピード」「語彙力」などの日本語力の上達も自覚している。リラックスして読書
を楽しむことが、自然な形で言語習得につながっていると思われる。このことか
ら、筆者は通常授業で行なっているテストやカリキュラムに対しても疑問を持つ
ようになってきた。
1.2 にあるように、本学では、2015 年秋より 2 レベルの多読授業が開講されて
いる。しかしながら、実際には授業スケジュールの理由から、1 年生の学生が中
上級クラスに登録することもある。しかし、違うレベルの学習者が同席すること
による問題はほとんどないと言ってよい。むしろ、普段あまり顔を合わせない他
レベルの学習者と知り合い、情報交換をしたり助け合ったりする機会になり得
る。一斉授業でない多読では、異なるレベル・背景・興味を持つ多様な学習者混
在のインクルーシブな授業が可能となるのだ。授業初日、筆者は履修者に対し、
クラスメートと自分を比べる必要がないことを強調する。一斉テストがない多読
では、あくまでも自分のペースで自分の好みに合うものを読み、他人と比べなく
てもよいからだ。個人活動を軸に据えた多読は、インクルーシブな授業の好例と
言えるだろう。
2 多読から多聴・多観へ
2.1 インプットの重要性
本学の 1、2 年生の通常授業は、文法や文型に基づく口頭コミュニケーション
練習が中心で、読むことにあまり時間を割いていない。しかしながら、3 年生で
は精読中心となる。スムースに精読に移行するためには、初級でもっと読むこと
を取り入れる必要がある。多読はインプット（読む）がいかに重要であるかを考
えるきっかけにもなっている。
多読授業では毎週の個人読書活動からインプットを取り込むが、学期末プロジ
ェクトでは、多くの学生が自分でストーリーを書き、絵本を作成する。大量のイ
ンプットが自然なアウトプットを引き出しているのだ。しかし、通常授業では、
十分なインプットなしに、文法学習を直接アウトプット（話す・書く）に結びつ
けようとしている。より効果的にアウトプットを生むためには、初級からもっと
インプットを増やすことが必要なのではないだろうか。
近年、自らアニメや映画、ドラマなどから日本語を吸収した独学経験者が、正
規授業を履修する例が時折見られる。彼らの日本語は、多少正確さを欠く傾向が
あるものの、流暢で語彙も豊富なことが多い。これは、アニメなどによる大量の
「聴く」「観る」インプットが、彼らの日本語力に影響を与えたと考えられる。
いわゆる「多聴」「多観」である。
山内 (2017)は、教室内外において無意識的に行なっていた様々な活動や行為
を、意識的な学習へ変容するきっかけを与えることが重要だと述べる。つまり、
アニメやマンガ、音楽などを趣味として楽しむことが、大量のインプットの吸収
となり、日本語学習につながると学習者自身が認識すべきだということだ。自律
性のある学習者は、日本語学習への強い意思を持ち、日本語使用環境を自主的に
構築することができる（池田 2019）。さらに、池田 (2019)によると、教室外で

の無意識的な活動（=偶発的学習）と意図的学習を組み合わせることが学習効果
につながるという。
以上の理由から、本学では 2018-19 年度、全レベルに多聴・多観活動を取り入
れることにした。
2.2 多聴・多観に関する先行研究
英語教育では「多聴」をどのように定義しているのだろうか3。多聴とは「や
さしい英語をたくさん聴き、単語ひとつひとつを気にせずに全体の流れをつかむ
こと」である (高瀬 2010)。Renandya & Farrell (2011)は、‘All types of listening
activity that allow learners to receive a lot of comprehensible and enjoyable listening
input’と定義する。多聴は、多読から派生したため、定義も多読のものを応用す
ることが多い（Povey 2016）。
「多観」の言葉は、2010 年ごろからで使われ始めたようである4。NPO 多言語
多読では、特に英語の「字幕なし多観」を推奨している。原則として「字幕はつ
けない」「わからないところは飛ばす」「合わないと思ったら投げる」を挙げ、
字幕を使わないことが多読の「辞書は引かない」に当たるとしている (NPO 多言
語多読ウェブサイト)。
近年、英語多聴に関する研究・報告は徐々に増えてきている。しかし、10 年
ほど前までリスニング教材の入手が困難だったため、いまだ報告が少ない (三
原・山田 2018)。また、高瀬 (2010)が述べるように、多聴は多読と一体化して行
われることが多いようである。その場合、Graded Readers 付随の音声教材を使用
することが一般的である (Renandya & Farrell 2011)。Sakurai (2018)・Waring (2008)
は聞き読みの効果を挙げ、三原・山田(2018)・Haginoya (2013)・Povey (2016)など
ではオンラインなどの様々な多聴教材を紹介している。英語・日本語双方とも、
多観に関する報告は今のところないようである。
2.3 本活動における多聴・多観
2.1.で述べたように、楽しみながらインプットを増やすことは効果的だと考え
られる。このことは、本学の多読授業、また独学経験者の成功例から明らかであ
る。したがって、筆者は、本活動における多聴・多観を以下のように捉えること
とした：「学習者が好きなマテリアルを選んで、日本語をたくさん聴き、細かい
ことを気にせず内容を楽しむこと。映像や字幕の力を借りてもよい5。」学生
は、音楽のほか、映画、アニメ、ドラマ、テレビ CM、ゲームなど、日本語の音
声インプットのあるマテリアルを自由に選ぶ。今回、彼らは Graded Readers 付随
の音声教材は使用せず、聴き読み活動は行なっていない。この点で、本活動は一
般的に行われている英語多聴活動とは一線を画していると言えよう。
3

津田・ナズキアン (2019)は発音練習について報告しているが、多聴の定義には触れていない。
筆者の知る限り、日本語教育で「多聴」の言葉を用いた報告は他に見当たらない。
4
初期のものとして、NPO 多言語多読の酒井邦秀氏の 2010 年 2 月 15 日のブログポストがある。
https://tadoku.org/blog/old-sakai-note/2010/02/15/post-281/ (2019 年 5 月 5 日)
5
「字幕なし多観」はたいへん興味深いが、本実践では字幕使用は自由とした。

上述のように、「多観」に関する先行研究は見当たらないため、今回英語訳を
‘Extensive Viewing’とした6。
3 ノートルダム大学での多聴・多観実践
3.1 活動概要
本活動は、2018 年秋学期と 2019 年春学期の各学期中 2 度ずつ計 4 回、教室外
課題として行なわれた。実施時期は、秋休み (10 月 1 週間)、サンクスギビング
休暇 (11 月 5 日間)、春休み (3 月 1 週間)、イースター休暇 (4 月 4 日間)である。
対象は、通常日本語コースに登録している学生全員とした。
本学日本語プログラムでは、全レベルにクラスブログおよび学生の個人ブログ
があり、書く活動に使用している。本課題の指示はクラスブログに載せ、学生は
多聴・多観の内容について各自のブログにポストを書いた。
指示は「音楽、アニメ、映画など好きな音声マテリアルを選んで日本語を聴
き、英語・日本語でブログポストを書く」とし、長さや字幕使用の指定はない。
なるべく学習者に自由度を与えたかったからである。さらに「マテリアルの名
前・長さ」「活動時間」「要約」「活動に対する感想」などについてブログに含
めるよう指示した7。1 年生クラスの指示は 全部英語、2 年生以上は適宜日本語も
加えた。
3.2 Google Form 内容
2 度目の実践 (2018 年サンクスギビング休暇)以降、学生には、ブログポストの
他に記名式 Google Form も提出してもらうようにした。1 度目に行なった際、活
動時間などの情報が抜けているブログがあり、全員共通の質問項目を作るべきだ
と判断したためである。
2019 年春学期の Google Form の項目は「マテリアルのジャンル（映画・アニ
メ・ドラマ・音楽など）」「学期中にそのマテリアルに触れる頻度」「マテリア
ル名」「活動時間」「字幕の有無」「内容要約」「成果（アウトカム）」「活動
に対する印象」である。すべて記入は必須とし、「内容要約」「成果」「活動に
対する印象」は英語で自由に記述してもらった。
次節では、2019 年春休みに行った活動から「成果」「活動に対する印象」の 2
項目について取り上げ、結果を分析する。
4 分析
4.1 テキストマイニングを用いた先行研究
今回、Google Form 記載の学生の自由記述データを分析するにあたり、テキス
トマイニングを用いた。テキストマイニングとは、アンケート、インタビュー記
録、新聞記事などの文章データを単語や文節で区切り、その出現頻度や共起を統
計的に分析する方法であり、社会学やマーケティングなどの研究に多く使用され
6
7

この訳は筆者が考えたものだが、Thomas Robb 氏、Betsy Lavolett 氏にご助言いただいた。
指示全文を資料に挙げた。

ている。今村 (2016)によると、英語多読に関して質的に詳細に研究したものは近
年極めて少ない。しかし、自由記述データから得られる知見には量的研究と異な
るメリットがあり、テキストマイニングの手法ではテキストデータをより客観的
に処理することが可能となる (今村 2016)。
テキストマイニングを用いた英語多読に関する研究として、鬼田(2013)と今村
(2016)が挙げられる。いずれも学生の自由記述式のアンケート回答を調査したも
のである。英語多聴や日本語多読・多聴についてテキストマイニングを用いた研
究は見つからなかった。
テキストマイニング用ソフトウェアには様々なものがあるが、上記の英語多読
研究では KH Coder が使われている。今回は Python Ngram と Gephi を用いたが、
分析内容は基本的に同じである。
4.2 回答者・マテリアルについて
3.2 で述べたように、今回分析する自由記述データは、2019 年春休みの多聴・
多観活動後に提出された Google Form の一部である。課題は、通常 1-3 年生コー
スに在籍する 63 人に与えられた8。そのうち 89%に当たる 56 人が回答した9。グ
ラフ 1 が示すように、回答者全体の 73%を 1 年生が占めている。

グラフ 1: レベル別回答者
学生は自ら好きなマテリアルを選び一定量視聴したが、ノルマなどはなく好き
なものを好きなだけ聴いた。以下、学生が選んだマテリアルのジャンルを示す。

8

多読、多聴・多観・ディスカッション、および 4-5 年生翻訳コースの履修者は除外した。
回答者は 1 年生 41 人、2 年生 10 人、3 年生 5 人である。全回答者 56 人中 5 人は複数マテリアル
を使用し、マテリアルごとに Google Form を提出した(資料参照）。
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グラフ 2: 学生が選んだマテリアルのジャンル
全体の 3 割強をアニメが占めているが、音楽、映画、YouTube 動画と続き、ジャ
ンルは多岐に渡っている。このことから、学生の好みが細分化されていること、
各自が好みに応じて多様なマテリアルを選んでいることが分かる。
4.3 分析内容
分析したのは「成果」「活動に対する印象」についての自由記述コメントであ
る。今回、この 2 種類のコメントに対し 2 パターンのテキストマイニングアプロ
ーチを行った。1 つ目は語彙の頻出度分析、2 つ目は共起ネットワーク分析であ
る。語彙の頻出度分析は、コメントの中に出てきた語彙の中で、2 回以上登場し
たものをその出現回数とともにリスト化するというものである。頻出度の高い語
彙から、学生が全体としてどのようなことを感じていたかを読み取る手がかりが
得られた。共起ネットワーク分析では、頻出度の高い単語同士をネットワーク状
に表示し、語彙同士を線で結ぶ。線の太さは、語彙同士が共に出現することが多
いことを示している。
4.4 分析結果
4.4.1 多聴・多観活動の成果
学生は、多聴・多観活動を通じ、言語面、文化面などについてどのような成果
を感じたか英語で記述した。2 回以上出現した語彙を頻出度順に並べたところ、
words、Japanese、able、understand、recognize といった単語が上位となった。こ
の結果から、一般的に学生は語彙認識の向上を実感していると読み取ることがで
きる。
次に、語彙認識についてさらに詳しく調べるために、1 年生と 2・3 年生に分
けて分析した。1 年生では ‘words’がもっとも高頻度で使われている単語である
のに対し、2・3 年生では他の単語の方が上位に挙がり、1 年生ほど使われている
わけではなかった。人数の差があるため一概には言えないが、初級レベルの学生

の方が、多聴・多観の効果として語彙力の向上をより強く感じていると予想でき
るだろう。

グラフ 3: 成果（全レベル）

グラフ 4: 成果（1 年生）

グラフ 5: 成果（2・3 年生）

以下の図は、「成果」の自由記述コメントについて、共起ネットワーク分析を
したものである。この図では頻出度の高い語彙同士がどのように関係しているか
を見ることができる。結果として、words と japanese をはじめとして、words と
understand、words と recognize、words と able などが太い線で結ばれている。すな
わち、成果について「日本語の語彙を理解する・認識することができる」と感じ
た可能性が高い、と推測することができる。

図：成果（全レベル）
4.4.2 多聴・多観活動に対する印象
成果同様、頻出度順に語彙を並べた。その結果を見ると、上位 10 位までの単
語には大きく 2 種類あることが分かった。1 つ目は、Japanese、listening、
watching など多聴活動を説明するために使われると予想できる語彙である。2 つ

目は、really、enjoyed、fun、like といった個人が感じる印象を表現する目的で使
われる語彙である。これら上位の印象に関する語彙を見る限り、学生たちが楽し
んで活動を行ったことは明白であると言えるだろう。活動に対して否定的にとら
える語彙は、コメント全体を通してほぼ見当たらなかった。

グラフ 6: 活動に対する印象

5 まとめ
以上の自由記述コメント分析により、今回の多読・多聴活動は、全レベルの学
生に肯定的に捉えられたことが分かった。学生たちは、課題を負担に感じること
なく楽しんで活動を行なったと言える。本活動は、1 年の間、定期的に 4 回に渡
り行なわれた。活動を繰り返すことが、語彙認識など日本語力の伸びの自覚に影
響した可能性も高いだろう。初級からのインプットを増やす必要性からも、今
後、似たような活動の頻度を増やすことを検討したい。
本活動では、アニメや音楽に接する行為を日本語クラスの課題の一部にした。
多くの学習者が趣味として無意識に行なっていることが、大量のインプットの吸
収であり、日本語学習に効果があるという気づきを促したかったからである。日
本語力の伸びを自覚した学生が一定数いたことから、今後自発的に活動を続ける
ことも期待できるだろう。
多聴・多観の場合、マテリアルに関して多読とは異なる課題がある。多読であ
れば、活動に適した図書情報の共有は比較的簡単である。一方、多聴・多観の場
合、学習者が選ぶマテリアルは広範囲に渡り、リンク切れなどの問題もある。し

かし、何らかの形で、マテリアルを紹介・共有する方法が模索されるべきであろ
う10。
今回字幕使用は自由としたが、字幕が活動に与える影響は無視できない。字幕
なし多観の導入も検討していきたいが、そのためにも適切なマテリアルの共有は
不可欠である。
多読・多聴・多観では、多様化する学習者の興味や個性を尊重する。これらは
真に学習者主導の活動であり、その重要性は今後ますます高まっていくだろう。
現行の日本語カリキュラム全体にいかに適切に取り入れていけるのか、引き続き
考えていきたい。
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資料：多聴・多観活動のクラスブログ上の指示
1. Choose any listening materials in Japanese (Movies, Anime, Song, Drama, YouTube
Video, Quiz Show, Game, Radio Program, etc.). As far as you listen to 日本語, any
genres and/or length are fine, such as 2-hr movie and 5-min videoclip. You may listen to
more than one material with or without subtitles.
2. Write about your listening activity on your blog in English (and Japanese if you like).
- What materials did you listen to? (names of materials)
- Post images related to the material you heard.
- How long are they?
- How many minutes / hours did you listen to in total?
- Summary of the contents
- Your impressions about the materials and the listening activity
3. Please fill out the Google Form about your listening/viewing activities. We want to ask
you to submit a form for each instance of listening material, so some of you may need to
submit multiple forms (once per listening activity). Please write in English.
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「やり抜く力」と日本語学習モチベーション：成功体験の積み重ねの重要性

JAPANESE LANGUAGE LEARNING MOTIVATION AND GRIT:
THE IMPORTANCE OF BUILDING SMALL STEPS TOWARDS THE GOAL
下浦 伸治
Shinji Shimoura
南フロリダ大学
University of South Florida
はじめに

言語学習は、学習者が長期に渡って学習に取り組むことによって成功にたど
り着かなくてはならず、学習者自身が進んで取り組んでいかなければ成功には近
づくことが難しいだろう。その成功に向かうためには、長期的なゴールを設定
し、それに向かって進んでいかなければならない。多くの学習者が異文化間コミ
ュニケーションのために外国語を学習し、その社会との結びつきを強めるために
外国語を学習しているだろう。そのゴールを達成するために必要な外国語/第二
言語(Ⅼ２)学習動機づけ理論として、L２自己（Dörnyei, 2005; Dörnyei & Ushioda,
2009）が注目されている。L２自己は、主に理想L２自己と義務L２自己の２つの
自己概念と学習経験によって構成されていると言われているが、日本語のような
希少外国語を学ぶ学生は、もう一つ別の自己概念（反義務L２自己）を持ってい
るのではないかと言われている（Thompson, 2017b; Thompson & Vásquez, 2015）。
Dörnyei（2005）は、パーソナリティ心理学で盛んに研究されている自己概念と
動機づけの諸理論（自己不一致理論，自己決定理論など）、特に「可能自己
（possible self）」という概念を外国語教育の動機づけや自己概念に取り入れ，L
２MSS（L2 Motivational Self System）モデルを提唱した。
L２自己
L２自己には、Dörnyei（2005）が提唱した、理想L２自己及びに義務L２自己
と、Thompson & Vásquez（2015）が加えた反義務L２自己がある。理想L２自己
（Dörnyei, 2005; Dörnyei & Ushioda, 2009）は、「将来学習者自身がなりたいと思
う外国語使用者としての自己像を表す志向性」と定義され、将来学習者自身がな
りたいと思う外国語使用者としての自己像を表す志向性で、 理想L２自己が明
確に描けているほど、現在の自己とのギャップを埋めようと外国語学習が動機づ
けられると想定されている。義務L２自己（Dörnyei, 2005; Dörnyei & Ushioda,
2009）は、「外発的な理由(両親や友人，社会構造等)によって統制された「なる
べきである」と考えている外国語学習者としての自己像」と定義され、理想L２
自己に比べて積極的な志向性ではなく「就職に失敗したくないから英語を勉強す
る」等、回避の側面が含まれることもある。最後に、反義務L２自己

（Thompson, 2017; Thompson & Vásquez, 2015）は、『「なるべきである」という外
部からの圧力に反し「学習者自身がなりたい」と考える自己像』と定義され
外発的な理由(両親や友人，社会構造等)によって統制された「なるべきである」
という学習者像に反して、学習者自身が外国語を学習したいと考える積極的な志
向性である。日本語のような主要でない外国語では、「他の言語を勉強したほう
がいい」
、「外国語を勉強するよりもっと大切なことがあるはず」といった外的な
圧力の中でも日本語を勉強するという反義務L２自己を持つことが大切であると
考えられている（Thompson & Vásquez, 2015）。
言語学習を進めていくにつれ、高い理想L2自己を持ち学習に取り組むことが
理想だが、日本語学習者に関しては、二年生、三年生とコースレベルが上がって
も理想L2自己が上がらないと報告されている（下浦, 2018）。スペイン語、フラ
ンス語といった主要外国語と比べて学習に時間がかかると言われている希少外国
語（アラビア語、中国語、日本語等）では、理想L2自己を高めるために、将来
なりたい自己像だけではなく、他にも必要な要素があるのではないだろうか。
Grit
Duckworthは、社会で成功を収めている多くの人々の中には、共通の特徴があ
ることを発見した。Duckworthは、それをGrit（グリット）と呼び、『やりぬく
力』、そして１つの物事に継続して向き合い完遂する能力のことであると述べ
た。Duckworth, Peterson, Matthews & Kelly（2007）によって提唱されたグリット
は、教育だけでなくビジネスなどの分野から大きな注目が寄せられている。
Duckworthは、様々な分野で成功するには、才能やIQとは違う、『時間をかけて
物事に取り組む』能力の有無が成功のために必要であると考え、グリットスケー
ルを開発した。このグリット（やり抜く力）は『情熱』と『粘り強さ』の二つの
要素から構成されている。グリットの有無が成功に関連しているかについては、
特に教育分野でその有効性が証明されている。
米国陸軍士官学校では、毎年多くの脱落者が出ることで有名な初年度の夏季基
礎訓練を耐え抜くことができる士官候補生の予測を行ったところ、 グリットが
高いほど精神力を試される厳しいトレーニングに耐えられることが分かった。ま
た、教育現場では教師の指導力や教育力に注目し、教師の中で誰が生徒の持つ学
力をより多く引き出し、結果に結びつけることができるのかという予測を行った
ところ、教師の持つ知識や経験ではなく、グリット・スコアの高い教師ほど生徒
の成績を伸ばすことに成功したことが、明らかになった。このように、教育分野
では、グリットの重要性が明らになっている。 また、グリットは、才能や素質と
呼ばれる要素とは違い、意識を持って取り込むことで誰でも高めていくことので
きる性質を持つことも分かっている。
第二言語習得においても、グリットの重要性について研究されている。言語学
習において、継続して向き合い完遂する能力が必要であることは、明らかである
が、グリットが言語学習に与える影響については、未だはっきり解明されていな
い。Yamashita(2018)は、グリットの強さと日本語コースでの成績の関連を調べた
が、関連性は見られなかった。Yamashita は、ある一定の時点におけるグリットと

日本語コースでの成績の関係性を調べたが、グリットの変化が言語能力にどのよ
うに影響を与えているかは分かっていない。 グリットも心理学概念であること
から、学習動機付けといった概念との関連性も研究が進んでいる。Feng & Papi
(2019)は、グリットと L2MSS の関連を調べ、グリットと L２自己がモチベーショ
ンを予測するのに重要であると示した。しかし、グリットは、モチベーションや
学習そのものに寄与するのではなく、長期ゴールやビジョン達成のために必要な
要素であると述べた。
Keegan (2017) は、グリットの持つ要素を理解し、言語学習と結びつけることで
成果があがると述べ、グリットを強化する要素を取り入れたカリキュラムの重要
性を述べている。グリットを伸ばすには、１）興味を持つ重要性、２）日々の努
力を欠かさない、３）慢心しない、４）目標を設定する、５）社会への貢献意識
を持つ、６）希望を持つ ことが大切であると言われている（Duckworth et al, 2007）。
日々の努力を通して、成功体験を積み重ねることの重要性もしてきされている。
この６つの要素を見てみると、言語学習にも関係があることがわかる。例えば、
１）興味を持つ重要性は、外国語学習動機付けでも重要であることが示されてい
る。また、２）日々の努力を欠かさない、４）目標を設定する、６）希望を持つ、
などは、言語学習にも欠かせない要素であろう。では、Keegan (2017)のいうよう
に、カリキュラムにグリットを強化する要素を取り入れると言語学習に成果がで
るのであろうか。また、日々の言語学習を通して、成功体験を積み重ねた学習者
は、グリットが強化されるであろうか。本研究では、学習者のグリットに焦点を
あて、グリットと外国語動機付けの関連を調査した。本研究が行われた日本語プ
ログラムは、日本語１、２では、Can-do ステートメントを使い、日本語で「でき
る」にフォーカスしたカリキュラムを採用している。Can-do ステートメントを使
うことで、グリット強化に必要な２）日々の努力を欠かさない、３）慢心しない、
４）目標を設定する、６）希望を持つ という要素によりフォーカスした言語学
習が行われるようカリキュラムがデザインされている。また、Can-do ステートメ
ントが「できる」ようになる成功体験の積み重ねを通して、学習者自身が自らの
成長を確認できるように配慮されている。
本研究の目的は、日本語学習者の「外国語学習動機付け」と「グリット」の関
係性を探り、「やり抜く力」が日本語学習に重要かどうか調査し、日本語クラス
内で成功体験を積み重ねることで「グリット」が強化され、日本語学習に対して
影響を与えるのかどうかを調査することである。本研究の研究課題に入る前に、
本研究の理解をふかめるためにも、本研究が行われた環境について述べることに
する。本研究が行われたのは、アメリカ南東部にある学生数五万人を超える州立
大学で、日本語は、日本語一から日本語六まで三年間のコースが開講されてい
る。昨年度より外国語専攻の中に、日本語を専修とできる課程が開設された。
本研究では、下記の研究課題について調査した。
1. グリットと外国語学習動機付け（特に理想 L2 自己）には関係があるの
か。

2. 一学期を通して小さな成功体験を積み重ねた学習者は、グリットに変化が
見られるのか。
3. 一学期を通して小さな成功体験を積み重ねた学習者は、外国語学習動機付
けに変化が見られるのか。
調査方法
参加者
本研究への参加者は、アメリカ南東部の公立大学で日本語を学習している学生
の中で、2019年春学期に日本語２を履修した学習者を対象に行った。データ収集
は、2019年春学期の第一週目、第八週目、第十六週目の計三回行われた。参加に
同意し、三回の調査に参加した学生は、合計６５名であった。６５名の参加者の
内、３１名が男性、３４名が女性、２名がその他であった。

テーブル１. 調査参加者の基本情報
N
女性
57
29
日本語２

男性
26

その他
2

平均年齢
21.71

質問紙の構成
質問紙は、外国語動機付けに関するアンケートとグリットに関するアンケー
トの二部から構成された。外国語動機付けに関するアンケートでは、先行研究の
外国語学習動機付けに関するアンケートからTaguchi, Magid, and Papi（2009）の
理想L２自己、義務L２自己、及びにLiu and Thompson (2018) の反義務L２自己の
項目を利用した。質問紙項目は、外国語学習動機に関する3つのカテゴリー（理
想L2自己、義務L2自己、反義務L2自己）の31項目と調査者に関する情報（性
別、年齢、学年、履修レベル）である。調査者は、各設問に、１：非常にあては
まる、２：かなり当てはまる、３：いくらか当てはまる、４：あまり当てはまら
ない、５：ほとんど当てはまらない、６：全く当てはまらない、の６段階で回答
した。グリットに関するアンケートは、Duckworth et al. (2007)の質問を利用し、
調査者は、各設問に、１：非常にあてはまる、２：かなり当てはまる、３：いく
らか当てはまる、４：あまり当てはまらない、５：全く当てはまらない、の５段
階で回答した。

①理想L2自己
「I can imagine myself living abroad and having a discussion in this language.」を含
む１０項目
②義務L2自己
「If I fail to learn this language, I’ll be letting other people down.」を含む１０項目
③反義務L2自己
「I want to study this language, despite others telling me to give up or to do something
else with my time.」を含む１１項目

④グリット
「New ideas and projects sometimes distract me from previous ones.」（情熱）、
「Setbacks don’t discourage me. I don’t give up easily.」（粘り強さ）を含む１０
項目
本研究では、この中の理想L２自己とグリットにフォーカスし、データ分析を
行った。
統計手法
研究課題の調査のために、相関分析（Correlation analysis）、分散分析（Oneway ANOVA、factorial ANOVA及びrepeated-measure ANOVA）を用いた。研究課
題１では、相関分析を用い、グリットと理想Ⅼ２自己の関連性を調査した。研究
課題２では、学習者のグリットが通時的に変化したかどうかを反復測定分散分析
を用い調査した。研究課題３では、まず、日本語学習者をグリット及び理想Ⅼ２
自己のプロファイルを基にクラスター分析を用い３グループに分けた。そして、
グループ間の理想Ⅼ２自己にグループによる差が通時的にあるのかを多元配置分
散分析を用い調査した。統計分析には、SPSS version 24を使用した。
結果
研究課題１：グリットと外国語学習動機付け（特に理想L2自己）には関係があ
るのか。
研究課題１の調査には、三回の調査すべてに参加した５７名の学生のデータを
使用した。
グリットと理想Ⅼ２自己の関連性を調査するために、調査参加者のグリットス
コアと理想Ⅼ２自己スコアの相関を分析した。
テーブル２にそれぞれの平均値を示した。グリットスコアは、情熱、粘り強さ
を加えた総合スコアと粘り強さのサブスコアを示した。

グリットと理想 L２自己平均値
Week 1
M
SD
2.84
.66
グリット
2.26
.70
グリット（粘り強さ）
2.58
.98
理想L２自己

テーブル２

Week 8
M
SD
2.89
.76
2.35
.79
2.75
1.05

Week 16
M
SD
2.85
.75
2.25
.70
2.62
1.14

次に、グリットスコアと理想Ⅼ２自己平均値の相関を分析した。相関分析の結果
は、テーブル３にまとめてある。グリットの中でも粘り強さが長期的なゴール達
成のためには必要であるとされているが、理想L２自己とグリットの相関を見て
みると、粘り強さのサブスコアがより理想L２自己と相関があることが分かる。
グリットは、第十六週には理想L２自己と統計上有意な差はなくなってしまう
が、粘り強さにおいては、第十六週でも統計上有意な差があることが分かる。ま

た、第一週、第八週の相関をみると、粘り強さの効果量(r2)がどちらもグリット
スコアより高いことが分かる。
（第一週：グリット 0.11, 粘り強さ 0.19; 第八
週：グリット 0.14, 粘り強さ 0.24; 第十六週：粘り強さ 0.09）この結果から
も、粘り強さのサブスコアと理想L２自己により強い相関があることが分かっ
た。
テーブル３

グリット、理想L２自己相関表
グリット
第一週

理想自己
.327**
第一週
理想自己
第八週
理想自己
第十六週
**
p<.001, * p<.005

図１

グリット
第八週

グリット
第十六週

グリット
粘り強さ
第一週

グリット
粘り強さ
第八週

グリット
粘り強さ
第十六週

.437**
.376**

.491**
.240

.292*

グリット、理想L２自己相関散布図

また、第一週と第八週のグリット（粘り強さ）と理想L２自己には、中程度の
効果量があった。（Plonsky and Oswald, 2014）第十六週目で相関関係が弱くなっ
たのは、続いて日本語３、４と履修しない学習者がもう今後日本語学習を継続し
ないため、グリットスコアが下がったのではないかと考えられる。２０１９年秋
学期が始まって、日本語３を履修する学生と履修しない学生が分かった時に、日
本語２で履修を終えた学生と日本語を続けて履修している学生間の差を調査して
みると、十六週目でグリットスコアが下がった理由がわかるかもしれないだろ
う。
研究課題２：一学期を通して小さな成功体験を積み重ねた学習者は、グリット
に変化が見られるのか。

研究課題２の調査には、研究課題１と同様に三回すべての調査に参加した学習
者５７名のデータを使用した。研究課題１の分析からグリットスコアの中でも粘
り強さのサブスコアと理想L２自己がより強い相関関係があることが明らかにな
ったので、研究課題２では、粘り強さのサブスコアを分析に使用した。
学習者のグリット（粘り強さ）の通時的な変化を調査するために、学習者６
５名が２０１９年１月から２０１９年４月までの４か月間、１月、３月、４月の
三回にわたりアンケートに参加した。テーブル４に三回に渡るアンケートのグリ
ットスコア（粘り強さ）を再度、示した。
テーブル４.

グリット（粘り強さ）平均値
１月（第１週）
M
SD
2.26
.70
グリット（粘り強さ）

３月（第８週）
M
SD
2.35
.79

４月（第16週）
M
SD
2.25
.70

反復測定分散分析を用い、４か月間に渡るグリットスコア（粘り強さ）の変化
を調査した。分析結果が球面性検定を満たさなかったため、統計的に訂正された
結果を報告する。残差値においては、正規性検定、等分散性ともに偏りは無かっ
た為、グリーンハウス・ゲイザー訂正値を基に統計的に有意な差があるかどうか
調査した。反復測定分散分析の結果、グリットスコア（粘り強さ）
（F (1.555, 24.026)
= .449, p = .636）には統計的に有意な差がなかったことが分かった。反復測定分散
分析の結果は、テーブル５にまとめてある。
テーブル５.

グリット（粘り強さ）の反復測定分散分析結果

Variable

Effect

MS

df

F

p

η2

Power

グリット
粘り強さ

Time

.160

1.555

.449

.636

.007

.102

Error

24.026

87.068

そこで、学習者を第１６週のグリット（粘り強さ）と理想L２自己を基にグル
ープ化し、グリット（粘り強さ）が通時的に変化したかどうか分析した。テーブ
ル６にグループ分けされたグリットスコアの平均値を示した。グループ間のグリ
ット（粘り強さ）は、三回の調査時期ともに、グループ２のスコアがグループ
１、グループ３と比較して有意に強かった。（p < .001）
テーブル６．
グリット
（粘り強さ）
グループ１
グループ２
グループ３

グループ別グリット（粘り強さ）の平均値
１月（第１週） ３月（第８週）
M
SD
M
SD
ｎ
23
24
10

2.43
1.89
2.86

.61
.71
.67

2.50
1.94
2.86

.50
.92
.69

４月（第16週）
M
SD
2.65
1.71
2.66

.73
.45
.46

反復測定分散分析を用い、４か月間に渡るグリットスコア（粘り強さ）の変化
が学習者グループ間で差があるのかを調査した。分析結果が球面性検定を満たさ
なかったため、統計的に訂正された結果を報告する。残差値においては、正規性
検定、等分散性ともに偏りは無かった為、グリーンハウス・ゲイザー訂正値を基
に統計的に有意な差があるかどうか調査した。反復測定分散分析の結果、グルー
プ間のグリットスコア（粘り強さ）には、調査時期（ F (.160, 22.629) = .383, p = .634）
及び調査時期とグループの相互効果（F (.1398, 22.629) = 1.668, p = .177）には統計
的に有意な差がなかったことが分かった。反復測定分散分析の結果は、テーブル
７にまとめてある。
テーブル７. 二元配置分散分析（グリット（粘り強さ））

調査時期
相互効果
エラー(グループ内)

df
1.584
3.168
85.543

F
.383
1.668

Partial η2
.007
.058

p
.634
.177

Power
.104
.435

学習者をグリットの強さと理想 L２自己の高さでグループ分けし、４か月間に
渡るグリットスコア（粘り強さ）の変化が学習者グループ間で差があるのかを調
査したが、統計上有意な差は見られなかった。しかしながら、結果をグラフ上に
表すと、トレンドが見て取れることがわかる。グループ２とグループ３は、第十
六週に向けてグリット（粘り強さ）が強くなっていっているのが見て取れる。そ
れに対して、グループ１は、グリット（粘り強さ）が弱くなっていっている。グ
リット自体が長期に渡って一つの物事に取り組む力であることから、一学期、十
六週では、変化を見るには期間が短かったということがあるであろうが、より長
期に渡って、調査をすれば、関係性が明らかになる可能性があるだろう。

図２

グループ間のグリット（粘り強さ）の通時的変化

研究課題３：一学期を通して小さな成功体験を積み重ねた学習者は、外国語学
習動機付けに変化が見られるのか。

研究課題３の調査には、研究課題１と同様に三回すべての調査に参加した学習
者５７名のデータを使用した。研究課題１の分析からグリットスコアの中でも粘
り強さのサブスコアと理想L２自己がより強い相関関係があることが明らかにな
ったので、研究課題３でも、粘り強さのサブスコアを分析に使用した。
学習者の理想L２自己の通時的な変化を調査するために、学習者６５名が２０１
９年１月から２０１９年４月までの４か月間、１月、３月、４月の三回にわたり
アンケートに参加した。テーブル８に三回に渡るアンケートの理想L２自己を再
度、示した。
テーブル８.

理想L２自己平均値
１月（第１週）
M
SD
2.58
.98
理想L２自己

３月（第８週）
M
SD
2.75
1.05

４月（第16週）
M
SD
2.62
1.14

学習者を第１６週のグリット（粘り強さ）と理想L２自己を基にグループ化
し、理想L２自己が通時的に変化したかどうか分析した。テーブル９にグループ
分けされたグリットスコアの平均値を示した。
テーブル９．

グループ別理想L２自己の平均値
１月（第１週） ３月（第８週）
M
SD
M
SD
理想L２自己
ｎ
23
2.59
.72
2.78
.73
グループ１
24
2.09
.84
2.09
.76
グループ２
10
4.13
.46
4.42
.63
グループ３

４月（第16週）
M
SD
2.72
.67
1.82
.50
4.68
.62

反復測定分散分析を用い、４か月間に渡る理想L２自己の変化が学習者グループ
間で差があるのかを調査した。分析結果が球面性検定を満たさなかったため、統
計的に訂正された結果を報告する。残差値においては、正規性検定、等分散性と
もに偏りは無かった為、グリーンハウス・ゲイザー訂正値を基に統計的に有意な
差があるかどうか調査した。反復測定分散分析の結果、グループ間の調査時期と
グループの相互効果（F (2.726, 19.505) = 3.984, p = .007）に統計的に有意な差が
あった。中程度の効果量も測定され、グループ間の通時的な変化に違いがあるこ
とが明らかになった。反復測定分散分析の結果は、テーブル10にまとめてある。
テーブル１０. 二元配置分散分析（理想L2自己）

学習者をグリットの強さと理想 L２自己の高さでグループ分けし、４か月間に
渡る理想 L２自己の変化が学習者グループ間で差があるのかを調査したところ、
グループ３の理想 L２自己が他の２グループと比べて低いことが分かった。この
結果を研究課題２の結果とともに見てみると、同じカリキュラムで学習しても学
習者によって違った反応をしていることが見えてくる。グループ３の学生は、理
想 L２自己も低く、グリット（粘り強さ）も弱かったが、学期の終わりにつれて、
グリット（粘り強さ）が強くなってきた。このグループの学生は、他の学生とは
違った特徴を持っているため、教師として、異なった対応が必要なのかもしれな
い。グリットも強く、理想 L２自己も高い、グループ２の学習者は、一学期間で
は、有意な差は生まれなかったが、グリット（粘り強さ）、理想 L２自己ともに
ポジティブに変化していっているのが分かる。今回対象になった学習者の約４
０％がこのグループに属していた。グループ３の学習者は、理想 L２自己は高い
もののグリット（粘り強さ）が学期が進むにつれて弱くなっていった。高い理想
L２自己からも分かるように、モチベーションの高い学習者のグループだが、
Keegan(2017)の薦めるクラス内でのリフレクション等を多く取り入れ、日々の学
習とゴールの達成の関係をよりクリアにすることで、グリットも強化されるので
はないであろうか。

図３

グループ間の理想 L２自己の通時的変化
おわりに

本研究の目的は、日本語学習者の「外国語学習動機付け」と「グリット」の関
係性を探り、
「やり抜く力」が日本語学習に重要かどうか調査し、日本語クラス内
で成功体験を積み重ねることで「グリット」が強化され、日本語学習に対して影
響を与えるのかどうかを調査することであった。結果から、「グリット」とくに、
グリット（粘り強さ）と理想 L２自己に相関関係があり、グリット（粘り強さ）
を強くすることの有用性が分かった。グリット（粘り強さ）を強くすることは、

人生での成功にもつながることは知られていることであることから、日本語学習
に成功し、そこで培われた粘り強さや「やり抜く力」はその後の人生にも大いに
役に立つものではないだろうか。特に、多くの学生が日本語を専攻や副専攻のた
めに履修していないようなプログラムでは、日本語を学んで身に付くスキルとし
てグリットの強化を意識したカリキュラムの構成を考えてもいいのではないだろ
うか。また、本研究を通して、グリット（粘り強さ）と理想 L２自己から学習者
が三つのグループに分けられることが分かったが、その学習者各々がどのように
変容していくのかは、統計データから読み取るのは困難である。それぞれのグル
ープの学習者がどのように変容していくのかケーススタディなどの質的調査を通
して、日本語学習者の成長を調査していく必要があるであろう。
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多様性に対応する日本語教育のために教師に求められることと教師が求めること
交渉シラバスを使った日本語継承語話者のためのコースデザインをもとに
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1. はじめに
ビジネスや教育現場を含め世界のあらゆるところで「ダイバーシティー＆イン
クルージョン」という言葉が合言葉のようになっている。「均質的」と形容され
る日本社会においても、近年は企業や学校、そしてメディアによってこの言葉が
日常的に取り上げられるようになってきた。中村（2017）は、日本ではまだ研究
の日の浅いこの「ダイバーシティ＆インクルージョン1」の定義の明確化を試
み、「ダイバーシティは人々の違い（個人の差異）を意識した言葉であり、イン
クルージョンは一体になる（組織による統合）を意識した言葉である」と述べて
いる。そして、「ダイバーシティは多様性のある状態を作ることに焦点を当てて
いるのに対し、インクルージョンは人々が対等に関わり合いながら、組織に参加
している状態を作ることに焦点を当てている」と解説する（中村 2017）。また
谷口（2005）によれば、ビジネスマネージメントにおけるその目的は「多様な人
材を組織に取り込んでパワーバランスを変え、戦略的に組織改革を行い、組織の
パフォーマンスを向上させることにある」ということである。そこで、「インク
ルージョン」という概念が元来教育現場でいかに使われるようになったのかを考
慮し2、現代社会でのその言葉の使われ方とを合わせ、外国語教育で何ができる
かを考えてみた。「ダイバーシティ＆インクルージョン」を目指した教育では、
多様な学習者が集まる教室の中で個人の差異を意識し、学習者どおし及び学習者
と教師が共に関わり合いながらコースを作り上げていくことにより、学習内容や
方法について考え、学習成果を上げること、と言えるのではないか。ここで学習
者と教師が「共に関わり合いながら」というのはどういうことか。それは、教師
が一方的に知識を注入する教え方、いわゆる「銀行型教育」（Freire 1970）とは
全く異なる。言い換えれば、多様な学習者の声を学びに含め、その学習者の声が
含まれる学びを教師がサポートすることにより、そのような学びがエンパワメン
トとなって学習のモチベーションを高め、学習者の知識や言語能力の獲得に影響
1

日本では組織における多様性の管理手法の取り組みとして「ダイバーシティ・マネージメン
ト」と呼ばれるが、日本の企業でもそのホームページにダイバーシティ＆インクルージョンとし
て表記している企業も多い（中村 2017）。
2
2006 年の国連総会で共生社会を目指して採択された障害者教育に関する条約で示された。

を与えるような教育である。しかし、このような「ダイバーシティ＆インクルー
ジョン」を目指す日本語教育というのは、日本文化的概念で考えると大きなパラ
ダイムシフトである。「教師」＝教える人、「学習者」＝教師から学ぶ人、とい
う考え方がこれまで一般的であったからだ。「多様性」、「クリティカルペダゴ
ジー」、「学習者主体の教育」等に関する研究や実践発表 (Kubota, Austin, &
Saito-Abbott 2003, Crookes 2013, 牛窪 2005, 細川 2012) といった新しい外国語教育
に関する考え方が提唱されるようになってきてはいるものの、このパラダイムシ
フトは、日本語教育に限らず外国語教育全般で考えても大きなシフトであろう。
また、Pratt, Geisler, & Kramsch, et al. (2008)は、大学教育におけるトランスリン
ガル／トランスカルチャー能力の育成を目指し、言語と文学などアカデミックな
コンテントと統合する新しい外国語教育の重要性を提唱している。そして、その
ような言語教育に携わる教師が、アイディアや専門知識を共有し、お互いにサポ
ートしあうための手段を求め、ティーチングの向上を目指す場を設けることを重
要課題の一つにあげている。
本稿では、エンパワメントを目的として交渉シラバスを用いたコースデザイン
の実践結果をもとに、ダイバーシティ＆インクルージョンを目指す日本語教育者
に求められることと、その達成のために教師が求めることについて言及する。
2. 交渉シラバス（プロセスシラバス）
2-1 先行研究
先に述べた多様性のある教室で、学習者のモチベーションを高めるためにどの
ような授業実践ができるかを模索している時に交渉シラバスに出会った。これ
は、プロセスシラバスとも呼ばれ(Breen 1987)、学習者は自分の学習目的、学習
したいこと、学習の仕方、評価に関して自分の意見を言う機会が与えられる。そ
して、学習者間及び学習者と教師の間の「交渉」を通してシラバスを決定してい
くものである。Breen and Littlejohn (2000a)によると、本シラバスの狙いの一つ
は、コースカリキュラムの内容を教師と学生が一緒に考えながら作成するという
協働作業によって、学習者が自己の学習に責任をもつようになることである。交
渉シラバスの３つの基本のステップは、（１）学生との交渉事項の決定、（２）
授業実践、（３）学期末の学習成果とプロセス評価で、このステップを次のコー
スプランニングの参考とすることとしている(Breen 1987)。さらに、その交渉事
項の内容には、（１）教室活動の参加面（学習形態）、（２）手順面（どのよう
な教室活動をするか、学習時間数、教材など）、（３）学習内容面（活動の焦
点、学習目的）の３つが含まれる(Breen 1987、日本語訳は横溝（2000）)。
英語教育における本シラバスの実践報告では、様々な学習効果がみられると報
告されており（Martyn 2000, Norris & Spencer 2000, Newstetter 2000, Slembrouck
2000, Nguyen 2011）、特に自信、モチベーション、学習の質、自律学習力等の向
上に役立ったことが共通してみられる（Breen and Littlejohn, 2000b）。一方、日
本語教育に関しては、半田（2011）の上級ビジネス日本語コースでの実践におい
て、学習者のコース内容に対する満足度の高さが報告されている。

しかし、これらの実践からは、共通の課題も報告されている。それは、シラバ
ス作成という通常教師が行うとされてきたことへの参加に対する学習者の戸惑い
や、学習活動についての知識不足のための話し合い自体が困難なことなどであ
る。また、評価に関しては、例えば出席の成績におけるウエイトを低めに設定す
ると欠席が増え、交渉や計画された授業の実行が難しくなったという実践報告も
ある（Slembrouck 2000）。
以上のようなことから、Breen and Littlejohn (2000b)は、本シラバスの採用は、
教師や学生にとって必ずしも容易なものではないと述べたうえで、上級や少人数
のクラス、ビジネスやライティングといった、コース目的の特化されたコースな
ど特定のシチュエーションでは先に述べたような成果が見られ、第二言語習得研
究において交渉シラバスという概念は新しい試みとして研究余地のある分野だと
指摘している。
2-2 継承語話者対象コースにおける交渉シラバスの応用
そこで、日本語継承語話者（JHL）を対象としたコースへの交渉シラバスの応
用を考えた。JHL の集まる教室は、各家庭によって異なる学習者の日本語習得経
験、日本語レベル、アイデンティティをはじめ、日本語学習の目的など一つの教
室に集まる学習者は実に多様である。そのような教室の例として、日本語学校や
補習校などが挙げられるが、一般的に生徒にとっても教師にとっても、そして親
にとっても壁となるのが漢字学習の難しさであるのは周知の通りである。そし
て、JHL を対象としたコースを担当することになった時、次の点から交渉シラバ
スを応用する価値があるのではないかと考え実践を行なった。
（１）学習者の多様性を授業に活かす
（２）読み書きにフォーカスをおくコースで学習者の漢字恐怖症を取り除き、
日本語学習のモチベーションを高める
本コースは、読み書きを中心としたコースであったため、先に述べた漢字の壁
が要因で起こる読み書きに対する拒否反応を取り除き、日本語学習へのポジティ
ブな態度と自己のアイデンティティについて考える機会を提供できるようなコー
スをデザインしたいと考えた。そこで、交渉シラバスを用い、学習に対する不安
について教師と学習者が個別に話し合い、学習事項やトピック、評価について学
習者のニーズや興味について話し合いながら決定。学習に対する自己責任を学習
者に負わせ、モチベーションの向上につなげることを目標とした。こうして教師
と学生、また学生同士が話し合うことを通して自律学習のきっかけを与え、読み
書きだけでなく、日本語や日本文化、日本社会に関する知識を深めるサポートが
できたらと考えた。そこで、本実践では以下の二つの研究課題を設定した。
（１）交渉シラバスは、読み書き、特に漢字学習に対する意欲やパフォーマン
スの向上に有効であるか。
（２）本シラバスの利点、問題点および留意点にはどのようなことがあるか。
3. 実践報告

3-1 コース概要
本実践は、2015 年秋学期、米国の四年生州立大学で１コマ５０分、週３日、
１５週間のコースで実施した。「Special Japanese Reading and Writing」というタ
イトルのコースは「バイリンガルコース」とも呼ばれ、主に JHL のための読み
書き習得に重点をおいたコースである。履修対象は、両親の少なくとも一人が日
本語話者で、家庭というインフォーマルな場面で日本語を学んだ継承語話者、お
よびバイリンガル話者である。履修者の内訳は、以下の通り。

男
女
合計

一年生
６
５
１１

二年生
１
１

三年生
１
１
２

四年生
１
１
２

計
８
８
１６

これら 16 名のうち、15 名が JHL で、そのうち 14 名は補習校またはアフター
スクールプログラムの日本語学校等で日本語を学んだ経験を持つ。JHL 以外のバ
イリンガル話者は、親は日本語話者ではないが幼少期に９歳まで日本で育ち、日
本の公立小学校で教育を受けながら日本語を習得した者（四年生女子）である。
本コースはいわゆる中級レベルとなっているが、実際に集まった学生の漢字の
読み書きレベルは初級前半〜中級後半レベル程度であった。また、JHL 話者の特
徴の一つである会話と読み書きレベルの差がどの学生にも見られた。
3-2 メソッド
コース開始時にアンケートを行い、学習者のバックグラウンド及びニーズ調査
を行った。また、漢字の読み書きのレベルチェック3をコース中に三回（コース
開始時、中間、期末）と期末アンケートを行い、その後、ボランティアの学習者
３名にフォローアップインタビューを行った。授業は全て音声を録音し、授業記
録のバックアップとして用いた。授業記録には、学習者の発話、授業の取り組み
の様子、教師として感じたことや考えたことを毎回の授業後に記録し、本データ
は交渉シラバスの影響や効果の分析に用いた。
3-3 交渉に含めたこと
（１）コース目標
本実践では、交渉シラバスという概念が教師を含め学習者も未経験であること
と次のレベルへのアーティキュレーションを考慮し、部分的な交渉を行うことに
した。そのためコース目標に関しては、以前のコース目標に添い、通常通り教師
が提示し、その内容について学習者から質問を受け、変更の有無の必要性などに
ついて話し合った。
（２）学習トピック
3

「漢字クイズ」という言葉の響きに対するネガティブな感情を緩和するために「クイズ」や
「テスト」ではなく「チェック」と呼んだ。第一回目と三回目の結果は Appendix C 参照。

一学期を５つのモジュールに分け、そのうちの一つは JHL が苦手とする授受
表現、使役表現、敬語を含んだ文法のモジュールにすると教師から提示した。そ
の他の４つのモジュールに関して、リストされたトピック4から多数決で上位４
つのトピックを決め、一学期のカリキュラムを作成。結果として「名所と名
物」、「日本の昔話」、「ポップカルチャー」、「社会問題」の４つのトピック
をカバーすることになった。
（３）課題と成績配分
学期の初めに行った一人 15〜20 分の個人面談で、個人の学習目標、興味、伸
ばしたいスキルについて話を聞き、それに基づいてクイズ、作文を書く数とその
トピック、期末試験またはファイナルプロジェクト（グループプロジェクト、研
究レポート、ポートフォリオ等）など、課題の選択について話し合い、最終的に
は学習者が何をどのようにするかを決めた。作文に関しては、「自分史」は全員
に課し、その他、作文の長さや数、書くトピックについては各学習者が決めた。
漢字クイズは、四つのモジュールのうち三回分のみ行った。クラスでの話し合
いでは、「二回がいい」という声が多数であった。しかし、この時は教師が「通
常のクラスではもっとあるのが普通で、三回というのは極めて少ない」と説明す
ると、学習者は納得し三回となった。この漢字クイズに関しては、二つの選択肢
を与えた。一つは通常のクラスで行われるように教師がクイズを作成、そしても
う一つは学習者がクイズの漢字を選び、教師がそれに基づいてクイズを作成。漢
字クイズを受けることを選んだ 13 人5のうち二人が前者を選び、残り 11 人が後
者を選んだ。後者のやり方は、各モジュールで使う読み物の漢字リスト、ライテ
ィングタスク、「今週の漢字」と題したノートに書いた漢字から、自分にとって
大切だと考える漢字（語彙）を、読み書き共に 10 個ずつ学習者が決め、リスト
として教師に提出。そのリストに基づいて、各学習者のための漢字クイズを教師
が作成した。教師が作成したものを受けることを選んだ二人の理由は、「自分で
選ぶと簡単なものを選んでしまうかもしれないから、先生が選んだクイズの方が
いい」ということだった。
成績配分に関しては、50％は以下のように教師が提示し、残り（クイズ、試
験、ファイナルプロジェクト等）の 50％は学生の目標に沿ってそれぞれの比率
を決めるように指示した6。
• 出席•授業参加度
15%
• 宿題
15%
• 期末研究発表
20%
4. 分析と考察
次に、コース開始前アンケート、交渉シラバスを用いた授業で起こった対
話、およびコース終了後アンケートとフォローアップインタビューの結果をもと
4

Appendix A 参照
16 人中 3 人は漢字クイズの代わりにユニットテストや作文提出など、別のタスクを選んだ。
6
各学習者の選択については Appendix B を参照。
5

に、本実践がどのように学習者のモチベーションの向上、エンパワメントにつな
がったかを分析、考察する。
4-1 授業開始前のアンケートから
本コースは読み書きに重点をおくコースであるが、学習者のバックグラウンド
や興味、日本語学習に対する態度、モチベーションなどを知るためにコース開始
前にアンケートを行った。その質問の一つの漢字／漢字学習に対する態度に関し
て、受講者 16 名中、14 名が「漢字はとても／この上なく／本当に難しい、耐え
られない、厄介、死ぬほど怖い」というネガティブな表現で漢字への思いを表現
した。一方で、漢字に興味があると答えた二名は四年生であった。このネガティ
ブな答えの理由の一つに、幼少時に通った補習校や日本語学校などでの経験を挙
げた者が二名いた。また、「将来役に立つだろうけど、チャレンジだ」、「漢字
は嫌いだが、学ぶべきだとは思う。長い目で見れば役に立つだろうし、（漢字を
知っていれば）家族の中で日本語が絶えなかったと言える。」というコメントが
あった。一方、漢字に対するポジティブな態度を示す回答としては、（漢字を）
「読めるようになりたい！」、「怖がらないようになりたい！」「学ぶのが楽し
み！」というものがあった。
4-2 交渉内容例
ここでは、コース中に教室内外で起こった三つの交渉事例を紹介する。
１） 宿題の採点
二つ目の漢字クイズが終わり、学期の中間にさしかかった頃、学習者から成
績に関して不安の声が出てきた。ほとんどの学習者がクイズはよくできていた
が、それ以外に点数化された課題がその時点では作文一つがあっただけで、全体
の成績が明らかではないのが不安だったらしい。宿題は教師が訂正を入れ、授業
で間違いを説明するようにし、提出されれば✔、✔―、✔＋をつけていた。同じ
頃、教師は宿題の質と提出率の低下が気になっていたため、この機会に授業で成
績と宿題について話をすることにした。以下が、その時の会話である。
T（教師）:（宿題を返却しながら）何か今までと違うことに気がつきましたか。
S（複数の学習者）：A が書いてある。
T：成績が書いてあったらもっと一生懸命宿題をしようという気になりますか。
S（４〜５人）：うん、（成績が）はっきりわかるから、やる気になる。
S（他の４〜５人）：（何も言わずいやそうな表情）
T：（いやそうな学生に向かって）じゃあ、先生が成績を書かなくても、宿題は
しっかりやりますか？
S：はい！
S（M）：あ、じゃあ、もし成績をもらって、また直して出したらもっといい点
がもらえますか。
T：もちろん。

この学習者 M と教師のやりとりの後、教師は多数決で決めるとこを提案し、
承認を得た上で多数決をとった。その結果、二人を除いた 12 人7が M の提案に
賛成したため、その次の宿題からは成績をつけることになった。M は非常に勤
勉で成績に関して意識の高い学生だったので、M からこのような提案がされた
のは驚きではなかった。結果として、この日を境に宿題の提出率と質に向上が見
られた。これは、学生が自分自身の学びのためのプロセスに関して自分の意見を
言うことにより、教師との対話を通してよりよい成績を得るための努力につなが
った一例である。
２） 漢字アクティビティ
学期初めの個人面談の時に、漢字学習のために何か楽しいアクティビティを
考えたいという学習者と、漢字に関するアクティビティをグループでしたいとい
う学習者がいた。そこで、この二人に漢字アクティビティのプロジェクトを一緒
にしたらどうかと提案したところ二人が同意したため、授業の一日を彼らのプロ
ジェクトの日にした。二人は、それまでに習った漢字を含めたクイズをゲーム形
式で行う計画を立て、その日の宣伝ポスターを作成。当日は二人が司会者として
授業を進めたところ、実際のゲームは大変盛り上がり全員が楽しみながら参加で
きた。ゲームの後に参加者からコメントを求めると、「簡単すぎる問題があった
し、ゲーム（の時間）が短すぎた」という意見があった。これに対し担当の二人
は、「簡単すぎる」と言うコメントに関し、「クラスのみんながゲームに参加で
きるように作りました。そうしないと、できる学生が全部答えて勝っちゃうから
です」と答えた。このように同じクラスに存在する様々なバックグランドやレベ
ル差を意識し、できるだけクラスの全員が参加できることが大切だと考えていた
ことがわかった。実際、この担当の二人の間にもレベル差があったことを考える
と、二人でアクティビティを計画する段階でこのようなことを考えたのかもしれ
ない。また、「簡単すぎる」と言った学習者にとっても、この一件によって、ク
ラスには多様な学生がいることを意識するいい機会になっただろう。
３） 選択肢の変更
クラスでは静かであまり目立たない学生 C は、当初は五ページ程度の作文を
課題の一つにしていたのだが、学期半ばの文法ユニットで敬語を学習した後、教
師に E メールでその変更について質問してきた。そこで再び個人面談をして話
をしたところ、作文を書くことよりも、自分は敬語を含め会話のスキルを伸ばし
たいから、作文課題の代わりにオーラルテストを受けさせてもらいと言った。C
の日本語学習のモチベーションは、日本にいる祖父母とのコミュニケーションの
向上で、それに役立つことに変えたいということだった。また、C は子供の頃に
した祖父母との交換日記について話してくれた。そして、その日記を将来また続
けながらライティングの練習はしていきたいと考え、コースでは会話力の向上に
力を入れたいと話した。会話力に関しては、学期初めの調査でも述べていて、変
更希望の理由に統一性があったことも考慮し C の提案を受け入れた。結局、プ
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遅刻をした二人が多数決に参加していない。

レゼンテーションに力を入れることと、オーラルテストをすることにした。そし
て、C にはオーラルテストでどのような場面でどのような内容の会話を行うべき
かを考えさせ、敬語を使う場面を含めた会話練習に力を入れた。学生 C の会話
力は初級後半レベル、読み書きは初級前半だった。非常に静かで、授業中に進ん
で発言するタイプではなかったので、このケースは交渉シラバスの利点として貴
重だと考える。
4-3 コース終了後のアンケートおよびインタビュー結果
コース終了後のアンケート結果では、交渉シラバスに関して概ねポジティブな
回答が多く得られた。
まず、「漢字学習についてどう思うか」という質問に対し「漢字学習に自信が
ついた」「漢字学習は怖くない」「やればできる！」「もっと漢字を勉強した
い」、「読めるとうれしい！」と言った回答があった。一方、「漢字はまだ好き
じゃない」というコメントもあった。
次に、「教師が作った漢字クイズに比べて、自分でクイズの漢字を選ぶのは漢
字学習に役立ったか」という質問に対して、85.７パーセントが「役に立った」
と答えた。そして、「自分にとって役に立つ漢字学習の方法を見つけたか」とい
う問いには 87.５パーセントが「見つけた」と答えた。その方法には、「繰り返
し書く」、「毎日漢字に触れる」、「宿題や作文で漢字を使うようにする」、
「漢字カードを作る」、「方法より態度のほうが大切」、「まだ見つけようとし
ている」、という回答があった。
そして、「本コースでの経験が日本語学習に対する姿勢に影響を与えたか」と
いう問いに対し、影響が「あった」「非常にあった」「まあまああった」を合わ
せて 81.3 パーセント、「どちらとも言えない」が 12.５パーセント、「全くな
し」が 6.３パーセントだった。この質問に対するコメントは以下のようであっ
た。（コメントは筆者による和訳。（ ）は同様の回答数。）
• 日本語学習がもっと熱心になった（６）
• まだ漢字を学ぶのは好きではない（２）
• 自分に挑戦できるような気がする（２）
• もっと自信がついた（２）
• 漢字学習はもう怖くない
• もともと漢字学習には興味があったが、このクラスはこれから日本語を
学ぶのにいいスタートになった。
• 楽しくて興味のあるトピックを学ぶことができ、自分のペースで学べた
のでストレスレベルが減り、（漢字を）すぐに忘れないでもっと長い間
覚えていられるようだ。
• 自分の弱い点を向上させる方法を学んだ
アンケート調査後、フォローアップインタビューを三名の学習者に日本語で行
った。二名はもともとモチベーションが高く、コース終了後のレベルチェックで
満点の成績を取り、もう一名は漢字の苦手意識が高く、漢字学習には前向きでな

かった学生である。この２つのタイプの学習者間のコメントは対照的であった。
モチベーションの高い学習者の一人は、漢字クイズの問題の選択に関し不公平感
を覚えることがあったと述べた。自分は難しい漢字を選んでいたが、簡単な漢字
を選んでいた者がいたのに気づいた時にそう思ったそうだ。しかし、最終的には
自分は難しい漢字を選び、より多くを学ぶことができたわけだから、それについ
ては特に問題ではないと述べた。逆に、前向きでなかった学習者は以下のような
発言をした。
S：（漢字を）書くのは難しいから、クイズで難しい漢字は選ばなかった。
まぁ、もし難しいのを選ばなくちゃいけなかったら選んだだろうけど。
T：じゃあ、先生がもっとプッシュした方がよかった？
S：うーん…
これは容易に推測された結果であるが、このインタビュー内容は学習者のモチ
ベーションや態度によって、交渉シラバスの効果や応用の仕方を明確に学習者に
説明する必要があることを示唆していると言えるだろう。
5. 結論
以上の分析と考察から、本実践研究課題に対する答えとそれに基づいた教師
の役割を検討する。
研究課題（１）の「交渉シラバスは、読み書き、特に漢字学習に対する意欲
やパフォーマンスの向上に有効であるか」に関しては、モチベーションを高め、
自信を持たせるという点において Breen and Littlejohn (2000b)で報告されているよ
うに本実践でも効果が見られた。しかし、パフォーマンスについては、学習者の
レベルや意識によってばらつきがあり、一概に向上したとは言えず、この点に関
しては改善の必要がある。
次に課題（２）の「交渉シラバスの利点、問題点、留意点」として、上記の結
果に基づき、次の点を挙げる。
利点
１． 苦手な学習に対して自信をつけさせることができる
２． 学習に対するモチベーションを高めることができる
３． 自分の学習に対して責任を持つことを意識させることができる
４． 自分の弱点の克服方法を考えるなど、自律学習の意識の芽生えがある
アンケート回答によると、このモチベーションは、学習者自身がコースで学び
たいこと／学べることの決定に参加し、自分の学びに責任を持つことに関係があ
るようである。つまり、学習者の声を含む学びは、目標達成のための積極的な努
力につながる。本コースの後、三名の学生が日本語をマイナーにすることに決
め、 全員が今後も日本語を学んでいきたいと答えた。
さらに、本実践で実際にレベルが向上した学習者をみると、交渉シラバスは、
モチベーションの高い学習者に、より効果があるようである。これは、次に述べ

る留意点にも関係するが、逆に言えばモチベーションの低い学習者は教師の適切
な指導がないと、本シラバスの効果は最大限には発揮できないと言える。
問題点・留意点
１． モチベーションの低い学習者は教師の適当なサポートがない場合、容
易に楽な方に逃げ、学習の質が低いものになる可能性がある。また、
学習者同士の「公平感」を維持するために、一定のガイドライン（目
標）を設定することも必要である。
２． シラバスの内容に関して自分の意見を述べた経験のない学習者や、高
等教育期間での経験の浅い学習者（大学一年生など）には、交渉シラ
バスのねらいや交渉内容のガイダンスを十分に行う必要がある。
３． 教師―学生関係に一定の規範を重んじる文化や国での教育に慣れてい
る学習者にとっては、自身が学習の仕方に意見をすることは困難な場
合もある。その場合の対応方法を考慮しなければならない。
４． ３にある理由を含め、交渉の場で何も意見を言わない学習者もいる。
基本的に交渉は目標言語で行う8ため、教師はそれが言語レベルの問題
なのか、性格や文化的な理由なのかを見極める必要がある。時には、
「何も言わないこと」が主張であることも理解すべきである。
５． コースが始まってから交渉を行い学習内容を決めるため、それに合わ
せた準備、学習者との個人的なミーティングなど、仕事量や時間など
教師への負担が大きくなる。
6. 終わりに
本実践は JHL の苦手とする漢字学習に対する恐怖や嫌悪感を取り除くことに
より、日本語学習に対する意欲を高めることを目的の一つとした交渉シラバスを
使ったコースデザインであった。その目的は達成されたが、同時に問題点や留意
点も多くあった。しかし、そのような問題点を改善していくことは本シラバスの
サイクルの一環（Breen and Littlejohn 2000a）でもあり、この改善を行うというプ
ロセスそのものが重要なのである。つまり、このサイクルを含む交渉シラバス
は、常に教師に学習者との関わりを考えさせる中で、ダイバーシティ＆インクル
ージョンという意識を高めていくことになると考える。Breen and Littlejohn
(2000a)が述べるように、交渉シラバスはアプローチでもメソッドでもなく、教
師にとっての選択肢の一つであり、学習者が自分の学びに責任を持って取り組め
るような授業を作り出すために教師が応用できる一つの可能性である。それはコ
ースや学生によって形を変え、方法も変わる。上級や特化コースに限らず、学習
者の多様性を考慮し、学習動機を高め、自身の学びに対する責任を持つように支
援を行うためのツールである。先に述べたサイクルを通し、この協働作業の効果
を教師が意識することにより、「銀行型教育」を避け、教師と学習者の双方向の
学びを可能にしていくことが「ダイバーシティ＆インクルージョン」という概念
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このため、交渉シラバスを使うには、ある程度のレベルやコース内容に限られるとも⾔える。

から導かれるエンパワメントにつながるのではないだろうか。―とは言え、本実
践は時間と労力の問題だけでなく、パラダイムシフトの面からも決して容易では
ない。しかし、交渉シラバスは必ずしもコース全体に応用する必要はなく、その
概念を、ティーチングの一部に応用するだけでも十分な場合もあり、それが徐々
にパラダイムシフトにつながっていくだろう。さらに以上に述べたような学習者
のサポートには、教師自身が幅広い知識を常に得ていく必要がある。Pratt,
Geisler, Kramsch, et al. (2008)が提案する新しい言語教育を目指す言語教師のサポ
ートには、数多くいる非常勤講師を含め、リソース不足の言語教師も積極的に参
加できるようなプロフェッショナルディベロプメントの機会が増えていくことを
望む。
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Appendices
[A]
「興味のあるトピック」調査（宿題）
For Wednesday, Aug. 26, think about which five topics you’d be interested in exploring
from the following list:
********************
To be decided: topics
Choose five topics about Japan that you are interested in exploring in class and circle
those numbers.
ち

り

1.

Geography（地理）

2.

Education（ 教 育 ）

3.

Social issues（社会問題）: racism（⼈種差別）, discrimination[in general

きょういく

しゃかいもんだい

じんしゅ さ べ つ

さべつ

ひんこん

including social status, sex, disability, etc.]（差別） poverty（貧困）, crime
はんざい

ほか

（犯罪）, homeless（ホームレス）, drugs（ドラッグ）, other（その他）
けいざい

4.

Economy（経済）

5.

Politics（政治）

6.
7.

Religion（ 宗 教 ）
Business（ビジネス）

8.

Technology（テクノロジー／技術）

9.

Science（科学）

せいじ

しゅうきょう

ぎじゅつ

かがく

でんとうぶんか

しゅうかん

10. Traditional culture/customs（伝統⽂化／ 習 慣 ）
11. Falk tales (むかしばなし)
けんこう

12. Health（ヘルス／健康）
13. Pop culture（ポップカルチャー）：アニメ、まんが、J-pop、など
14. Other（その他）:

[B]
学習者が決めた成績項⽬の⽐重
Students
A
B
C
D
E
F

Total of 50% to be determined by students
Kanji quiz: own
(1) WR* assignment
list 10%
20%
Kanji quiz: own
(2) WR assignments
list 10%
20%
(1) 20%（*→changed
Kanji quiz: own
list 10%
to oral test)
Kanji quiz: own
(1) WR assignment
list 10%
10%
Kanji quiz: own
list 10%
(2) 20%

M

2 unit tests:15%
Kanji quiz: own
list 20%: (medical
+ academic terms)
Kanji quiz:
teacher’s list 10%
30%: Research
paper on
Feminism
Kanji quiz:
teacher’s list 10%
Kanji quiz: own
list 10%
Kanji quiz: own
list 10%
in-class
worksheets/class
work 10%

N

10% : own list

O

10% : own list

(2) WR assignments
20%
(2) WR assignments
20%
(1) WR assignment
20%

P

15%: own list

(1) 20% 15%

G
H
I
J
K
L

*WR = Writing

Group project 10%
(2) WR assignments
20%
(2) WR assignments
20%
Group project 20%
30% (2) (*→changed
to (1))
(2) WR assignments
20%
(2) WR assignments
20%

Group project 20%
Portfolio
20%
Group project 20%
Group project 30%
Portfolio 20%
Fun kanji project 25%
Final exam 10%
Portfolio 20%

Group project10%
Group project 20%
Portfolio 20%
Fun kanji project
20%
Portfolio 20%
Portfolio 20%
Oral presentation
20%

[C]
レベルチェック結果（１回⽬、３回⽬）
1st level check

3rd level check

A

9% (101)

29% (101-102)

B

63% (101-102)

76% (102-201)

C

23% (101)

63% (102)

D

59% (101-102)

78% (102)

E
F

23% (101)

37% (101-102)

71% (102-201)

80% (201-202)

G

88% (202-301)

100% (301)

H

69% (102)

95% (202)

I

72% (102)

95% (202)

J

60% (101-102)

98% (202)

K

24% (101)

39% (101-102)

L

48% (101-102)

80% (201-202)

M

34% (101)

57% (102)

N

29% (101)

100% (301)

O

43% (101)

98% (202)

P

14% (101)

41% (101-102)

CCBI と学際教育に基づいたコースデザイン：議論の多い法律問題から見た日本の
社会とよりよい未来のコミュニティーの創造
HOW TO DEVELOP STUDENTS’ CRITICAL THINKING FOR THE BENEFIT OF
SOCIETY USING JAPANESE LANGAUGE CCBI AND INTERDISCIPLINARY
APPROACH FORCUSING ON CONTROVERSIAL LEGAL ISSUES
田島寛
Hiroshi Tajima
ブラウン大学
Brown University
本稿ではまず、コースデザインに用いた批判的内容重視教育(以下 CCBI)、内容重
視教育(以下 CBI)、学際教育の三つのアプローチの論理的背景について述べ、次に、
コースの重要な構成要素である法律的なものの見方、学際的アプローチに基づいた
読み物、模擬裁判の効果的利用法について説明する。さらに、学生からのフィード
バックを検証し、最後に、よりよいコミュニティーを形成するために学生が考え出
した提言について触れたい。
1.理論的背景
1.1 CBI
まず CCBI を論ずる前に、その基本となる CBI について説明する必要がある。CBI
の提唱者である Stoller(2002) は、『もし各課の読み物が一定の基準に基づいて、関
連性を持った形で学生に与えられれば、「学びやすく」、「覚えやすく」、「思い
出しやすい」という三つの学習効果が期待できる』としている。市販の教科書を見
ると、取り上げるテーマは異なったジャンルの多様なトピックで構成されている場
合が多い。しかし、例えば法律問題をメインテーマにし、「いじめ」や「安楽死」
などのサブテーマによって読み物を構成すれば、メインテーマとサブテーマが有機
的な繋がりを持った形で学生に与えることができる。Stoller (2002)は、もしそのよ
うな構成が可能であれば、さらに次の三つの学習効果も同時に享受できるとしてい
る。
a. 語彙と内容の復習と再利用
b. 異なる読み物から得た新しい知識の統一
c. 自分独自の考えの構築
上の a.の「語彙と内容の復習と再利用」に関しては、各課の全ての読み物がメイ
ンテーマ（私の場合は法律)に関連したものであれば、学生が前の課で学んだ内容を
次の課でも自然な形で復習することが可能になる。その際の繰り返し学習は、既に
学んだ学習事項を定着させる助けになる。さらに、次の b.に関しては、各課のサブ
テーマから学んだ内容を統合してホリスティックな視点から日本の法律を論じるこ

ともできるようになる。そして、c.では 日本の法律システムや 犯罪の特殊性等の
複雑なテーマについて、より広い視野に立った独自の見解を持つことが可能になる。
Stoller(2002)が述べるこのような CBI の学習効果については、佐藤他(2015)もテー
マベースモデル(theme-based approach)の項で言及している。
1.2 CCBI と弱クリティカル・強クリティカル
次は、CCBI の最初の C であるクリティカルシンキング、つまり、批判的思考につ
いてであるが、佐藤他(2015)は批判的思考には二つのタイプがあるとしている。一
つは、弱クリティカル、もう一つは強クリティカルである。弱クリティカルは私た
ちが一般的に批判的思考と考えるもので、佐藤他(2015)は「物事を深く分析的に考
察する」と説明している。Fisher and Scriven は批判的思考を次のように定義してい
る。
批判的思考とはオブザベーション、コミュニケーション、情報、議論に対するア
クティブな解釈と評価である。Fisher and Scriven (1997, p.21)
上に述べた定義もそうだが、一般的に定義は簡潔にまとめられてはいるが、抽象
的で、内容を具体的に理解しにくい場合が多い。そこで、批判的思考力を評価とい
う別の視点から考えてみた。以下の表は学生の批判的思考を評価するために
Fisher(2011) が作ったルーブリックに私が手を加えたものである。

１
２
３
４

批判的思考に重要な要素
相手の議論の後ろにある憶測・仮定・前提を検証できる
相手が提供する情報や証拠の信ぴょう性を吟味できる
自分の結論をサポートするための最適な論拠を見いだせる
論拠をサポートする仮説・例・データなどを有効に使うことができる

この表を見る限り、批判的思考(弱クリティカル)は、相手の論理の綻びを見つけ、
自分の論拠を的確にサポートしていくという一面を持っている。もし、このような
視点に基づいて教育を進めて行けば、学習目的は単にディベートに勝つか、負ける
かのレベルで終わってしまう。従って、だからこそ先に述べたもう一つのタイプの
批判的思考である強クリティカルの存在意義が出てくるのである。それでは、強ク
リティカルとはどのようなものであろうか。佐藤他(2015 年)は、強クリティカルに
ついて「筆者らがめざすクリティカルアプローチは、物事を分析的に深く考えた上
で、さらに自分の置かれた状況を振り返ることができる力であり、当たり前に現状
に内在する社会的・習慣的な前提を問い直し、能動的に関わっていこうとする意
識・視点・姿勢・態度・(強クリティカル)を育成することである。」と述べている。
さらに、佐藤他(2015 年)は、「教育に携わるものが忘れてはいけないのは、教育の
根本的な目的とは、我々と共にこれからの世界、社会、コミュニティーの維持・発
展を担い、未来を創っていく人々を育成していくことだということである。」と説
明している。つまり、批判的思考とは強と弱のクリティカルの両面を併せ持つこと

によって、初めて意味のある知的能力、あるいは意味のある大学教育となり得るの
である。
2.コースの内容
2.1 憲法か民法か刑法か
まず、なぜ私が法律をテーマに選んだかという点であるが、アメリカにおいてビ
ジネスをテーマにした日本語コースはかなり普及していて、教材もバラエティーに
富んでいる。これに対し、法律に関するクラスは皆無で、教材も極めて限られてお
り、あったとしても非常に専門性が高く、アメリカの大学教育で使うことは難しい。
もちろん、日本のビジネスに興味がある学生の数は法律に興味がある学生よりはる
かに多いだろう。しかし、アメリカのプロフェッショナルスクールに目を向けると、
ロー・スクールもビジネススクールもその重要性においては、同等のレベルで考え
られている。それなら、日本を別の視点から理解するために、法律を学ぶ日本語の
上級クラスがあってもいいのではないかと考えてきた。
しかし、法律と言っても、交通違反に関する刑法や、家の売買についての民法、
さらに、国の平和のあり方を規定した憲法９条など、身近なものもあるにはあるが、
具体的な法律の内容を論じるチャンスはそう多くない。となると、どのような法律
が日本語の上級のクラスに適当であるかを考える必要がある。
憲法の数
刑法の数
民法の数

７６条
２６４条
１０４４条

上は各法律の条文の数である。憲法は条文数が一番少ないので、その点では学び
やすいと考えらえるが、国家の理念を文章化した憲法は、抽象性が高く、多くの判
例を読まずに全容を理解することは難しい。これに対して、民法は１０４４条と膨
大な条文数があり、大学教育を１学期１４週間という時間で考えると、体系的に民
法を理解することはさらに困難だろう。消去法から、刑法が残ることになるわけだ
が、(但し、ヤクザに関するテーマだけには民法の学習要素も含まれる。) 刑法が学
習に適していると考えられる理由は他にも挙げられる。まず、第１に暴行や窃盗、
殺人などといった犯罪行為は日本だけではなく、多くの諸外国でも犯罪として考え
られている。そのため刑法は内容の普遍性が高い。第２に刑法の専門用語は新聞、
雑誌、推理小説、ドラマ、ニュースなどで頻繁に使われており、民法などの法律用
語に比べて使用頻度が高い。第３は学ばなければいけない刑法の基本概念は他の法
律に比べて非常に数が少ない。法律の議論は、単に学生に事件の内容を与えて話さ
せるだけでは、高いレベルの批判的思考に基づいた法律的議論は期待できない。や
はり、法律の基本的な原則を理解した上での議論が必要である。この点から考える
と刑法の基本概念は大きく分けて３つ、それを細分化しても７つの基本原則を理解
するだけで足りる。しかも、そのうちの３つ、正当防衛と２のタイプの責任能力に

関しては、常識の範囲内で、あえて時間をかけて学習する必要はない。従って、実
質的に学ぶのは４つの基本原則に限られる。それらの原則は実際にケースを使って
ロースクールのケーススタディーと同様の形で学んでいく。では、実際のケースス
タディーを下の表の一番上の因果関係を例にとって説明してみよう。「B は A に殴
られ、大怪我を負った。そのため、B は救急車で病院に搬送されることになったの
だが、その途中で事故に遭い B は死んでしまった」ここで問題になるのは A の暴行
と B の死は因果関係があるかという点である。もし A が B を殴らなかったら、B の
死亡は避けられたと考えるなら、 A の暴行は B の死に対して、因果関係があるとさ
れ、A は B の死に対して刑事責任も負う。しかし、現代の法の解釈では為政者の恣
意的な判断を排除するため、因果関係は狭く考えるのが一般的で、A は B の死に対
し刑事責任を負わないと考えるが普通である。しかし、一番重要な点は、解答は学
生に与えないことである。自分なりに考え、自分なりの答えを見つけることが批判
的思考(弱クリティカル)の向上に最も重要だからである。

犯罪成立の要件
構成要件

違法性

責任

法律基本的知識と原則
要件の内容
ケース
因果関係
因果関係:
B は A に殴られ大怪我をさせられた。B は救急
車で病院に搬送される途中事故にあって死
亡。
故意・過失

故意・過失：
A が B をピストルで撃ったが、弾が外れて B の
愛犬にあたり、愛犬を死なせてしまった。

罪刑法定主義

罪刑法定主義:
電気が普及し始めた時、無断で電線に線を繋
ぎ電気を使っていたという事件があった。当
時の窃盗罪には物を盗んだ者は罰せられると
書かれていたが、「電気」を盗んだ者が罰せ
られるとは書いていなかった。
相手から暴行を受けそうになり、身を守るた
めに相手を突き飛ばしたようなケース。

正当防衛緊急

緊急避難

子供が病気になって病院に連れて行く途中、
スピード違反をして、捕まったような場合。

心神喪失

心神喪失: 酩酊状態、あるいは重度の
精神障害における犯罪

心神耗弱

心神耗弱: 心神喪失ほど重度ではない場合

2.2 教材の種類と専門性
次に読み物の内容を「内容と言語のバランスを取るための座標軸」 (桑平・松井
２００６)を使って、見てみよう。

A

+ Specialty

B

上級レベル
・学術論文 (LSP)
・専門書 (LSP)
・一部新聞の論説

・ビジネス日本語初級教材
・技術関係の初級教材

・専門家のインタビュー
Content-Driven

Language-Driven

＋instrumental

-instrumental

・新聞社説

初級レベル

・文芸作品
・雑誌一般記事 ドラマ

・初級向け一般教科書

・アニメ
- Specialty

C

D

上の表では、横軸は右に行くと言語教育重視で、左に行くと内容教育重視であ
る。縦軸は上に行くと専門性が高くなり、下に行くと専門性が低くなる。私の上級
日本語コースでは学際的見地に基づき、広いジャンルから読み物が選ばれているの
で、専門書や新聞の論説、専門家のインタビューというような専門性の高いものも
あれば、雑誌、記事、漫画、アニメのような専門性の低いもある。読み物はバライ
ティーに富んだ内容になっている。従って、私のコースの読み物は、CBI の色彩は
強いが、左側の A と C の上下のコラムにまたがった内容で構成されていると言え
る。

2.3 学際的視点からみた教材
下の表は学際的視点から教材を分類したものである。
議論の多い法律問題に関する分野別の教材のテーマ
刑事事件と憲法訴訟

学問のジャンル

内容

尊属殺人

女性
哲学
文学

女性が変えた日本の社会
儒教の教え
高瀬舟・江戸時代の心中
近松の作品 「天の網島」
坂田山心中 (昭和７年)
自衛隊の歴史
忠臣蔵・葉隠
映画「ミシマ」
三島由紀夫の美(金閣寺から）
「空飛ぶ広報室」
ヤクザの歴史と歌舞伎
火消し、博徒、テキヤ
「修羅の群れ」「破門」
女性が変える日本
違法性の認識
「巨人の星」「エースをねら
え」「スラムダンク」

安楽死と心中

三島由紀夫と切腹
自衛隊と憲法７条

ヤクザと使用者責任

スポーツと暴力

ジャーナリズム
歴史
文学
映画
文学
ドラマ
歴史
映画・ドラマ
女性
法律
マンガ

「尊属殺人」を最初のトピックに選んだ理由は、このケースが最高裁まで争われ、
前提となる「尊属殺人」という法律そのものが、憲法の「法の下の平等」の精神に
反し違憲とされたからである。つまり、最高裁は正義が実行されるよりよい社会を
実現するため、前提となる法律そのものを見直したのである。つまり、これは先に
述べた批判的思考の二つ目のタイプである強クリティカル{当たり前に現状に内在す
る社会的・習慣的な前提を問い直し、能動的に関わっていこうとする意識・視点・
姿勢・態度。佐藤他(2015)}の良い例であると考えられる。
2.4 学際教育と創造性
上の表にあるように、読み物のトピックは学際的視点に基づき多様な分野から選
んだ。学際教育の目的は色々なジャンルから得た知識を統合し、新しい解決策を
「考え出す」ことである。Repco(2012)は「考え出す」という言葉の代わりに「創
造」という言葉を使っている。前述のように、Stoller (2002)も CBI には「異なる読
み物から得た新しい知識を統合し」「自分独自の考えを構築する」という学習効果
について述べているが、どのようにしたら、「独自の考えを構築」できるかという
具体的方法については触れていない。それに対し、Repco (2012) は高いレベルの解

決策を生み出す(創造する)するためには次の４つの要件を満たす必要があるとして
いる。
1. リサーチを広い分野から選ぶ
2. 分野の理解を深める
3. 異なった学問の分野間にある反目する考え方の妥協点を見つける
4. 各学問分野の研究から得た知識を統合し、解決策を創りだす(創造する)。
さらに、Fisher(2011)は「創造性」は批判的思考にも重要な要素であると考えてい
る。
「批判的思考とは評価する思考である。それには批判的精神と創造的思考が関与
している。関連のある情報を見つけ、多様な視点から眺め、他のシナリオを作り上
げる。言い換えると(批判的思考)はクリエイティビティが必要なのである。」
Fisher(2011)
下は２００１年にアップデートされた ブルームの知性の分類表である。人間の知
的能力を６つのレベルに分け、下の３つを低次思考 (Lower-order thinking skills)、上
の３つを高次思考 (Higher-order thinking skills)と名付け、人間の創造力を最も高い知
的能力として位置付けている。人間の知的能力をこのように単純に図式化すること
が適当かという疑問も残るが、創造力が極めて重要な知的能力であることは否定で
きないだろう。「創造力、あるいはイノベーティブな考え方は、革新的な製品を生
み出し 、新たな市場を形成し、雇用を生み出すだけではなく、プロフェッショナル
の現場では生産性を上げ、私生活においては新たな工夫で家事を効率的に行うなど
公私にわたり人間生活を豊かにする重要な知的能力の一つである」田島(2018)。

創造

評価

分析

理解
記憶
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2.5 学際教育の例
では、実際にどのようにして学際教育を行ったのかを簡単に説明してみよう。
＜学際的アプローチからみた三つのタイプの犯罪＞
まず、心中、切腹、安楽死の三つの犯罪形態を取り上げた。 これは依頼により、
第三者あるいは相手方が、心中、切腹、安楽死の手助けをした場合である。心中の
場合は、相手を殺したが、自分は生き残ってしまったようなケースである。 刑法で
はこの３つの犯罪全てを「自殺教唆・依頼殺人」として、一つの犯罪類型として取
り扱うが、学際的(歴史的、文学的、社会的)視点から見ると、心中に関してはロミ
オとジュリエットに始まり、江戸時代の近松などに見られる文学作品の数々、さら
に、その根底にある日本人が「死」をロマンティサイズしてきた歴史がある。切腹
に関しては「葉隠」や「忠臣蔵」に見る侍の精神性、安楽死に関しては「高瀬舟」
等の文学作品でテーマとして取り上げられる「人の情」、さらに、超高齢化社会と
尊厳死のあり方など、様々な視点から、これらのテーマを論ずることができる。さ
らに、法律問題を学際的視点から見た場合に生じる法律と他分野の捉え方の隔たり
の大きさにも極めて興味深いものがある。最後に、実際に起きた事件に基づき模擬
裁判を行い、議論を深めていくというのが一連の授業の流れである。
2.6 模擬裁判
＜模擬裁判と批判的思考、及び言語教育＞
ここでは、模擬裁判の学習効果を考えてみたい。模擬裁判についてヘロン他
(2012)は、「私たちは、３人合わせた６０年間以上の教育経験から、模擬裁判は批
判的思考力を育てる最も効果的な方法であると結論づけた。」と述べ、さらに以下
の学習効果についても言及している。Herron, Ruth, and Scott (2012)
1. 模擬裁判は法廷で困難な状況に直面することが多いため、話技能とリスニング
の力を高めるための優れた教育方法である。
2. 特に、模擬裁判はインターアクティブでコンペティティブであるため、参加者
の参加意欲が非常に高く、学習内容を定着させるのに極めて効果的である。
3. 的確な描写、反論、 即座の戦略の変更など、状況の変化に対する柔軟な対応
力。そして恊働力も高めることが出来る。
協働力に関しては、當作靖彦(2013)も２１世紀を生き抜く重要な能力の一つとし
て「協働力」をあげている。さらに、舘岡(2007)は大学生の評価は一般的に個人の
能力を中心に行われるが、社会人になると、むしろ他の人々と協力してプロジェク
トを立ち上げ、完成していくという協働力が重要になっていると述べており、私の
所属するブラウン大学でも、リベラルエジュケーションの一つのゴールに協働力を
あげている。
3.学生のフィードバック
以下は学生の批判的思考に関するアンケート調査の結果である。項目４の「相手
が提供する情報や証拠の信ぴょう性を吟味できる」という能力の伸び率が一番低く

なっているが、これは実際に模擬裁判で証拠を提出し、それを議論するチャンスが
なかったことが主な理由と考えられる。二番目に低かった「協働力が高められた」
については、さらなる調査を行い、学習効果をあげられるように改善していきたい。
傾向としては、学生は相手の論理の弱点を見抜くより、自分の意見の論拠をサポー
トする能力が向上したと感じているようだ。
批判的思考
1
2
3
4
5

伸び率

自分の結論をサポートするために最適な論拠を提供できる
論拠をサポートするためにデータ、例、仮説などを有効に使うこ
とができる
相手の議論の背後にある前提・憶測・仮定を検証できる
相手が提供する情報や証拠の信ぴょう性を吟味できる
協働力が高められた
平均

90
80
80
70
73
78.6%

下の表は学生の言語能力の伸び率に関するアンケート調査である。伸び率が一番
低かったのは項目４の「文法能力」である。これは、クラスで使った新聞の論説・
社説、文芸作品、雑誌、漫画などに、まだ学習していない上級の文法事項が少なか
ったことが、その原因だと推測される。 (A Dictionary of Advanced Grammar, Seichi
Makino & Michio Tsutsui を参照)。これは教材を作る際に、上級の文法を意図的に加
えることで、ある程度対応可能だろう。二番目に低かった「プレゼンテーションの
能力」に関しては、学生のプレゼンテーションの機会が一回しかなかったことが影
響していると考えられる。
言語能力
1
5
4
3
2
6

ディスカッションの能力
相手の話を聞く能力
論文や事件を読む能力
レポートを書く能力
プレゼンテーションの能力
文法の能力
平均

伸び率
80
83
83
90
70
63
78%

4.よりよいコミュニティー創造への学生の提言
前にも述べたように、私が目指す批判的思考教育とは、物事を多様な角度から分
析し、熟考し(弱クリティカル)、学んだことに基づいてどのような社会貢献ができ
るかを深く考える(強クリティカル)ことである。 私のコースでは、よりよいコミュ
ニティー創造のために必要な新しいアイデアを学生に考えてもらった。ここでは、
その一つを紹介する。日本ではつい最近も部活の暴力的指導で自殺者を出すという
痛ましい事件があった。このような問題の解決策として、学生は次のようなイノベ

イティブな提言を行った。まず、スタートアップの会社を起こし、スポーツを楽し
めるクラブの運営を始める。コーチに引退したJリーグやプロ野球の選手を迎えれば、
もともと現役生活が短いプロのアスリート達に新たな雇用の機会を提供することも
できる。さらに、才能を持ちながら日本の部活の古い伝統に馴染めず、スポーツを
するチャンスがない隠れた才能を発掘する可能性も出てくる。これは少子化が進行
している日本での新たな選手育成の方法になるかもしれない。私は、この学生の提
言はよりよい未来のコミュニティーを創造するためのすばらしいアイデアだと思っ
た。しかし、このアイデアに興味を持った私は、実際にこのようなビジネスモデル
があるかどうかを調査してみた。残念ながら、日本には「リーフラス」という学生
が提言したそのままのビジネスモデルで経営を行っている会社が存在していた。こ
の学生の提言はよりよいコミュニティーの形成という点からは不十分であったが、
活発なディスカッションを提供し、今後この提言を他の学生と共有できるという教
育上のメリットから、私のクラスに大きな貢献をしてくれたと思う。
5. まとめと今後の課題
私は以前から、これからの言語教師は言語教育以外にも興味のあるアカデミック
な分野を持ち、特定の興味を深く掘り下げ、そこから得た知識を内容重視教育に生
かしていく必要があると考えてきた。佐藤他(2015)も教師自身がクリティカルな意
識・視点・姿勢・態度を磨いていくことが重要であると述べている。
最近は、交渉シラバスに基づくコースデザインや、学生の興味を重視する教育理
論なども注目されているが、自分自身の知識を深めれば深めるほど、学生と共に共
有したい知識や内容が増えていくのも事実である。今後は、どのようにして教師と
学生の興味のバランスをとり、学生の興味を授業の中に取り込んでいくかが、コー
スデザインにおける一つの重要な課題になるだろう。
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初級の教科書における「んです」導入の際の問題点と効果的な教え方の一案

AN EFFECTIVE TEACHING OF NDESU IN BEGINNER TEXTBOOKS:
ADDRESSING THE CHALLENGES
大橋幸博
Yukihiro Ohashi
ラトビア大学
University of Latvia
1. はじめに
主な初級の日本語の教科書［みんなの日本語・げんき・できる日本語・
SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE・JAPANESE FOR BUSY PEOPLE］を
分析してみると、「んです」の意味・用法は説明要求・事情説明・確認・前置
き・言いさし・驚き・断りと様々に説明されている。また「です／ます」文と
「んです」文の違いは簡単に説明されているものの、その説明だけでは学生が理
解するのが難しく、さらに、それらの使い分けを練習するような問題もない。そ
のため、学習者は「んです」を理解するのが難しく、「んです」の多用や、「ん
です」の使用を避けるといったことが生じる。そして、（大橋, 2018）でも述べ
ているが、「んです」を使用する際には前提が必要であるのだが、それも初級の
教科書には書かれていない。このように初級の教科書には問題点が多々ある。
筆者はイギリス（Ohashi, 2015）・メキシコ（大橋, 2016）・ラトビアで、計 45
名の「んです」を既習とする日本語学習者に「んです」の実験的授業を行い、43
名が「んです」をより理解することができたという結果を得た。本稿では、その
「んです」の授業内容に、初級の教科書の問題点を解決した内容や、補足説明や
前提の観点からの練習を加え、初級における「んです」の効果的な教え方の一案
を提案する。
2.

初級の日本語の教科書の問題点

一般的によく使用されている初級の日本語の教科書［みんなの日本語・げん
き・できる日本語・SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE・JAPANESE FOR
BUSY PEOPLE］を分析してみると、「んです」を教える際の様々な問題点が明
らかになった。各教科書の問題点は次のとおりである。
【 みんなの日本語 】
・「んです」が「のです」に形を変えるという説明はあるが、「の」や「んだ」
に形を変えるという説明はない。

・「んですか」という疑問の形で「んです」が使用されると、下記の④つの用法
があると説明されている。しかし、仮に④つの用法があるとしても、どの疑問
文の場合が①なのか、②なのかといった説明はない。
① 話し手が見たものや聞いたものに対して、聞き手に確認する。
（ぬれた傘を持っている人を見て）雨が降っているんですか。
② 話し手が見たものや聞いたものに対して、詳細な説明を聞き手に求める。
おもしろいデザインの靴ですね。どこで買ったんですか。
③ 話し手が見たものや聞いたものに対しての理由を聞き手に尋ねる。
どうして遅れたんですか。
④ ある状況に対する説明を聞き手に求める。
どうしたんですか。
・必要でないときに「んですか」を使用すると聞き手におかしく聞こえると書い
てあるが、その必要でないときは、いつなのかという説明は書いていない。
・「んです」という疑問文でない形で使用されると、下記の②つの用法があると
説明されている。しかし、この説明では、下記の(1)や(2)のような文は説明で
きない。
①「んですか」という疑問文の返事として答える際、理由や説明を言うのに使用
される。
② 直前に自分が言った何かに対して、理由を説明する時に使用される。
よくカラオケに行きますか。
いいえ、あまり行きません。カラオケは好きじゃないんです。
(1) 明日、映画館に行きませんか。
あ～用事があるんです。
(2) すてきな時計ですね。
誕生日にもらったんです。
・「んです」は理由を説明せずに単に事実を言う場合は使用されないと説明され
ているが、この説明だけでは「です／ます」文と「んです」文の違いを学習者
が理解するのは難しい。
【 げんき 】
・「んです」が「のです」に形を変えるという説明はあるが、「の」や「んだ」
に形を変えるという説明はない。

・げんきの文法解説の説明だと、学習者は説明したいときに、いつでも「んで
す」が使えると理解してしまう可能性がある。また、「です／ます」文は単に
事実を言う場合は使用されるとあるが、この説明だけでは「です／ます」文と
「んです」文の違いを学習者が理解するのは難しい。
・初級でも、よく使う前置き表現である「～んですが、～。～んですけど、
～。」などの説明や練習はない。
・「どうしたんですか。～んです。」や「どうして～んですか。～んです。」と
いう練習はあるが、「他の疑問詞＋んですか。」や「疑問詞なし＋んです
か。」というパターンの説明や練習はない。
・「んです」は(3)のように、直前に自分が言った何かに対して、理由を説明す
る時に使用される。しかし、この説明だけでは、下記の(4)や(5)のような文は
説明できない。
(3) よくカラオケに行きますか。
いいえ、あまり行きません。カラオケは好きじゃないんです。
(4) 明日、映画館に行きませんか。
あ～用事があるんです。
(5) すてきな時計ですね。
誕生日にもらったんです。
【 できる日本語 】
・できる日本語では「んです」に関する練習は下記の③パターンしかない。
また、なぜ「んです」を使用するのかという説明はないので、教師がちゃんと
説明する必要がある。
① わあ、このゲーム面白そうですね。B さんが作ったんですか。はい。
② 疑問詞（どうして含む）＋んですか。～ました・ます。
③ 「～んですが、～」の前置き表現で、聞き手を誘う。
【 SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE 】
・(6)(7)の文を使い「です／ます」文と「んです」文の違いについての簡単な
説明はあるが、両者を使い分けられるようになるための練習はない。
(6) 郵便局へ行くんですか。ええ、友だちに手紙を出すんです。
(7) 郵便局へ行きますか。はい、行きます。／

いいえ、行きません。

・「どうして～んですか」の問いに対して、「～んです・～から」の両方で答え
ることができると示されているが、両者は使い方が少し違うので説明が必要で
ある。
・「んです」は説明する時や説明を要求する時以外にも、言い訳を言う・確認す
る・驚いた・苛立っている時にも使われると説明されている。
・「んです」が「のです」に形を変えるという説明はあるが、「の」や「んだ」
に形を変えるという説明はない。
【 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE Ⅱ 】
・「んです・んですか」の使い過ぎには注意と書いてあるが、使用してよい時・
使用してはダメな時は、いつなのか説明も練習もないので、学習者は理解でき
ない。
・「です／ます」文と「んです」文の違いについての説明や、両者を使い分けら
れるようになるための練習はない。
・「んです」が「のです」に形を変えるという説明はあるが、「の」や「んだ」
に形を変えるという説明はない。
以上、初級の日本語の教科書における「んです」を教える際の問題点を分析し
た。各教科書にそれぞれ問題があるのだが、特に問題なのは「です／ます」文と
「んです」文の違いが十分に説明されず、また両者を使い分けられるようになる
ための練習がないこと。そして「んです」を使用する際には前提が必要であるに
もかかわらず（大橋, 2018）、その使用条件に関しての説明や練習は全く言及さ
れていなかったことである。おそらく、そのため、教師にとって「んです」は教
えにくい表現であり、学習者にとって「んです」は理解しにくい表現であると考
えられる。
3.

イギリス・メキシコ・ラトビアで行った「んです」の実験的授業

筆者はイギリス（Ohashi, 2015）・メキシコ（大橋, 2016）・そして 2018 年に
ラトビアで、計 45 名の「んです」を既習とする日本語学習者に、同様の「んで
す」の実験的授業を行った。各国の学習者の数は下記のとおりで、また英語を
日常生活で問題なく使える英語が分かる者である。紙面の都合上、本稿では、
被験者・事前テストと事後テスト・アンケートの詳細は詳しく言及しない。詳
細に関しては（大橋,2016）を参照されたい。

イギリス：（イギリス人日本語学習者）初級 3 名・中級 2 名
メキシコ：（メキシコ人日本語学習者）初級 5 名・中級 6 名・上級 4 名
ラトビア：（ラトビア人日本語学習者）初級 12 名・中級 4 名
（ロシア人日本語学習者）初級 5 名・中級 4 名
実験は三週間にわたり行った。一週目に「んです」の理解に関する事前テス
トを行い、その誤用を分析した。また同日に「んです」の意味機能に関するア
ンケートも行い、学習者が「んです」の意味機能をどのように理解しているか
調査した。二週目には、「んです」を教える授業を行った。最後の三週目に
は、事後テストを行い、誤用が減ったかどうかを調査した。
アンケート結果から、イギリス人・メキシコ人・ラトビア人・ロシア人日本
語学習者 45 名全員が「のだ」には「説明」以外の機能「主題提示・非難・調
和・推測・強調・和らげ・確認・発見」もあると理解していた。また「から」
と「んです」の違いや、「の・んだ」は「んです」の形を変えたものであるとい
うことも理解していなかった。また、ラトビアで行ったアンケートに関して
は、イギリス・メキシコで行ったアンケートに前提に関する質問も加えた。そ
の前提に関する質問とは下記に示すもので、正しいと思う答え全てにチェック
をしてもらい、その答えを選んだ理由を長方形の箱の中に書いてもらった。
（大橋, 2018）でも述べているが、筆者は「んです」を使用する際には必ず前提
が必要であると考える。そして、ここでいう前提の定義とは「相手が自分（ん
ですを使用する人）に何かしらの補足的な説明を求めていると自分自身（んで
すを使用する人）が感じていること」である。
【前提に関する質問】
Context: A student sent a presentation by e-mail to his teacher.
E-mail
こんにちは、先生。
□ これは私のプレゼンテーションです。 This is my presentation.
□ これは私のプレゼンテーションなんです。 This is my presentation.
□ わかりません

Context: A student sent an e-mail to his teacher to explain that he can’t attend a class
tomorrow. He also commented “ Don’t worry!! I will study a lot at home.”
E-mail
こんにちは、先生。あしたのクラスに行けません。でも、だいじょうぶ。
□ 私は、うちで、たくさん勉強するんです。 I will study a lot at home.
□ 私は、うちで、たくさん勉強します。 I will study a lot at home.
□ わかりません

上記の前提に関するアンケート結果から、学生は説明したいときに「んです」文
を使うと答えている学生が多く、また「んです」文を全く選ばなかった学生も中
級に 2 名いたが、理由は分からないが変だと思うと答えていた。そして、事後テ
ストの結果から、被験者の 45 名中の 43 名が「んです」の誤用が大きく減り、
「んです」をより理解することができたという結果となった。
最後に、イギリス・メキシコ・ラトビアで行った「んです」を教える授業の内
容を（0～8）下記に示す。
【授業内容】
0.「んです」文の作り方の復習をする（普通形＋んです）。
1. 平叙文で「んです」を使い聞き手に「説明」する。
・A：カフェに行きませんか。
B：え～、今日は友達と会うんです。
・A：その時計、いいですね。
B：彼女にもらったんです。
2. なぜ「んです」に強調や和らげのニュアンスが出るのか説明する。
・「ちょっと」や「実は」などは和らげのニュアンスを出し、「とても」や
「大好き」などは強調のニュアンスを出す。またイントネーションによっ
ても、強調や和らげのニュアンスが出る。
3. 疑問文で「んです」を使い、聞き手に「説明」を求める。また、同時に
「です／ます」文と「んです」文の違いも説明する。

・（「です／ます」文では、好きかどうかを尋ねている。）
A：マイケルジャクソンが好きですか。 B：はい。
・（B の部屋のマイケルジャクソンのグッズを見て、B は A がマイケルジャ
クソンのことが好きだと思うが、まだ分からないので「んです」を使い
「説明」を求めている。）
A：マイケルジャクソンが好きなんですか。B：はい。
・（「です／ます」文では、行ったことがあるかどうかを尋ねている。）
先生：日本に行ったことがありますか。

学生：はい、あります。

・（学生が「東京は高いですね。」と言った時に、先生は学生が日本に行っ
たことがあると思ったが、まだ分からないので「んです」を使い「説
明」を求めている。）
学生：東京は高いですね。
先生：日本に行ったことがあるんですか。
学生：はい。2 年前に行きました。
4.「です／ます」文と「んです」文の違いを考えさせ、母語でそれぞれの状況を
説明させる。
・野菜が嫌いですか。野菜が嫌いなんですか。
・ちょっと寒いです。ちょっと寒いんです。
5. 「 疑問詞（どこ・何・いつ・誰・どうして・どうやって・どのくらい）＋ん
ですか。」を使い、ペアで話す練習 QA を行う。
6.「から」と「んです」の違いを説明する。
・（A と B は学校の玄関を出たところにいる。今雨が降っていて、A と B は
それを認識している。お互いが認識しているので説明する必要がなく
「んです」は使用できない。）
A：今日はバスで帰りましょうか。
B：そうですね。
〇雨が降っていますから。
×雨が降っているんです。

・（ジョニー・デップがかっこいいと思うのは B の意見であり、共通の認識
ではなく、説明することができるので「んです」は使用できる。）
A：どうしてジョニー・デップが好きなんですか。
B：〇かっこいいから。
〇かっこいいんです。
7.「のだ」の色々な形（んだ・の・のです・んです）を説明する。
・（んだ・の・のです・んです）は全て同じ「説明」の機能がある。
・「んです」の丁寧な形＝「のです」書く時やフォーマルなスピーチ
・「んです」の丁寧ではない形＝「んだ・の」
・「んだ」は疑問文では使用されない。平叙文で使用される場合は主に男性
が使用する。
・5 のようなペアで話す練習を友達同士という設定で、「んです」の代わり
に「の・んだ」を使い行う。
8. 対事的ムードの「のだ」や発見の「のだ」と言われる「のだ」を説明す
る。この「のだ」は独り言として発話される場合である。詳しくは（大橋,
2017）を参照されたい。
・（朝起きて、カーテンを開け、外を見ての一言。独り言である。）
〇雨が降ってるんだ。
×雨が降ってるんです。
4.

初級における「んです」の効果的な教え方の一案

3 章で述べた、筆者が過去にイギリス・メキシコ・ラトビアで行った「んで
す」の授業は一定の効果があったが、しかし、その授業だけでは、「んです」の
使用条件、つまり「んです」を使用する際には前提が必要であることを十分に説
明できていない。そこで、この章では、過去に 3 か国で行った授業を少し改善
し、また補足説明の観点からの練習を加え、さらに前提という観点を加えた初級
における「んです」の効果的な教え方の一案を提案する。また、この一案は初級
の教科書の問題点を解決した内容のものになっている。この一案では、3 章で述
べた授業の内容と同じ項目（0, 2～5, 8～10）は、この章では詳しくは言及しな
い。一案の概要は下記に示すとおりである。

【授業内容】
0.「んです」文の作り方の復習をする（普通形＋んです）。
1. 平叙文で「んです」を使い聞き手に「説明」する。
・A：カフェに行きませんか。B：え～、今日は友達と会うんです。
・A：その時計、いいですね。B：彼女にもらったんです。
・A：それ、新しいコート？ B：はい、日曜日に買ったんです。
・A：だいじょうぶ？
B：ちょっと歯が痛いんです。
2. なぜ「のだ」に強調や和らげのニュアンスが出るのかを説明する。
3. 疑問文で「んです」を使い、聞き手に「説明」を求める。また、同時に
「です／ます」文と「んです」文の違いも説明する。
4.「です／ます」文と「んです」文の違いを考えさせ、母語でそれぞれの状況を
説明させる。
5. 「 疑問詞（どこ・何・いつ・誰・どうして・どうやって・どのくらい）＋ん
ですか。」を使い、ペアで話す練習 QA を行う。
6. 疑問詞なし＋んですか。echo question で補足説明を求める（「のだ」の本
質的な意味は補足説明である。詳しくは（大橋,2018）を参照されたい。）。
可能であれば会話を続けて、「んです」を使い質問し、掘り下げていく。
・A：夏休み何するんですか。
B: イタリアに行くつもりです。
A: イタリアに行くんですか。↑（文末のイントネーションはあげて言う）
B: はい。ベニスに。
A：いいですね。どのくらい旅行するんですか。
B：一週間くらい。
7.「～んですが（～んですけど）、～」を説明する。後件で聞き手に（お願い・
誘い・許可・アドバイス）を求める際に、前件で「んです」を使い、後件の
理由を説明する。また、後件が聞き手にとって明確な場合、その後件は省略
される場合もある（言いさし）。
・日本語で履歴書を書いたんですが、見ていただけませんか。
・来週友達とスキーに行くんですが、ミラーさんもいっしょに行きませんか。
・先生、ちょっと質問あるんですが・・・・。
8.「から」と「んです」の違いを説明する。

9.「のだ」の色々な形（んだ・の・のです・んです）を説明する。
10. 対事的ムードの「のだ」や発見の「のだ」を説明する。
11.「のだ」の使用条件（前提）の説明をする。
疑問文の「んです」では、前提の概念が学習者にとって分かりやすい。
・（濡れた傘を持っている知り合いが自分のうちを訪ねて来て、話し手は今雨
が降っていると推測するが、うちの中にいるので外の天気はわからない。
そこで「んです」を使い説明を求めている。）
雨が降ってるんですか。「前提は濡れた傘」
・（いつもと違う携帯を持っているクラスメートを見て、話し手はクラスメー
トが新しい携帯を買ったと推測するが、わからないので、「んです」を使
い説明を求めている。）
新しい携帯を買ったんですか。「前提は新しい携帯」
平叙文の「んです」でも、相手の発話に対する返事の場合は前提の概念が学
習者にとって分かりやすい。
・（授業中に脱いでいたコート着て、マフラーをしたクラスメートに、「大
丈夫？」と尋ね、そのクラスメートが一言。）
ちょっと寒いんです。「前提は「大丈夫？」と聞かれている状況」
・A：その時計、いいですね。

B：彼女にもらったんです。

「前提は「その時計、いいですね。」と聞かれている状況」
平叙文の「んです」でも、相手の発話に対する返事ではなく、自分から発信
する場合は前提の概念が学習者にとって分かりにくい。
・学生：先生、これ見てください。H 先生のクラスで作ったんです。
「「見てください」と言い聞き手の注意を向けることで、その状況が前提と
なり、そして、見てほしい理由を「んです」で説明している。」

・（メールで）
先生すみません。来週のクラスには行けません。実は父が病気なんです。
「前提は「来週のクラスには行けません」と言っている状況で、行けない
理由を「んです」で説明している。」
以上、初級における「んです」の効果的な教え方の一案を提案した。筆者は、
この一案は「んです」を初めて教える場合でも、「んです」を既習とする学習者
にでも、有効な教え方であると考える。
5. まとめ
日本語教育の現場でよく使われている初級の教科書［みんなの日本語・げん
き・できる日本語・SITUATIONAL FUNCTIONAL JAPANESE・JAPANESE FOR
BUSY PEOPLE］には「んです」を教えるにあたり、問題点が多々あることが明
らかになった。特に「です／ます」文と「んです」文の違いや、「んです」の使
用条件に関わる前提の必要性など、初級の教科書には説明も練習もほとんど書か
れていなかった。これらが原因で、長年にわたって、「んです」が教えにくい表
現であり、学習者が理解しにくい表現であるといえそうである。そして最後に、
教科書の問題点や「んです」の使用条件である前提を考慮した、初級における
「んです」の効果的な教え方の一案を提案した。今後は、前提の概念が会話に比
べると理解しにくい、作文における「んです」の使用条件を調査する必要がある。
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1.

1+

Verb 1+Verb 2
(V2)
V2 generally determines the argument relations (case relations) of a whole compound verb
1
2
V1
V2
A)

2

1

2

V1-te V2 (V1 and V2)

I am busy with volunteers, so I want to eat and run away from this party.
B)

1

2

V1 nagara V2 (V2 while V1)
The child cried and fell asleep.

C)

V1

V2

V1 node V2 (V2 because V1)
I'm tired of eating because it's sushi every day.

2.

s

Vs (Verb + Subsidiary verb)

V2
subsidiary
The verb in V2 has become a subsidiary verb due to loss of its literal meaning
1

2

V1

V2

≠
saki-hokoru ‘bloom beautifully, as if proud’ as hokorasige ni saku (‘bloom proudly’)
In spring, pink cherry blossoms bloomed proudly.
≠
furi-sosogu ‘pour down’ as sosogu yooni furu (‘fall in a downpour’).
3.

V

pV (prefix + V)
p

p
The prefix verb has only the function of emphasizing the meaning of the second verb, the case
relations (semantic roles) of a whole compound verb are determined wholly by the verb in V2.
tsu- (originally ‘dive‘) in tsu-komu to be dive into
Car was dive into the intersection.

sashi- (originally ‘put in’) in sashi-semaru (for a deadline) to be approaching
The deadline of homework is approaching tomorrow.

butsu- (originally ‘strike’) in tobasu to be punch forcefully, or hit longer fly
A baseball player hit longer fly for a home run.
4.

(

) V (one word)

The compound verb is regarded as being lexicalized as one word.
omoi-dasu (originally ‘think and take out’) to be remember
I remembered my Japanese homework.
ochi-tsuku (originally ‘fall and arrive’) to be settle down or calm down
I had a cup of tea and I felt calm down.

(

4
)

3
8

(1)
Temporal aspect (expressions of inception, continuation, completion, etc.)
A.

(COMPLETION OF EVENTS)
-hajimeru “begin/start’ (furi-hajimeru ‘begin/start rain/snowing)
It began to snow since the morning.
~

-tsuduku “continuing’ (furi-tsuzuku ‘contusing rain/snowing)
It has been raining all day.
-yamu ‘stop’ (furi-yamu ‘stop raining/snowing)’
It stopped snowing in the evening.

B.

(INCOMPLETENESS OR FAILURE OF EVENTS)
-chigaeru ‘make a mistake’ (haki-chigaeru ‘wear someone else’s

shoes by mistake’)
Someone is putting on my shoes wrong.

-nayamu‘not proceed as one expects’ (nobi-nayamu ‘fail to grow as
expected’)
My math score have been not grow as my expected.
-chigau‘make a mistake’ (kiki-chigau ‘mishear’)
I mishear the meeting time and was late.
C.

(EMPHASIS ON RESULTING STATES)
-komu ‘completely’ (ne-komu ‘sleep soundly’)
My friend is fall asleep with a cold.
-hateru ‘completely’ (komari-hateru ‘be completely at a loss’)
I had trouble getting completely lost on yesterday’s

travel.
-tsuku ‘stay in a condition’ (sumi-tsuku ‘completely settle down’)
I want to settle down in the country, not in the city.
D.

(INCEPTION OR ATTEMPT TO START)
-tsukeru ‘start’ (donari-tsukeru ‘shout fiercely at’)
The coach has shout fiercely at the players.
-dasu‘go out’ (tobidasu ‘rush out’),
Suddenly a child rush out into the road.

E.

(CONTINUATION)
-kurasu ‘continue daylong’ (naki-kurasu ‘spend

one’s day crying’)
She broke up and spend her day crying.
-shikiru‘continually’ (furi-shikiru ‘keep on raining’)
It has been raining since last night.
F.

practice.

(REPETITIVE OR HABITUAL ACTION)
-komu ‘do amply’ (hashiri-komu ‘get ample running practice’)
That marathon player has ample running

-tsugu ‘pass on’ (katari-tsugu ‘tell and pass on from one generation to
the next’)
It is important to tell and pass on the history of the
atomic bombings.
G.

(EMPHASIS ON ACTION)
-tateru ‘violently’ (sawagi-tateru ‘make a big fuss’)
The press made a big fuss.
-tsukeru ‘violently’ (shikari-tsukeru ‘scold severely’)
The father scolded severely his son.

H.

(MUTUAL RELATIONS OF TWO OR MORE EVENTS)
-kaeru ‘do again’ (nori-kaeru ‘get off of one’s vehicle and

board another/transfer’)
I am planning to transfer a train at Asakusa Station and go home.
-wakeru ‘do differently’ (tsukai-wakeru ‘use different things,
depending on the purpose’)
Do you use different shoes depending on your work?
(2)
Spatial aspect (expressions of spatial motion involved in the unfolding of events)
-ageru ‘send up’ (mi-ageru ‘look upward’)
I saw a rainbow, so I looked up at the sky.
wataru ‘go across’ (nari-wataru ‘(sky) be resound/echo far and
wide’)
A thunder rang far and wide in the summer night sky.
(3)
Social (interpersonal) aspect (expressions of personal superiority involved in the
unfolding of events)
-ageru ‘send up’ (zonji-ageru ‘know (a superior)’
I know that politician. (Super polite form of knowing)
-tsukeru ‘attach’ (ii-tsukeru ‘for a superior to command an
inferior’)
I have been assigning for this important work.

1
A.

(Syntactic and Lexical Compound Verbs)
Characteristics of syntactic compound verbs
(Inception)
V-kakeru ‘be about to V, almost V’ (ochi-kakeru ‘be about to drop’)
It is autumn and the leaves are about to drop.
V-kakaru ‘almost V’ (korosare-kakaru ‘be almost killed’)
It was almost killed by the criminal.

B.

(Continuation)
V-tsuzukeru ‘continue V-ing’ (aruki-tsuzukeru ‘keep on walking’)
I keep on walking in the nearby park every day.
V-makuru ‘V on and on’ (shaberi-makuru ‘talk on and on’)
The old man is talking on and on.

C.

(Completion)
V-oeru ‘finish V-ing’ (utai-oeru ‘finish singing’)
I finished singing on a big stage.
V-toosu ‘V to the end’ ( damari-toosu ‘keep silent until the end’)
I keep silenced the lie until end.

D.

(Incompletion)
V-sokonau ‘miss V-ing’ (tabe-sokonau ‘miss eating’)
I was busy with my work and missed lunch.
V-nokosu ‘not finish V-ing’ (tabe-nokosu ‘leave partially eaten’)
I left partially eaten food I hate.

E.

(Excessive action)
V-sugiru ‘V too much’ (tabe-sugiru ‘drink too much’)
I drank too much at the party yesterday.

F.

(Retrial)
V-naosu ‘V again’ ( kaki-naosu ‘rewrite’)
I have to rewrite Japanese essay.

G.

(Habitual)

V-tsukeru ‘be used to V-ing’ (unten-shi-tsukeru ‘be used to
driving’)
I am safe because I am used to driving a car.
V-nareru ‘be accustomed to V-ing’ (tabe-nareru ‘be accustomed to
eating’)
I am used to eating cheese.
H.

(Reciprocal action)
V-au ‘V each other’ (hihan-shi-au ‘criticize each other’)
The candidates criticized each other in the election.

I.

(Potential)

V-eru (orV-uru) ‘There is a possibility of V-ing, can possibly V’ (okorieru ‘can possibly happen’)
Terrorism can possibly happen anytime,
anywhere.
(2)

No restrictions on the first verbs

Syntactic compound verbs may
accommodate any verb in the position indicated by the symbol “V.”
V-kakeru ‘happen to’ (mi-kakeru ‘happen to see’)
It was happing that I saw a teacher at the
shopping mall on the weekend.

Lexical compound verbs are severely restricted in the combinations of the first verbs.
V-yamu ‘stop’ (fuki-yamu ‘stop blow over’)
The strong wind stopped blowing.
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初級日本語学習者の誤用の考察

― 弱さを強みに変えよう！ ―
THE STUDY OF ERRORS ON THE ACQUISITION OF JAPANESE
FOR BEGINNERS – TURNING WEAKNESSES INTO STRENGTHS –
Ruxandra-Oana Raianu
ブカレスト大学
University of Bucharest

1.

はじめに

国境を超える現実の世界や仮想世界を開くハイテク時代では、グローバル化に
よって日本語教育の参加者が直面するチャレンジが多くなる。「エントロピー
（Entropy）」（モビリティー）の高い現代社会では、言語教育に関わる者たち
も、主体性を維持しながらお互いに理解し合い、より良いコミュニケーションが
できるように、共生的に行動することが望まれている。グローバル日本語教育の
マクロシステムを目指して、日本語教育のミクロシステムの「教室」でどのよう
にその（バランスのある）共生コミュニティを構成できるのか。つまりどのよう
に個々の「差」(例えば、経済的・地域的格差や日本語能力の差など）や「違
い」（学習スタイル、非母語話者・母語話者など）を認め合いつつ、共生できる
のか。これらの点に関して日本語の教師や学習者はどんな役割を担っているのか
を考え直す必要がある。
本稿は、ブカレスト大学の日本語教育における「誤用改善プロジェクト」（以
下、「EKP」と略す）を紹介する。EKP では、日本語学科 1 年生を対象とし、初
級日本語の授業で行なった日本語誤用に関する調査の結果から、初級日本語学習
者の誤用を分析し、改善に向けて、学習者同士の共同プロジェクトを実施した。
プロジェクトなどから見られる学習者の誤用を分析した結果、日本語非母語話者
としての弱さを強みに変えられるか、また、どのように教え方や学び方を改善で
きるのか、どのようにそれが可能かを考察する。具体的には、
①ルーマニア語の特徴から予測できる誤用
②非母語話者の教師が経験した誤用
③学習者が自ら振り返りを通して気づくことのできる誤用
の観察に基づく非母語話者向けの事例や指導ポイントを紹介する。

2.

ブカレスト大学の日本語教育の背景

2.1. 日本語教育の現状について
1975 年に設立されたブカレスト大学日本語学科では学生は主専攻として日本
語を、副専攻として英語、ドイツ語、スペイン語等を学んでいる。学士課程は 3
年間で、修士課程は 2 年間である。近年、入学受入者数は毎年約 50 名であり、
初・中・上級のレベルの日本語学習者の総数は約 200 名である。教師数は 6 名で、
そのうち、日本語母語話者は 2 名である。
2.2. 日本語学習者のニーズと目標
日本語を主専攻、英語などを副専攻とする学生の長期的目標は、将来、主に日
本語を活かした職業につくことである。そのために、日本語能力やスキルだけで
なく、コミュニケーション能力、異文化理解能力などを延ばす必要がある。長期
的目標を達成するため、各学年別目標は、各学年の授業が終わった時点での日本
語能力レベルとして、1 年生では JLPT N4、2 年生では JLPT N3、3 年生では
JLPT N2、修士 1 年生では JLPT N2、修士 2 年生では JLPT N1 の取得を短期目標
に設定している。
2.3. 初級日本語の授業のついて
2.3.1. 時間と教材
ブカレスト大学は 2 期制で、秋学期 10 月から 14 週間、春学期は 2 月から 14
週間である。日本語のクラスは週に 6 コマで、1 コマは 100 分（50 分に 10 分休
憩×２）「日本語演習」は 4 コマ、「日本語構造」1 コマ、「文明学・文学」1
コマという形である。1 年生の主教材は『かなマスターMastering KANA in 12
days with pronunciation and vocabulary』、『みんなの日本語初級 I, II』、『基礎漢
字 500 Basic Kanji Book vol. 1, 2』を使用している。1 年生の日本語教育を担当し
ている教師は日本語母語話者 2 名、非母語話者 1 名である。
2.3.2. 非漢字圏での日本語教育の理念提案
日本人が約 300 人しかいない非漢字圏のルーマニアで、初級日本語の学生が日
本語を活かした職業につくという長期目標を達成するのは、時間的制約に加え、
学生数が多い割に教師数が少ないこともあり、大変チャレンジングなことである。
目標に達するためには、時間や人的リソースは限られているので、特別な学習ス
トラテジ―を実施する必要がある。初級日本語学習者が入学時点から日本語能力
を常に向上させるという教育目標を達成するためには、異文化の理解能力、情報

交換能力、協調性を育成させるという教育理念が不可欠である。これにより多様
性のあるグローバル社会の動き方が理解できることにつながるからである。
3.

エラー改善プロジェクト EKP

グローバル社会を理解するためには、多様で異なる日本語学習の「ローカル」
社会を理解する必要がある。大学における日本語学習のローカル社会を、日本語、
日本文化、日本文学などを学ぶ場としての「教室」としてとらえたい。その場を
活性化させるためには、日本語教育の行為者（日本語の学習者、教師）の多様な
特徴から発生する差や違いをお互いに認めつつ、共生的に生きていく必要がある。
2018-2019 年の日本語学科の 1 年生に関するデータを見ると、初級日本語学習
者の多様性のある特徴は次のようなものである。
学生総数：40 名
出身地：ブカレスト市 10 名（10/40=25％）、
ブカレスト市以外の様々な地方 30 名 (30/40 = 75%)、
国籍：ルーマニア 39 名 (39/40 = 97,5%)、中国：1 名 (1/40 = 2,5%)
性別：女性 34 名、男性 6 名
日本語学習歴：初心者 26 名 (26/40 = 65%)、既習者：14 名 (14/40 = 35%)
このうち既習者の半数の 7 名 (7/40 = 17,5%) は日本語能力試験に合格して
おり、その内訳は以下の通りである。
N5：1 名、N4 ：2 名、N3：2 名、N2：1 名、N1：1 名

図 1：2018-2019 年の 1 年生における日本語能力別人数
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3.1. EKP プロジェクトの必要性
上記の図 1 で見られるように、初級日本語学習者の 1 年生の日本語能力の差は、
初心者レベルから JLPT N1 までかなり大きい。現状では、カリキュラム、授業
時間の制約や学習者数の割に教師数が少ないことなどから、レベル別のクラスを
編成することは非常に難しく、この状況下で効率的に授業を運営していかなくて
はいけない。
学生の日本語レベルが異なる教室の中で、できるだけ全員が主体的に学習に参
加できるようなクラスのあり方を模索してきたが、筆者はこれまでの経験から、
学生たちの間に同じような誤用が見られることに気付き、誤用の共有がそのよう
なクラス作りに有用ではないかと考えるようになった。参加者同士の協力や意見
交換、情報共有力などの社会的スキルを伸ばすこともできる、学習者参加型のプ
ロジェクトが必要なのではないかと考え、このプロジェクトを実施することとし
た。このプロジェクトの目標は以下の 5 つである。
目標 1：
学生自身が日本語教育、日本語学習の主要な役割を担うとい
う意識を自覚させること
目標 2：
主体性を維持しつつ、多様性のある問題に直面しながら、チ
ームワークができること（ミクロ共生社会を構成する）
目標 3：
学生に日本語誤用を意識させ、誤用を考察するポジティブな
面を発見すること（させること）
目標 4：
初級日本語学習の誤用のデータを集め、分析し、考察、修正
することを通して日本語能力を向上させること
目標 5：
日本語の知識、情報収集能力、想像力などを楽しく習得する
こと
3.2. EKP プロジェクトに関する情報
この誤用・改善プロジェクト（EKP）は 2018 年秋学期 10 月（前期）から
2019 年春学期にかけて 5 月まで（後期）実施し、ブカレスト大学日本語学科日
本語主専攻の 1 年生全員、40 名が参加した。1 年生の入学時点での日本語学習経
験は、上に述べたように初心者は 26 名 (26/40 = 65%)、経験者は 14 名 (14/40 =
35%) であった。このプロジェクトを実施した授業は、筆者が担当している「日
本語構造」週 1 コマと「日本語演習（漢字）」週 1 コマである。
「日本語構造」の授業に使用する教科書は『みんなの日本語初級 I、II』、秋
学期は第 20 課まで、春学期は 50 課まで終了）で、「日本語演習（漢字）」では
『基礎漢字 500 Basic Kanji Book vol. 1』、『基礎漢字 500 Basic Kanji Book vol.
2』に入った段階である。
上記の目標 1－5 の下、EKP の活動は以下のステップのように行う。

① 母語であるルーマニア語と比較して、日本語の主な特徴について教師が説
明する（SOV 語の日本語と SVO, VSO, SOV 語のルーマニア語との比較）
（教師）
② 「日本語構造」「日本語演習｛漢字｝」の各授業時に、学生からの質問や、
ひらがな、かたかなをはじめ、漢字、文型、語彙の意味などの日本語誤用
を、学生が教師の机に置いてある紙に書きこむ（学生）
③ ②と同じく各授業時に、（誤用や質問でなく、）学習に関する提案および
改善方法を教師の机に置いてある紙に書きこむ（学生、教師）
④ クラスで誤用や質問は書きこまれた直後、当日の授業のテーマに直接に関
連しなくても、授業で教師が説明してみる（既習者と教師）
⑤ 日本語誤用の修正や学生からの質問に対する解説をポートフォリオに載せ
るという宿題を毎回教師が出す（教師）
⑥ 週 1 回、初級掲示板の日本の四字熟語カレンダーに記載のことわざや慣用
句の意味を教師が説明する（「視覚で日本文がわかる」案）。（教師）
⑦ 学生が好きな言葉や表現を A2/A1/A0 の厚紙に書き、ポスターを作り、日
本語ラボの壁に貼る。（学生）
⑧ 学生が 3〜4 人のグループで、好きな漢字の部首を選び、その部首を使っ
た好きな漢字や熟語、ポスターを作る。（学生、教師*）
* チームが作れなかったため、１名の学生が教師と一緒に活動をするこ
とになった
⑨ 学生はグループで、選んだ部首のポスターの作り方などについて発表する
（学生）
⑩ 学年の最後に、1 年間の日本語の勉強、活動、難しさについて学生が意見
を述べ、ビデオ撮影を行う。（学生）
⑪ EKP のプロジェクトについて、学生、教師共に感想を述べる（学生、教
師）
3.3. 教師の役割
このプロジェクトでの教師の役割は、上記のプロジェクトのステップ①、③、
④、⑤、⑥、⑧*、⑪を担当したほか、全体としてプロジェクトの実施の担当の
責任を担った。ステップ⑩では、教師は、日本の学習というテーマだけをあたえ
て、話す内容の方向性に関しては特に指示をしなかった。
また、以上のステップは、必ずしも、毎回うまくいったわけではない。例えば、
ステップ⑧時に、1 名の学生がチームを作れなかったので、結局、教師は、その
学生が選んだ部首を使ってポスターを作ることになった。

4.

日本語誤用調査について

4.1. データ収集
日本語誤用のデータ収集は以下の通りである。
4.1.1.. EKP プロジェクト：2018 年 10 月から 2019 年 5 月まで（On the spot）
EKP1. 対象者数：約 40 名
EKP2. 対象者数：31 名（2019 年 4 月）
4.1.2. 秋学期の期末試験問題：2019 年 1 月
E1. 対象者数：38 名「日本語演習」期末試験 (E1. = Exam 1）
E2. 対象者数：37 名「日本語構造」期末試験 (E2. = Exam 2)
4.1.3. ビデオ撮影に参加した学生数：（2019 年 4 月）：28 名
4.2. 初級日本語学習者の誤用の分析と考察
収集した、初級日本語学習者の誤用例から、いくつかの例を取り上げる。
4.2.1. EKP から収集の誤用
a. 文字の書き方
a.1. かなの書き方
(1)
はたしわ
X
わたしは
O
a.2. 漢字の書き方
(2)
走る（おきる）
起きる（おきる）

X
O

b．文字の読み方
b.1. かなの読み方
(3)
センター＝せんたいち
センター＝センター

X
O

sentaichi
sentā

b.2. 漢字の読み方
(4)
「期待」の「待つ」の音読みは：「キ」
「タイ」
(5)
社会（かいしゃ） X
社会（しゃかい） O
(6)
上手（しょうず） X
上手（じょうず） O
c. 語彙（ルーマニア語から日本語への翻訳練習）

X
O

(7)

(8)

(rom.) războiul rece = (engl.) war + cold = cold war
さむいせんそう
X
冷戦（れいせん） O
(rom.) ninge = (engl.) it`s snowing
雪がしています
X
雪が降っています O

4.2.2. E1, E2（期末試験 E1,E2）から収集の誤用
d.カタカナの書き方
この誤用は、学年の開始から 14 週間後である 2019 年 1 月の秋学期末試験問題
I （日本語演習）から収集した。対象者は期末試験の受験者数 38 名である。
(9)

chocolate, mail address, Bucharest, sausage, shower

I えいごをカタカナでかいてください。
（1）スーパーで chocolate をかいました。
（2）これは、わたしの mail address です。
（3）わたしは Bucharest にすんでいます。
（4）おいしい sausage ですね。
（5）テニスをして、それから shower をあびました。

I. (1) 「チョコレート」(engl. chocolate)
正答者数 23、誤答者数 15 （総数 38）
「チョコレート」(engl. chocolate) の誤用例：
チョコ―レト、チョコルート、チョコレト (3)、チョコラト、チョッコレート、
チョクレート、チョロレート、チュロレート、チョコルイト、チッコルート、
キョーコーレト、ュコト、ショコレート
「チョコレート」(engl. chocolate): choc·o·late | \ ˈchä-k(ə-)lət , ˈchȯ- \ (MerriamWebster.com)
I. (2) 「メールアドレス」(engl. mail address)
正答者数 19、誤答者数 19 （総数 38）
「メールアドレス」(engl. mail address) の誤用事例：
メールアッドレス (2)、メールアドレース、メールーアドレス、メーレアドル
ス、メールーアドルス、メルアドレス、メイルアドレス、メイルアド、ナールア
ドルス、マイルーアドレス(2)、マイルアドレス、マイレアレスー、マールアテ
レス、ムイルアドルソ、メール(2)、メイ

「メールアドレス」(engl. mail address): \ ˈmāl \ ad·dress | \ ə-ˈdres , a- also ˈaˌdres\ (Merriam-Webster.com)
I. (3) 「ブカレスト」(engl. Bucharest)
正答者数 30、誤答者数 8 （総数 38）
「ブカレスト」(engl. Bucharest) の誤用例：
フカレスト、ブカルスト (3)、ブーカルスト、ブキャレスト、フカラト、ブカ
ト
「ブカレスト」(engl. Bucharest) : Bu·cha·rest | \ ˈbü-kə-ˌrest , ˈbyü-\ (MerriamWebster.com)
I. (4)「ソーセージ」(engl. sausage)
正答者数 13、誤答者数 22, 未回答 3（総数 38）
「ソーセージ」(engl. sausage) の誤用例：
ソセギ (2), ソーセギ, ソヒージ, ソ

ヅ,

ギ, ソサジ, ソサギ, ソスギ, ソーセジ,

ソーセジ (2), ソセージ (3), ソセージー, ソッセージ, ソッセジ, ソーセーツ , ソウ
ーセージ, ノーセージ, ノーシジ
「ソーセージ」(engl. sausage): [so-sij] sau·sage | \ ˈsȯ-sij \ (Merriam-Webster.com)
I. (5) 「シャワー」(engl. shower)
正答者数 15、誤答者数 22, 未回答 1（総数 38）
「シャワー」(engl. shower) の誤用例:
シャーワー (8)、シャーワ、シャーハ、シャッワー、シァワー(2)、ツャワー
(2)、シャワ、ショワ(2)、シャーフー、シュフー、シーワ、レやワー、X、
「シャワー」(engl. shower): show·er | \ ˈshau̇(-ə)r \ (Merriam-Webster.com)

図 2：カタカナ表記の正誤

表 1：カタカナの誤用分析例
チョコレート

メールアドレス

ブカレスト

ソーセージ

シャワー

拍数

5

7

5

5

3

誤用バリエー
ション数 (v)

13

16

5

18

12

誤用率
(x/38=y%)
予測されてい
た誤用

15/38 = 39,47

19/38 = 50

8/38 = 21,05

25/38 = 65,78

23/38 = 60.52

レとル

レとル

ルとレ

ッ

ッ

長音の位置

長音の位置

ノとソ
ツとシ
長音の位置

長音の位置

予測されてい
なかった誤用

ロとコ、
シとチ

ナとメ

促音、濁音
長音

ギとジ、
サとセ

アとヤ
フとワ

推測原因

英語の影響、
フランス語の
影響

英語の影響

レとル形

長音でのバリ
エーションが
多い
英語の影響
（発音＋書き
方）

長音でのバリ
エーションが
多い
「ヤ、ユ、
ヨ」使用率が
低い

上記のカタカナの誤用を分析して以下のパラメータの変動を考察したことによ
り、指導ポイントがわかってきた。
v = 誤用のバリエーション数
x＝誤用数（= 間違っていた学生数）
y = 回答数（学生全員）
x>v

x-v = Δr (relevance)
Δr

、

というのは大きければ大きいほど繰り返された誤用数が大きい。この結果

によって、誤用の原因の推測率があがり、なぜその誤用が行われるか分かるよう
になり、誤用の原因の推測規則が作れるのではないか。これは指導ポイントに役
に立つと考えられる。
e. 文法：
SOV 語の日本語文法は SVO（VSO、SOV 同様）語のインドヨーロッパ語のル
ーマニア語と相違点が多いため、非母語話者にとっては一番間違いやすい点だと
思われる。誤用例が多いのは、ルーマニア語にない格助詞「で」と「を」の誤用
例を挙げる。下は、2019 年 1 月に期末試験問題（空欄に助詞を入れる）からの
例である。対象者は「日本語構造」という科目の期末試験の受験者数 37 名（半
数には「ヘリコプター」、残りの半数には「ふね」と出題し、若干違う問題とし
た）。
(10)
5．Introduceți particulele potrivite în spațiile libere:
（ ）に適当な助詞を入れなさい。
1. ヘリコプター/ふね（
）いく。
2. ヘリコプター/ふね（
）（
）おりる。
3. ヘリコプター/ふね（
）のる。
4. ヘリコプター/ふね（
）（
）はしる。
5. ヘリコプター/ふね（
）つくる。

上記の練習から 5.1. と 5.5. の答え、および誤用例を取り上げたい。
5．1. ヘリコプター/ふね（

）いく。

問題 5.1. で予測される解答は、手段・方法・道具「で」格という回答だろう。
20 名（20/37 = 54,05%）は予測通りに回答した。文脈などによって正しくないと
いえない「に」格助詞と答えた学生数は 8 名（より正しいのは「ヘリコプター・
ふねのところ」）、「へ」格助詞 4 名（より正しいのは「ヘリコプター・ふねの
ところ」）、「が」格助詞 3 名（たとえば救助の時に使えるだろう）、「は」取
り立て助詞 1 名（教師から「は」を入れないように指示していた）、誤答の
「を」格助詞 1 名であった。文脈などによっては正しいといえる解答もあったこ
とから、正解者は 20 名（20/37 = 54,05%）でなく、36 名 (36/37 = 97,29 %) とした。
1 名 (1/37 = 2.71%) の答えは正しくなかった。

表 2：助詞の回答例 (5.1.)
回答（助詞）

学生数（名）

正しい・正しくない

で

20

O

に

8

△

へ

4

△

が

3

O（救助の時に）

は

1

O（救助の時に）

を

1

X

5.5． ヘリコプター/ふね（

）つくる。

問題 5.5. で予測されるのは、「を」格という回答だろう。31 名（31/37 =
83,78 %）は予測通りに「を」という格助詞を入れて解答した。「も」取り立て
助詞を選んだ学生が 1 名、「は」取り立て助詞（教師から「は」を入れないよう
に指示していた）を入れた学生数は 1 名であった。文脈などによって正しくない
といえない「が」格助詞 3 名、「で」格助詞を入れた学生数は 1 名（表 1 参考）
であった。したがって、正解者は 32 名（32/37 = 86，48%）でなく、37 名 (37/37
= 100 %) とした。ここでも、文脈などによって正しいといえる解答を正解として
扱った。
表 3：助詞の回答例 (5.5.)
回答（助詞）

学生数（名）

正しい・正しくない

を

31

O

も

1

O

は

1

△（ヘリコプターが雲を作る/船が波を作る）

が

3

△（ヘリコプターが雲を作る/船が波を作る）

で

1

△（パイロットがヘリコプターで雲を作る、船長が
船で波を作る、子供がヘリコプター・船のおもちゃ
でお城を造る）

4.2.3. EKP, E1, E2 から収集誤用の分類
日本語誤用のデータに基づく日本語誤用を以下の通り分類した。
ERR_h = ひらがなの誤用
ERR_k = カタカナの誤用
ERR_K = 漢字の誤用

ERR_B =文法の誤用
(ERR_M = 形態的誤用（Morphology の誤用）, ERR_S = シンタクス的誤用、
Synthax の誤用)
ERR_G = 語彙の誤用
a, b: ERR_h, ERR_k, ERR_K
ERR_h_01: 「は」と「わ」の混同による誤用 : 例 (1)
ERR_k_01: 長音「―」と漢字「一」との混乱による誤用：例 (3)
ERR_K_01: 漢字の送り仮名の誤用: 例 (2)
ERR_K_02: 漢字の形の誤用: 例 (2)
ERR_K_03: 熟語を構成する漢字から音読みを取り出す誤用：例 (4)
ERR_K_04: 熟語を構成する漢字の逆音読みの混同による誤用（SVO 語の影
響）：例 (5)
ERR_K_05: 濁音にしてしまう誤用：例 (6)
ERR_k_02: 語彙内で「は」と「わ」と「ウ」と「ワ」の書き方の規則の誤用：
例 (9)
ERR_k_03: 語彙内での長音の位置の誤用：例 (9)
ERR_k_04: （似ている）カタカナの形の誤用：例 (9)（シとツ、ソとノ、ルと
レ、コとロ、ヒとセ、ナとメ）
ERR_k_05: 起点言語の外来語の発音（英語、フランス語、母語の発音の影響）
をカタカナにする書き方の誤用：例 (9) （サとセ、ジとギ、ラとレ）
ERR_k_06: 促音追加による誤用：例 (9)
ERR_k_07: ひらがなとカタカナの混同による誤用：例 (9)
c.:
ERR_G
ERR_G_01: ルーマニア語の影響の意味的誤用: 例 (7)
ERR_G_02: 動詞の意味の誤用：例 (8)
d. :
ERR_B (ERR_M)
ERR_B_01: 格助詞の用法誤用：例 (10)
5.

「弱さを強みに変えよう！」

日本語学習者、非母語話者の学生も教師も誤用という弱い点への視点を変える
ことにより強い点に変えられるだろう。次に EKP (E1, E2 付) による誤用分析結
果をどのように成果につなげたか、ネガティブな点をどのようにポジティブな面
に変えたかを紹介する。
楽しさについて

①1 年生は苦手なカタカナ・漢字（誤用事例：ソーセージ、上手）をポスターに
書いたことで楽しく覚えられるようになった。（図 3：ポスター1 参考）
図 3：学生が作ったポスター1

②掲示板に貼った四字熟語（EKP ステップ⑥）の好きな表現やことわざをポス
ターに載せた（例：「一期一会」、図 3：ポスター1 参考）。
③日本語学習者にとって、特に非漢字圏の学生や教師にとって、漢字は非常に難
しい項目だが、EKP を通して、漢字を書くことに対する態度が少し改善した。
（図 4：ポスター2 参考）
図 4：学生が作ったポスター2（好きな漢字）

④EKP⑧ステップにおいて、非母語話者が苦手な漢字を覚えるには反復練習が必
要だが、それだけでなく、好きな部首を選び、好きな熟語をポスターに書き込む
ことが楽しかったという意見が多かった。EKP によって得られた漢字に関する
知識によって、起源、部首名、音読み、訓読み等が興味深いという意見が増加し
た。

図 5：学生が作ったポスター（1 枚 X12 グループ） （漢字の好きな部首）

指導ポイントについて
⑤教師が予測した誤用、さらに予測しなかったものの頻度の高かった誤用の分析
結果に基づき、かなの指導ポイントや「かな入門」という教材を作る際に注意点
を書くように意識した。
1．ひらがなの「は」と「わ」の発音と書き方の違いを強調する
2. カタカナの「ハ」と「ワ」同。
3．カタカナの注意点：「キ」と「チ」、「ク」と「ワ」、「コ」と「ロ」、
「シ」と「ツ」、「ジ」と「ギ」、「ソ」と「ノ」、「ナ」と「メ」、「ヤ」
と「ア」、「レ」と「ル」、「ワ」と「フ」、長音、促音）
発音と書き方（「セ」と「サ」：sausage）
4.表記に注意点：濁音「〃」（ブカレスト O、フカレスト X）
5．漢字の「一」と長音の違いに注意（センターsentā O。せんたいち X
sentaichi）
⑥非母語話者の教師の学習体験と EKP により、日本語の文法の指導ポイントを
科学的に見直す必要があると考えた。格助詞の場合、ただ助詞を入れるだけでな
く、その練習を通して日本語が High Context Language であり、想像力で助詞の
機能が幅広い意味の文章を作ることができる練習になりうる。「弱さ」の誤用と
いうより、文脈によって、多様性のあるイメージを作ることができるのは強みに
なると思われる。

➆教師に対して学生が自由に意見を言えるようにした。
学生が間違って使用していることばに対して教師が繰り返して言う。ルーマニア
語で Dulcic「ドゥルチック＋ハート」（＝英語で sweet「甘い」の指小辞）とい
う言葉を学生がカタカナでポスターに書き込んだ。（図 4：ポスター1 参考）
⑧ポートフォリオは学生自身の好きなように作成して良いという教師の指示があ
ったので、楽しいとの声があった。（EKP ステップ⑤）
⑨非母語話者の教師が体験した日本語に関する「障害」を考慮し、日本語を母語
と比較しながら説明するため、高い確率で学習者が直面する問題を効率よく解決
することができる。
6.

おわりに

本稿では、初級日本語学習者の誤用を考察し、参加者主体で取り組んだ誤用改
善プロジェクト（EKP）について記述した。EKP のようなプロジェクトワークを
実施したことで、学生も教師も日本語教育の積極的な参加者になり、お互いに新
たな面を発見し、教師も学習者のさらなるポテンシャルに気づくことができたこ
とを有意義に思っている（5.① - ⑨ ）。
今回のプロジェクトを実施して、学習者の誤用を考察することの意義を確認す
ることができた。今後、誤用の分析を深め、まずひらがな、カタカナの教材を開
発していきたい。将来的には、ルーマニア語母語話者を対象にした誤用辞典と誤
用学習アプリを作成したいと考えている（4.2.3 と 5.⑤）。その過程では筆者が
学習者と同じルーマニア語母語話者であることが強みになるだろう。
EKP の活動では、学生も教師も手に入れることができるリソース、例えば掲
示板のカレンダーをはじめ、インターネット、オンライン辞書などを使って、非
漢字圏の日本語学習者が難しいと感じる点を、楽しく学ぶことができ、ポジティ
ブな点に変えることができた。またインタビューで見られるように、初級日本語
教育の参加者は、科学的好奇心、チームでの協力、相手への尊敬、失敗をする勇
気、改善の意識、ポジティブな態度、意見を出す勇気等を得ることができた。日
本語学習者が日本語教育の世界（コミュニティ）内にとどまることなく、ローカ
ルコミュニティからグローバルな世界に一歩を踏み出すことができたのだと考え
ている。
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初級日本語クラスでの学習者の動機づけを高める活動の実践報告

EXPLORING LEARNER MOTIVATION IN INTRODUCTORY COURSE
USING SELF-DETERMINATION THEORY
田村 芽
Megumu Tamura
ペンシルベニア大学
University of Pennsylvania
1. はじめに
いかにして学習者の意欲を高め、継続させるかは、言語を含め全ての科目にお
いて教師が抱える悩みの一つと言えるだろう。学習者の動機付けは、様々な外的、
内的要因によって左右されるが、授業内容や教師の在り方も大きな要因の一つだ
ろう。外国語学習における学習者の動機づけに関する代表的な理論の一つである
自己決定理論 (Self-Determination Theory) では、学習者の動機付けが高まる条件と
して自律性 (autonomy)、有能性 (competence)、そして関係性 (relatedness) の欲求の
充足を挙げている。この理論を基にしたものを含め、学習者の動機付けについて
はこれまでも様々なアプローチで研究されているが、理論研究と実務の間にはま
だ大きな隔たりがあり、研究から得られた報告が実際の教室内アクティビティや
コースデザインにどのように応用できるのかについては十分に検討されていない。
さらに日本語学習者を対象とした研究もまだ数が少ない。
本研究では、自己決定理論に基づいた先行研究をベースとし、学習者の動機づ
けを高める教室内アクティビティ課題を取り入れ、学習者の動機づけ及び学習へ
の意欲にいかに影響するかを探った。本稿では初級日本語コースを通した実践を
報告し、そして結果を今後コースデザインへどのように活かせるかについても考
察する。
1. 自己決定理論
自己決定理論とは、Deci & Ryan (1994) によって構築された動機付けの理論で
ある。学習者の動機付けは、内発的動機付け (intrinsic motivation) と外発的動機
付け (extrinsic motivation) に分類されている。内発的動機付けとは、興味や楽し
さから自発的に取り組むもので、学習そのものが目的であるのに対し、外発的動
機付けとは報酬を得るためや他者からの要求によって、または罰を回避するため
に学習している状態である。自己決定理論以前の多くの研究では、この二つはそ
れぞれ独立するものと考えられて来たが、自己決定理論では、連続するものとし
て以下のように想定している。

図１

自己決定性の程度から見た動機付けの分類 (Ryan & Deci, 2000;
稲垣, (n.d.)より一部改編)

自己決定性とは、自分でやろうと決める程度のことであり、自己決定性を高める
ことにより、外発的動機付けから内発的動機付けへの移行が可能になると自己決
定理論は捉えている。
また、この理論では、人間が元来持っている三つの基本的心理欲求である自律
性 (autonomy) 、有能性 (competence) 、そして関係性 (relatedness) の欲求が満たさ
れれば、学習者は内発的に動機づけられ、積極的に学習に取り組むようになると
している。すなわち、学習の決定権が自分にあり、自ら進んで学びたいという自
律性を持ち、学習の中で「できた」「わかった」という有能性を感じ、他者と共
に学ぶという関係性を持つことで動機付けが高まるということである (加藤,
2011)。

図2

自己決定理論の基本的心理欲求 (University of Rochester
Medical Center ウェブサイトより一部改編）

Deci & Ryan は、人の内発的動機づけは、これらの三つの欲求を満たすような社
会・文脈的な要因 (social-contextual factors) によって促進されるとしている。また、
Jones 他 (2009) は、学習者は生まれながらにしてある特定のアクティビティを好
んだり好まなかったりするのではなく、そういった環境を意図的に作ることがで
きると指摘している。Jones 他はその研究の中で、米国の州立大学の中級スペイ
ン語のコースで基本的心理欲求を基にした六つの教室内アクティビティと、クラ
ス後のアンケートを行った。その結果、これらのアクティビティは学習者の楽し
みと興味を促進させ、すなわち内発的動機付けを高めるのに有効であると述べて
いる。廣森・田中 (2006) は、日本の大学の英語の授業で英語によるプレゼンテ
ーションを用い、三欲求と学習者の動機付けの関連について調査した。その結果、
英語の授業における意図的な働きかけは、学習者の三欲求を満たし、かつ内発的
動機付けを高めたと報告している。
このように、学習者の動機付けについての研究は様々な形で行われているが、
研究から得られた結果が実際の教室内アクティビティやコースデザインにどのよ
うに応用できるのかについてはまだ数が少なく、さらに日本語学習者の動機付け
を高めるための方略については十分に調査されていない。
本研究では、Jones 他が行った自己決定理論を基にした研究結果を踏まえ、上
記の三つの欲求が充足されるような教室内アクティビティ及び課題を取り入れる
ことで、学習者が自律的に動機づけられ、学習への意欲が高まるかどうかを探っ
た。
2. 調査方法
2.1 参加者
本研究が行われたのは、アメリカ東海岸にある私立大学の初級日本語コースで
ある。2019 年春学期に履修した 29 人の学習者を対象に行った。29 人の参加者の
うち、16 人が男性、13 人が女性であった。また、アジア圏出身の学生は 10 人、
ヨーロッパ言語圏出身者は 2 人、それ以外は英語圏の出身者であった。
2.2 質問紙の構成
先行研究に基づいて、学習者の内発的動機付けを高める目的で下記の五つの教
室内アクティビティ及び課題を行った。
1. 発音クリニック
2. 名詞修飾を用いた図の描写
3. コマーシャル作り
4. ボイススレッド
5. e ポートフォリオ
これらのアクティビティはクラス後に行った学習者アンケートを通してその効果
を分析した。アンケートは、IRB のレビューを受けた上で行い、回答は無記名で
行った。アンケートは各アクティビティをしたクラスの最後に行い、回答者は 5
段階 (1: not at all true～5: very true) で回答した。 質問項目は、Jones 他 が調査に用

い た 内 発 的 動 機 付 け 尺 度 (Intrinsic Motivation Inventory, Ryan 1982) の 中 の
Interest/Enjoyment サブスケールを基に作成し、自由記述回答の質問も一問取り入
れた。質問例は以下である。
選択回答
「I thought this activity was quite enjoyable.」を含む 7 項目
自由記述回答
「If you enjoyed this activity at least to some extent, why did you enjoy it? 」
2.4 統計方法
得られたデータは、表計算ソフトを用いて、度数分布や平均値を計算して分析
した。アンケートは無記名であるため、各アンケートと回答者は関連付けせずに
分析を行った。少ないサンプル数であり、また研究の主眼が探索的であるため、
記述統計の分析と自由記述回答の質的分析を主に行った。
3. アクティビティ及び課題実施内容と結果
3.1 発音クリニック
外国語を学ぶ際に、発音は円滑なコミュニケーションには重要である。しかし
ながら、言語のクラスでは語彙や文字、そして文法の習得にどうしても重きを置
いてしまい、発音練習には多くの時間を費やせないことが多い。実際、自己の発
音の不自然さに気付いていない学習者は多く、気づいていても改善の難しさに悩
んでいる学習者も多数いる。この発音クリニックの主な目的は、学習者に日本語
の発音及び韻律の知識を深めてもらい、意識付けをすることである。このクリニ
ック以前は、ラ行の発音や長音、促音について簡単にクラス内で説明したのみで
あった。クリニックは英語で、学習者参加型で行った。まず、日本語の発音で間
違えやすいもの（「ん」「ラ行」「有声/無声音」など）について説明し、リズ
ム（長音や促音など）やイントネーションによって単語などの意味や話者が意図
すること、そして感情などの伝わり方が異なることを説明した。最後に、日本特
有のアクセントについて、そのパターンや、アクセントによって意味の異なる単
語が存在することなどを説明し、全体で練習を行った。
アンケート結果と分析
このアクティビティのクラス後のアンケート結果は高く(M=4.34, N=28)、この
アクティビティと学生の内発的動機との間に関連が認められた。発音クリニック
は学習者の自律性を満たすものでは主になかったが、一方で下の学習者コメント
にも見られるように、「興味や自信を持つようになった」という学習者が多く、
中には「今後日本語を話すときに発音などを意識するようになった」という声も
あり、自主的に正しい発音を心掛けるようになったという点で自律性をサポート
した。
また、学習者の多くが「今まで知らなかったことが学べた」、「新しい知識を
得た」、「とても役に立った」と答えており、このアクティビティは日本語の発
音と韻律の知識を深め、学習者の意識付けをしたという点で有能性を高めたと言

える。また、英語で参加型で行ったため、「普段のクラスと違う雰囲気でリラッ
クスして参加できた」、「インタラクティブだった」という回答もあり、学習者
がクラスメートと楽しみながら学び、練習できたという点で他者との関連性を実
感できるアクティビティだったと言えるだろう。
自由記述回答例
• It taught me many new things and even though it confirmed the difficulty of the subject,
it did make me feel like it is still possible.
• I enjoyed it because it furthered my knowledge about the Japanese language. I found it
difficult (but) I look forward to practicing this more in the future in order to strengthen
my speaking skills.
• I feel a bit more confident in pronunciation.
• I think it definitely helped me understand pronunciations, accents and intonations better
and made me more aware about them when I speak Japanese.
• It was a nice change from what we usually do in class.
• It was very interactive and also helpful.
• It was a very dynamic class.
3.2 名詞修飾を用いた図の描写
名詞修飾は物事を複雑な文で描写、説明したりする際によく使用されるが、複
雑になればなるほど学習者にとっては理解したり文を作るのが難しくなる。また、
教師にとってもバラエティに富んだアクティビティを考えるのは難しい文法で、
文をつなげる、または英語で与えた文を訳すというような練習が主となる傾向が
あるのではないだろうか。このアクティビティでは、学習者が実際に出会った人
物やイメージする人物を絵に書き、名詞修飾を用いて描写した。クラスでは、名
詞修飾を一通り練習した最後のアクティビティとして人型を描いた紙を使用し、
そこに背景や表情などを書き入れた。まず例として教師が書いたものを見せて学
習者に文を推測させ、確認した。絵には三段階で付加情報的に背景や表情を書き
込んでいき、下記の例のように文を複雑にしていく過程を練習した。
例： 私が昨日会った女の人はきれいでした。
↓
私が昨日喫茶店で会った女の人はきれいでした。
↓
私が昨日喫茶店で会ったきれいな女の人は、いじわるでした。
その後、同じ人型のみが書かれた紙を学習者に配り、実際に出会った人物やイメ
ージする人物を描き、名詞修飾を用いた説明文も書くように指導した。その後、
クラスメートにできた絵を見せ、文を推測させ合った。授業の最後には、一人の
学生に前に出てきて絵を見せて紹介してもらい、他の学生にコメントや質問をさ
せた。

アンケート結果と分析
アンケート結果からも、学習者はこ
のアクティビティを非常に楽しんだと
いうことがわかる (M=3.97, N=29)。普
段の授業ではあまり行わない絵を描く
という作業に加え、描く題材は自分で
考え、クリエイティビティを活かせる
という点でこのアクティビティは学習
者の自律性の高いものであると言え
る。難易度の高い名詞修飾文をコント
ロールなしの状況で各自作ったことで
図 3 学習者の作品例
いい練習となったというコメントも多
く見られた。長く複雑な文に挑戦する学習者もおり、学習したことを試せるとい
う点で有能感の促進となったと考えられる。また、クラスメートと絵を見せ合い、
文を推測したり、コメントをもらうという点で互いの関係性を高められた点が楽
しいと感じた学生が多かったようだ。これらのコメントは全て他者とつながるこ
との大切さ、及びこのアクティビティがそのいい機会となったことを示している
と言える。
自由記述回答例
• Longer sentences are challenging but give more liberty to my expression of things.
• Drawing it out made me think about what we were saying in Japanese, and choosing
objects to draw that I knew the words for.
• Required creativity as well as vocab/grammar practice.
• It was fun to learn since most of us seemed to be confused so we were learning a new
concept together.
• I like to compare what I think of the drawing with my friend’s intention for the drawing.
• Both being creative and the opportunity to joke/have fun with classmates while learning
course material is enjoyable.
• It allows us to have more flexibility in our discussions.
3.3 コマーシャル作り
グループで行う課題は、一人で行う場合よりも大変さが伴うこともあるが、他
者と協力しあうことによってつながりを楽しみ、同時に多くのことが学べるため、
取り入れる教師も多いだろう。また、グループで一つのことに取り組むことによ
って、より創造性の高い物ができることも多い。このアクティビティでは、いく
つかの文法学習のまとめとして、コマーシャルをグループで作ることに取り組ん
だ。まず例として、実際のテレビコマーシャルを見せ、どのようなキャッチフレ
ーズが考えられるかクラスで話し合った。
例：ギャッツビーなら、かっこよくなります。
かっこよくなりたいなら、ギャッツビーを使いましょう。

その後、3 人から 4 人のグループに分け、文法を使って、商品をアピールする
コマーシャルを作るよう指導した。作る際には以下の点に気を付けるように指導
した。
● ストーリー性のあるものにする
● 全員が参加する
● キャッチフレーズを考える
商品はそれぞれのグループに異なったものを印刷して渡した。学生は約 15 分話
し合い、練習した後にクラス全体の前で発表した。
アンケート結果と分析
このアクティビティでは、コマーシャルを作る商品は与えられたものだったが、
ストーリーを考え、どのように商品をアピールするか、学習者の創造性を活かせ
るという点で自律性を満たすものであった。また、ストーリーの内容やキャッチ
フレーズにどのような文法をどのように使うか考え、グループで話し合いながら
作っていくことによって有能性、そして関連性が高められた。最後にクラスの前
で発表し、フィードバックをもらうことで、学習者同士がつながりを感じること
ができた。これらのクラスメートとのやりとりに基づく学習プロセスにより、学
習者はこのアクティビティを楽しみつつ、各自の言語能力を高めることができた
のではないだろうか。それは学習者アンケートの結果にも表れている。
Interest/Enjoyment を測るアンケート 結果から、学習者の内発的動機付けと高く関
連していることが分かった (M=4.34, N=29)。特に「グループメンバーとのインタ
ラクションや、他のグループの作品を見ることによって起こる笑いがとても楽し
かった」という声が多かった。また、このコースでは生教材を使用する機会がほ
とんどなかったため、実際のコマーシャルを見、それについて話し合う機会がで
きたこともこのアクティビティを楽しめた要因の一つであった。グループで話し
合うことによって文法の正しい使い方や、クリエイティブな使い方が学べたとい
うコメントもあった。
自由記述回答例
• We were able to practice nihongo in an extend that usually does not happen in normal
classes.
• Creating the advertisement during class while learning how to use “nara” and
presenting it to others was extremely entertaining and helpful in practicing different
ways of storytelling and presenting in Japanese.
• Got to see Japanese commercial, creative, we could each work with each other to help
form correct sentences/ tell story.
• It allowed us to tell a story in Japanese, share it with others, and laugh together as a
class.
• It was a fun change of pace to normal class.
• It was fun to come up with something funny with classmates.

3.4 ボイススレッド
L2 のコンテクストでは、授業外でターゲット言語に触れる機会が少なく、も
っと練習がしたくても難しい状況が多いことは、教師にとっても学生にとっても
懸念だろう。ボイススレッドはインターネット環境で話す練習ができるツールの
一つとして、広く使用されている。ボイススレッドとは、写真や音声、動画をつ
かって、発表やディスカッション、または交流目的などで使えるツールである。
ユーザーが互いにコメントし合い、設定によって、クラス内のみでシェアをする、
または誰でもアクセスがきるようにすることも可能である。本研究対象の学習者
は秋学期よりボイススレッドを使用した話す練習の課題に取り組んできた。秋学
期はまず教師が例として与えられたトピックについて話したビデオをボイススレ
ッドにアップロードし、学習者はそれに応答する形で各自同じトピックで話した
ビデオをアップロードした。その後、教師が構成や内容、そして文法や発音間違
いについてテキストでボイススレッドにフィードバックを残した。春学期は、秋
学期に行った学期末のアンケート結果に基づき、以下の点を改良してこの課題を
行った。
● 講師の代わりに、日本人留学生に協力してもらい、サンプルビデオをボイ
ススレッドにアップロードする。学習者はその後自分のビデオをアップロ
ードする。トピックと使用文法例もリストで与えた。
● その後、日本人留学生と学習者がボイススレッド上で互いにコメントをや
りとりし合う。さらに、学習者同士でもコメントをし合う。コメントは相
手が話した内容や、わからない点についての質問など。学習者同士のコメ
ントは、知っている学生と話したことがない他セクションの学生と、合計
二人にする。
● 教師からのフィードバックと自己内省を基に、学習者はビデオを撮り直し
e ポートフォリオに新たな自己内省とともにポストする。フィードバック
は紙に手書き、またはタイプしたものを学習者に渡した。
● 全四回の課題を三回に減らし、上記の項目も含めて課題一回ごとにより深
く学べるようにした。
自己内省は、フィード
バック前のビデオから
注意した点、フォード
バック前のビデオと比
較して改善したと思う
点、さらなる改善の余
地がある点、そしてク
ラスメートのビデオか
ら学んだことや次の課
題に取り入れたいこと
などについて書くよう
に指導した。
図 4 ボイススレッド例 (スクリーンキャプチャより一部加工)

アンケート結果と分析
ボイススレッドは話す練習としていいツールだと学習者には高評価であり、今
回日本人留学生と、そして学習者同士のコメントのやり取りも取り入れたことに
よって、学習者満足度は高まったようだ。まず、与えられたトピックは「一番う
れしかったプレゼント」や「私のおすすめ」など、学習者にとって自由度が高く、
自律性を重視したものであり、「自分の好きなことについて構成立てて話すこと
が楽しかった」という回答も見られた。また、文法リストは例としてのみ与えた
が、日本人留学生のビデオで使用されているのを見て、学習者も積極的に要所で
取り入れていた。リストに書いていない既習文法も多くの学生は自発的に使用し
ており、有能感の促進につながったと言える。ビデオの撮り直しをする際には、
3.2 で述べた発音クリニックで学んだことを意識して行うようになったという学
生が多く、自己内省に発音などが自然になったと書いている学習者が多く見られ
た。また、学習者同士でコメントをする際に、知っている学生にはくだけた話し
方を使い、話したことのない学生にはです、ます体で話すようにと指導したこと
で、難易度の高いくだけた話し方のいい練習となったという声もあった。最後に、
前学期では行わなかった日本人留学生と学習者同士のやりとりに対しては「楽し
かった」「たくさんのことを学んだ」「教室外で話す練習をするいい機会になっ
た」とのコメントが多かった。
アンケート結果をみると、学習者の動機付けとの関連は他のアクティビティと
比べるとさほど見られなかった (M=3.44, N=24)。この理由としては、スクリプト
の暗記、コメントのやり取りに時間がかかるという点が挙げられるだろう。スク
リプト書いて暗記するというのはこの課題の意図ではなかったが、教師からのフ
ィードバックで間違いを指摘されるという懸念からそうする学生が多かった。日
本人留学生とクラスメートとのコメントのやり取りを取り入れてからは、より会
話らしくなるようスクリプトの暗記をしないようにしたという学習者もおり、そ
ういったクラスメートのビデオを見て自分もそうするようになったと内省に書い
ている学習者も見られた。クラスメートのビデオから学ぶことは多く、自然な話
し方を心掛けられるようクラス全体で話し合うようにすることで、この課題をよ
り有効活用できるだろう。
自由記述回答例
• Can practice Japanese and also talk about something I really like.
• I enjoy seeing how much I can use the knowledge I have been taught.
• I enjoyed the voice thread mostly because they allow me to have a conversation with
more skilled Japanese speaker and learn new skills.
自己内省からの例
• Sending messages to our classmates allows us to practice speaking in various forms.
These exercises help us improve our natural speaking in various situations.
• My experience with voice thread has allowed me to improve my speech without
preparation, and figure out areas in which my speaking can improve.
• While rewatching the first video, I noticed that all of my faults were noticeable: I was

robotic, my flow sounded scripted, and I looked uncomfortable when I was trying not
to. I truly do think I’ve improved this time because I think my flow and pronunciation
have gotten better and I tried to look more natural.
3.5 e ポートフォリオ
教師は様々な課題を学習者のスキルと能力向上を目的として課し、課題を通し
て各学習者の上達度を測る。しかし多くの学習者が試験のために課題を復習する
ことはあっても、学んだこととプログレスを振り返ることはあまりないというの
が現状ではないだろうか。多くの研究が、学習者が学びと習得を実感するために
は内省を行うことが大切であるとしており、Amirkhanova 他 (2016) によると、内
省的学習 (reflective learning) によって学習者は自己の能力に自信を持つようにな
り、また学習動機付けも高まるという。また、Chang 他 (2014) は、内省的学習は
学習者が自己の学びのプロセスを理解することに役立つとしており、さらに批判
的に考える手助けともなると唱えている。これらの点を踏まえて、本課題では学
期の最終プロジェクトとして、以下の点を目的として e ポートフォリオ作りを行
った。
1. 一学期を通して取り組んだ様々な課題を e ポートフォリオにまとめ、学習
プロセスと成果を可視化する。
2. 学んだことを振り返り、改善点を理解し今後の学習につなげる。
学習者は以下の項目を含めて e ポートフォリオを作成した。
1) 自己紹介：教師のフィードバックを基に第一稿を直したものを載せる。
2) ボイススレッド：全三回のボイススレッドビデオを、教師からのフィード
バックと自己内省を基に撮り直し、e ポートフォリオに自己内省とともに
載せる。
3) 作文：全二回の作文を、教室内で行ったピアエディティングと教師からの
フィードを基に書き直し、スキャンして自己内省とともに載せる。
4) ブックレビュー：一学期を通し行った多読アクティビティの中から本を一
冊選び、そのレビューを書いて載せる。
5) サマリーステートメント：一学期の課題を通して学んだこと、自分の日本
語学習について振り返り、気づいたことや勉強方法など、そしてそれを今
後どのように役立て、つなげていきたいかについて書いて載せる。
自己紹介は日本語と英語の両方で、それ以外は英語で書いた。作文の自己内
省は、3.4 のボイススレッドでの記述と同様に、フィードバック後に注意した点
や、第一稿から改善したと思う点、さらに改善すべき点、そしてピアエディティ
ングから学んだことや次の作文に取り入れたいことなどについて書くよう指導し
た。e ポートフォリオ作成には Google Sites を使用し、学期中に締め切りを随時
設け、少しずつ完成させるようにした。また、学習者を三～四人ずつのグループ
に分け、学期途中でピアレビューを行った。ピアレビューでは主に e ポートフォ
リオのデザインやページへのアクセスのしやすさや各ページの自己内省の内容や
改善点などについてコメントし合った。

アンケート結果と分析
本課題については、多くの課題を一つにまとめ、そして学習したことを振り返
り、内省をするいい機会になったというコメントが見られた。内省をする機会を
与え、自己のスキルと能力のプログレスや、改善が必要な点を理解し、次の課題
に生かせたことは学習者の有能性を高めることに役立ったと言える。しかしなが
ら、アンケート結果では学習者の動機付けとの関連はさほど見られなかった
(M=3.73, N=17)。この理由としては四点考えられる。まず、本プロジェクトでは
e ポートフォリオの構成作り及びデザインと、ブックレビューを書く本の選択以
外には特に学習者の自律性が満たされる内容はなかった点が挙げられる。また、
他者との関連性の点でもピアレビュー以外ではクラスメートの e ポートフォリオ
を見たりコメントをする機会は設けられなかった。そしてもう一点としてテクニ
カルな面が挙げられる。学習者からは、ビデオや作文のダウンロード、アップロ
ードなどに時間がかかる上に、Google Sites が使いづらいという指摘があった。
また、日本語学習を今後続ける意思のない学生や、将来的に仕事などで使う機会
がない学生にとっては、本プロジェクトは単なる課題の一つに過ぎないという感
覚が強く、動機付けの向上にはあまりつながらなかったと考えられる。一方で、
ピアレビューを通し、デザインを魅力的にしたり、内省も詳しく書くようになっ
たという学習者もおり、ピアレビューによってクラスメートとのつながり、そし
てクラスメートから学ぶこと自体は有益であるという意見の学生が多いことがわ
かった。
今後の取り組みとしては、ポートフォリオに含める項目を学習者が選べるよう
にする、または学習者との話し合いの上でプロジェクトの進度やアセスメントの
内容を各自が決めて各自のペースで行うようにするなどすればより自律性の高い
内容となるだろう。さらに、成果物を学習者自身だけではなく他者に向けたもの
にしたり、学習者同士がアクセスやコメントしやすい環境作りをすることにより、
他者との関連性を高め、よりよい e ポートフォリオ作りにつながるだろう。また、
学習者の目的は様々なため、e ポートフォリオの作成自体にどのように意味を持
たせるかということも考慮してこの課題を取り入れる必要がある。
自由記述回答例
● It was nice seeing everything being put together- it makes it easier to see the
improvements I’ve made and made me reflect on my progress: I also think the eportfolio would be useful in the future.
● Thanks to this e-portfolio, I have reflected on my mistakes to have a better idea of what
I can improve on.
● The e-Portfolio has helped me a lot in identifying where exactly the main deficiencies
are in my Japanese. The e-Portfolio has also helped me track my progress in these
areas and others as I have been reflecting on my work throughout the semester. This
self-awareness enables me to more easily know what to focus on when studying or
preparing for my next oral or written assignment.
● I have found this ePortfolio assignment to be very interesting. It has required me to have
a critical mind about my previous work and really reflect on areas for improvement.

4. おわりに
本研究では自己決定理論を基に、様々な教室内アクティビティ及び課題が学習
者のモチベーションの向上に影響するか検証した。三つの基本的心理欲求である
自律性、有能性、関係性を満たすことを目的にした教室内アクティビティ及び課
題を取り入れることで、学習者が楽しみを感じるクラス作りが可能となり、また
おおよそ学習への意欲向上につながったことがアンケート結果により明らかにな
った。また一方で、課題として行ったボイススレッドと e ポートフォリオには、
より効果的な使い方を探求する必要性が浮き彫りになった。教師は、学習者の動
機付けを高めるために、上に挙げた三つの基本的心理欲求を満たすような教室内
アクティビティや課題を取り入れることの重要性を常に念頭に置くことが大切で
ある。
今後は学習者の動機付けが様々なコースデザインによってどのように影響を受
けるかなども興味深く、調査に値するだろう。例えば教師からのフィードバック
の仕方や評価に関するポリシーや基準、また、コースにおけるその他のポリシー
なども学習者の動機付けに変化を与えうると考えられるため、さらなる分析の必
要があるだろう。
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LITERAL TRANSLATION AS AN EFFECTIVE PEDAGOGICAL TOOL
FOR JAPANESE GRAMMAR
Guohe Zheng
Ball State University
For any foreign language teacher, it is perhaps fair to say that the search for a more
effective way to teach grammar of the target language is a never-ending journey but important
discoveries are made now and then in the process. This paper presents a recent discovery of such
a search of my own. It proposes that literal translation is an effective pedagogical tool for the
teaching of Japanese grammar.
1. A Review of Translation Theories
A good place to start the paper is a review of existing translation theories since, in
general, any research would be more fruitful if guided by theoretical principles. An examination
of translation theories indicates that translation of text between languages can be traced back to
antiquity and that it has played a vital role in history. For example, based on previous studies by
Störig, Jumpelt and Benjamin, Peter Newmark says the following regarding this point:
The first traces of translation date from 3000 BC, during the Egyptian Old
Kingdom, in the area of the First Cataract, Elephantine, where inscriptions in two
languages have been found. It became a significant factor in the West in 300 BC, when
the Romans took over wholesale many elements of Greek culture, including the whole
religious apparatus. In the twelfth century…the ‘age of translation (Jumpelt, 1961) or
‘reproduction’ (Benjamin, 1923)…the West came into contact with Islam in Moorish
Spain. The situation favored the two essential conditions for large-scale translation
(Störig, 1963): a qualitative difference in culture and continuous contact between two
languages. When the Moorish supremacy collapsed in Spain, the Toledo school of
translators translated Arabic versions of Greek scientific and philosophical classics.
Luther’s Bible translation in 1522 laid the foundations of modern German and King
James’s Bible (1611) had a seminal influence on English language and literature.
Significant periods of translation preceded Shakespeare and his contemporaries, French
classicism and the romantic Movements (Newmark 1981: 3).
Despite the long and continuous activities of translation and the significant role it had
played in history, however, no theory had been developed for a long time to guide the practice of
translation. Moreover, during that long period translation itself was often used to serve purposes
beyond the communication of the original text itself. Based on studies by J. E. Spingarn, Eric
Jacobsen and others, Steiner describes the situation in the following way.
In the Middle Ages and the early Renaissance, there was no theory of translation,
literary or any other kind; translation itself cannot be defined with certainty. It was, as
Eric Jacobsen has shown, an outgrowth of, and still closely connected to, a tradition of
textual interpretation and commentary. All translations had a didactic purpose, with the
moralisatio overriding other considerations. As national states began to mature in the
sixteenth century, a second, patriotic strain sprang up, whose primary function was

enrichment from foreign stories of the developing vernacular and its literature. The
practice of translation flourished throughout Europe and showed signs of its
maturity...[but] no theory in any true sense was developed (Steiner 1975: 7-8).
That situation changed with the appearance of John Dryden (1631-1700), English literary
critic, playwright, England’s first Poet Laureate and, more relevant to this paper, master
translator. John Dryden’s contribution to the history of translation theory is so great that he is
calld “the lawgiver of English translation.”
Dryden curbed much of the license of his predecessors and became…the lawgiver
of English translation. In his prefaces to his versions of many classical, continental, and
older English works, he did, in fact, assimilate, or reject much that had been written
before as he produced the largest body of English discourse on translation to his time.
Inventing the earliest exhaustive division of translation—metaphrase, paraphrase,
imitation—Dryden established as correct a way between metaphrase and paraphrase
(Steiner 1975: 28).
According to Oxford English Dictionary, the word metaphrase in Dryden’s theory refers
to “a literal, word-for-word translation” and the word paraphrase means “express the meaning of
(something written or spoken) using different words, especially for greater clarity.”1 The
relationship between metaphrase and paraphrase in John Dryden’s division became controversial
in the 19th century but the controversy was eventually replaced by a wide agreement in late 20th
century, as noted by Newmark.
There is a wide but not universal agreement that the main aim of the translator is to
produce as nearly as possible the same effect on his readers as was produced on the
readers of the original… The principle is very recently referred to as the principle of
similar or equivalent response or effect, or of functional or dynamic…equivalence. It
bypasses and supersedes the nineteenth-century controversy about whether a translation
should incline towards the source or the target language, and the consequent faithful
versus beautiful, literal versus the free, form versus content disputes (Newmark 1981:
10).
On top of inventing the above division in approaches to translation, Dryden set minimum
qualifications for anyone aspiring to be a translator.
1. Be a poet.
2. Be master of both the language of the original and his own (Steiner 1975: 28).
Similarly, Newmark makes his expectations clear of minimum background of students who use
his textbook on translation.
My purpose in this book is to offer a course in translation principles and methodology for
final-year-degree and post-graduate classes… Further, I shall assume that you have a
1

Oxford English Living Dictionaries at https://en.oxforddictionaries.com/. Accessed May 5, 2019.

degree-level ‘reading and comprehension’ ability in one foreign language (Newmark
1988: 3).
This section started with the desire to find theoretical guidance for my search. Given the
brief review above, however, we have to come to the conclusion that existing translation theories
do not provide guiding principles for my search for a more effective way to teach Japanese
grammar with literal translation as a tool. First, literal translation, called “metaphrase” by John
Dryden and “faithful [translation]” in Newmark’s book, is considered an extreme approach
which translators are warned against. Second, proponents of the theories have strict prerequisites
for translators. For John Dryden, one must “be a poet and a master of both the language of the
original and his own;” for Newmark, readers of his textbook on translation must be in “finalyear-degree and post-graduate classes...and have a degree-level ‘reading and comprehension’
ability in one foreign language.” Such prerequisites make their theories non-applicable to
students of the Japanese language in U.S. colleges, particularly those at lower-levels—the main
group whom my proposed pedagogy is intended to serve—since these students, by definition, are
enrolled in our classes to receive training in L2, Japanese in this case.
2. My Theory on Literal Translation as a Pedagogical Tool for Japanese Grammar
Needless to say, being non-applicable to my project does not mean that the theories are
bad. Rather it means that these theories have been developed for readers other than our students,
namely translators who have already mastered the target language and whose translation works
are meant for publication, even for introducing foreign or classical masterpieces. In other words,
I was seeking theoretical guidance for a research on translation as a pedagogical tool but ended
up consulting theories that have been created for totally different purposes. Why is it, one may
ask, that I do not consult theories on translation as a pedagogical tool? The answer is simple:
virtually no such a theory exists anywhere. While Peter Newmark discussed translation and
language teaching in his book About Translation, his comments such as the following provide
hardly anything systematic or useful to my project.
Assuming the class is conducted in L2 and ostensive definition fails or is not possible,
occasional recourse to L1 is helpful to ensure that the pupils are not guessing the wrong
meaning…In the middle stages, translation from L2 to L1 or words and clauses may be
useful in dealing with errors (Newmark 1991: 61).
Such being the case, I thought I might as well take the opportunity to fill the blank by creating a
theory of my own on literal translation as a pedagogical tool for Japanese grammar. Indeed, that
is what I attempt to do in this paper. The rest of the paper is devoted to a presentation of my
theory and its advantages when applied in the classroom.
Three-way Classification of Translations
My theory assumes a broadly-defined, three-way classification of translations because, in
my view, all translations can be put into three types each of which is different from the other two
in purposes and requirements, as explained below.
a. Scientific Translation. This type of translation is normally carried out to facilitate the
research for people who do not have knowledge of the language in which a research paper is
written in. The key requirement for this type of translation is accuracy in communicating

information from one language to another. To achieve accuracy, one needs not only knowledge of
the target language but also that of the research area being dealt with. Translations for practical
purposes, such as manuals for instruments or consumer products, also belong to this category.
b. Literary Translation. This includes translations of novels, short stories, films, anime,
poetry, speeches, talk shows, etc. Here the style is most important. It is not enough only to convey
what is being said. How it is being said is just as important.
c. Literal Translation. This translation requires an output that reflects the grammatical
structure of the original language, as much as possible, so that students can see the
correspondence between the structures of the original and the translation. This is the type of
translation that I believe can be an effective pedagogical tool for the teaching of Japanese
grammar. Solid training in literal translation will prepare students for other types of translation
because it trains the students to understand the original accurately.
With the main types of translation classified, we are ready for a tentative statement of my
theory, which goes as follows:
Tentative Statement of My Theory
Literal translation is an effective pedagogical tool for the teaching of Japanese grammar.
Literal translation requires an output that reflects the grammatical structure of the
Japanese original, as much as possible, so that the correspondence is transparent between
the structure of the Japanese original and that of its English translation.
3. Basic Japanese Sentence Structures, the Subject/Topic Issue and the First-Word
Last-Word Principle
This theory is built on the fact that the Japanese language has a limited number of basic
sentence structures—only four to be exact. Templates of the four sentence structures are given
below, with example sentences.
(1) (
(1a)
(2)
(2a)
(3)
(3a)
(3b)
(3c)
(3d)
(4)
(4a)
(4b)
(4c)
(4d)

)

IDENTIFICATION or ID
ACTION or ACT
EXISTENCE/OWNERSHIP or EX/OWN

DESCRIPTION or DES

As the structure in (1) is used to identify things or people, I call it the structure of
IDENTIFICATION, abbreviated as ID above. Similarly, as the structure in (2) is used to express
a performable action, I call it the structure of ACTION, abbreviated as ACT. Following the same

logic, the structure in (3) is called EXISTENCE or OWNERSHIP, abbreviated as EX/OWN,
because it is used to express the existence of something or someone, or depending on the context
ownership, which ultimately also expresses existence; the structure in (4) is called
DESCRIPTION, abbreviated as DES, because it is used to describe the characteristics of
something or someone.
The four basic structures may appear in varied forms, such as negative, past tense and
past negative forms, which are not given here since these are generally introduced to the students
along with the basic structures in all textbooks. Some structures have variations unique to
Japanese. For example, unlike English, two different verbs are used in Japanese for the EX
structure: Depending on whether the subject is an inanimate thing versus an animal being, the
verb
versus
is used, as seen in (3a) and (3b). Also, depending on the context,
the structure of EXISTENCE can also express OWNERSHIP, as in (3c) and (3d). Similarly,
unlike English, Japanese has two types of adjective, i-adjectives and na-adjectives. The former
always has an i-sound in its dictionary form or when modifying a noun while the latter always
inserts a na-sound when modifying a following noun, as seen in (4a), (4c) and (4d).
The most important variations of the basic structures, however, are seen in the styles in
which they appear. There are two main styles: polite style and casual style, variously called
“long form” versus “short form” in some textbooks (Banno et al 2011: 190-191) and “polite form”
verious “plain form” in other textbooks (Hatasa Nakama 1b 2009: 19) . The former in each pair is
used when a social distance is deemed necessary between the speaker and the listener while the
latter is used between social peers or towards someone lower than oneself. There is no difference
in meaning between the styles other than the social distance between the speaker and the listener.
The four sentence structures given in (1) through (4) are in the polite style, each of which has a
corresponding casual style. Templates of the four sentence structures in the casual style, with
example sentences, are given below in (5) thorough (8).
(5) (
(a)
(6)
(6a)
(7)
(7a)
(7b)
(7c)
(7d)
(8)
(8a)
(8b)
(8c)
(8d)

)

The Subject/Topic Issue
Crucial to a correct understanding of the four structures is the subject/topic issue. The
subject/topic is often dropped in Japanese—some even go so far as to say that “Japanese is a

subject-less language” (
1995: 53; Zheng 2010: 95). In fact the issue is present right in the
templates of the four basic sentence structures given above. For example, the subject/topic is
explicit in two of the four structures—marked with
in EX in (3) and (7) on the one hand
and with
in DES in (4) and (8) on the other. In contrast, it is absent in ACT in (2) and (6)
but optional in ID in (1) and (5)—the reason why the templates in (1) and (5) have the topic
in parenthesis. A similar case is seen in OWN, as in (3c), (3d), (7c) and (7d), in which the
topic may be understood from the context, the reason why the topic marker
in all of the
four examples are put in parentheses.
Needless to say, absence of the subject/topic does not cause confusion for the Japanese,
because, as native speakers, they can compensate for the absence of subject/topic with the
context and/or grammatical cues such as auxiliary verbs (
1995: 51). However, absence of
the subject/topic presents difficulties for native speakers of English studying Japanese because
the subject is obligatory in English. It takes vigorous training before they learn the trick to
spontaneously add appropriate subject/topic when it is not explicit. This issue has tremendous
implications to my theory since literal translation is the single most important tool in my theory
to facilitate effective teaching of Japanese grammar. To deal with the subject/topic issue, I
propose a rule as part of my theory which I call the First-Word and the Last-Word Principle, as
stated below. This principle does not apply to extended predicate, such as
,
,
or
added to the end of a sentence. The reason is obvious: these can be
attached to any sentence and thus would hide the structure of the preceding sentence.
The First-Word and the Last-Word Principle
The two most important words in in a Japanese sentence are the subject/topic and the
predicate, the former is marked by or
and usually occurs as the first word of a
sentence while the latter is the last word of a sentence. As the last word, by definition, is
always one of the four defining predicates of the four basic sentence structures, one can
easily tell whether the sentence is an ID, ACT, EX/OWN or a DES thus understand the
main meaning of the sentence by connecting the first word and the last word. When the
subject/topic is dropped, efforts must be made to identify it from the context or
grammatical cues and add it accordingly when translating the Japanese into English. This
principle applies to each sentence whether it is a simple sentence or a clause within a
complex sentence. The only exception to this principle is a sentence containing an
extended predicate, in which case it applies only to the sentence preceding the extended
predicate.
Now, with the Subject/Topic Issue and the First-word and the Last Word Principle
discussed on top of the four basic sentence structures, it is necessary to revise the tentative
statement of my theory to make it more complete. A revised statement of my theory is as
follows.
Revised Statement of My Theory
Literal translation is an effective pedagogical tool for the teaching of Japanese grammar.
What gives literal translation its power is the fact that the Japanese language has only
four basic sentence structures called IDENTIFICATION, ACTION,

EXISTENCE/OWNERSHIP, and DESCRIPTION named after their respective
communicative functions. Literal translation requires an output that reflects the
grammatical structure of the Japanese original, as much as possible, so that the
correspondence is transparent between the structures of the Japanese original and its
English translation. The two most important words in a sentence in Japanese are the
subject/topic and the predicate which normally occur as the first word and the last word
of a sentence. (If a sentence contains an extended predicate, the last word is the predicate
before the extended predicate.) One can understand the main meaning of the whole
sentence by connecting the two words. If the subject/topic is not explicit, efforts must be
made to identify it and add it accordingly when translating the Japanese sentence into
English.
4.
What Is a “Literal Translation”?
Obviously, the key word of my theory is “literal translation.” In this section, I would like
to discuss what exactly is meant by “literal translation.” Many examples of translation will be
discussed below. All of the marked ones are from the homework of my own students. They are
marked with either a ? for being questionable but not completely wrong, or an X for being
completely mistaken. These examples are followed by my own translation to illustrate what a
literal translation should be.
(9)
/
(9a)? Go? / No. Not go.
(9b) Will you go? Yes, I will go.
The error in (9a) is sometimes seen with Japanese 101 students. The reason is obvious:
native speakers of English have trouble telling the difference between a word and a sentence
because in Japanese the subject/topic is often dropped. Because of this, the student failed to add
appropriate subject/topic in the translation. The problem is fixed in the translation in (9b).
The same mistake can happen to more advanced students, as we can see in (10).
(10)
(10a)? Report to sensei the news heard from the T.V.
(10b) I reported to my professor the news that I heard from the TV.
This example shows how the subject/topic issue can present a challenge to more advanced
students who can handles modifying clauses. It is easy to see that the reason for the errors in
(10a) is that the student could not add the subject/topic to the two verbs
and
.
But it is much more common for students to ignore the original structure and reassemble
words into English in a way that seem to make sense to them, as is the case of (11).
(11)
(11a)? I go to college.
(11b) I am a college student.
In (11), the original is a sentence of identification since the structure (
)
is
used. However, the translation in (11a) does not reflect the original structure. Instead, it presents

a sentence with a performable verb (go) as predicate, a verb that is not in the original. Moreover,
it fails to translate the word
(college student) as a single vocabulary item as in the
original but instead used the word “college” which corresponds to
in Japanese. In contrast,
(11b) is a literal rendition of the original structure and vocabulary used and thus meets the
requirement of my theory.
A similar problem occurs in (12).
(12)
(12a)? Mr. Tanaka is dancing.
(12b) Mr. Tanaka is the person who is dancing.
This example involves a complex sentence: while the main clause uses the structure of
identification (
)
, it contains a subclause
used to modify the noun . A
literal translation must respect both the structure of the main clause and that of the modifying
sentence, which has the structure of action. However, (12a) has ignored the structure of the main
clause, with a structure of identification, and connected the predicate in the subclause (
) with the topic of the main clause, resulting in a simple sentence with the structure of action.
In contrast, (12b) sticks to the structures of both the main clause and the subclause, thus satisfies
the requirement of my theory and is therefore a literal translation. One of the reasons for the
mistake in (12a) is undoubtedly the difficulty the student had with the missing subject of
in the modifying clause—another example of the challenges that the subject/topic issue
presents to native speakers of English studying Japanese.
Another case of the same nature is seen in (13).
(13)
(13a)? Professor Yamashita is kind.
(13b) Professor Yamashita is a kind person.
The structure of (13) is an ID since (
)
is used. But the translation in (13a)
turns it into a DES. In contrast, (13b) is a literal translation because it reflects the original
structure of the Japanese original.
A different and more subtle case is seen in (14).
(14)
(14a)? Who is Mr. Tanaka?
(14b) Which person is Tanaka?
(14c) Tanaka is which person?
In this example, the original has the (
)
structure and therefore it is a sentence
of identification. The translation in (14a) reflects the ID structure of the original but ignores the
topic marker
that goes with
. Instead, it uses a question word (who) which is not in
the original. Similarly, the question word
is not translated. Moreover, it violates a strict rule
in Japanese that says that if the subject is a question word, such as “who,” it must be marked
with particle . In other words, the translation in (14a) has failed to reflect the original in
several ways and thus a bad translation. A literal translation that keeps the original structure and

vocabulary is provided in (14b) while a mid-way translation that keeps the Japanese word order
is given in (14c), which I sometimes use to help students translate literally. It should be pointed
out that errors in (14a) is seen quite often. Moreover, it is often hard to prevent students from
making such errors because (14a) is similar in meaning to that of a literal translation in (14b).
The similarity in meaning between (14a) and (14b) makes it hard to even convince some students
that (14a) is bad as a classroom translation.
Now, let us look at a new case in (15).
(15)
/
(15a)? I went to the library and borrowed a book.
/ I went to the library and borrowed a book.
(15b)
I went to the library and borrowed a book.
/ I went to the library to borrow a book.
The example in (15) contains two sentences. They are so close in meaning that there are
always students who translate them in an identical way, as in (15a). However, the two sentences
are different structurally in Japanese. As explained in most textbooks, the first one expresses two
actions performed by the subject, not explicit here, one after another. In contrast, the second one
expresses the purpose of going to a place. The translations in (15b) are literal and reflect the
differences in the original.
In general, sentences involving modifying clauses cause more problems. The following is
an example.
(16)
(16a)? I want to try to read a book but there are many, and it is impossible to
choose.
(16b)x The book I want to read is difficult to choose, there are so many.
(16c) There are so many books that I want to read that I have difficulty in
choosing.
(16d) Because there are too many books that I want to read, I have trouble
choosing.
While both (16a) and (16b) have added the dropped subject for the action verb
,
neither has translated
as a modifying clause. That error leads to another error, namely
both (16a) and (16b) state that the person wants to read only a single book, which is a
misunderstanding of the original. In comparison, however, the errors in (16a) is less serious than
those in (16b) because the translation in (16b)—“the book…is difficulty to choose”—connects
with
when its predicate is really
, an EX, thus
dramatically altered the structures of the original, which has the two sentences connected by
. Because of the multiple violations of the principles of literal translation, (16b) is marked
with an X. On top of all those, “the book is difficult to choose” makes no sense even in English
because a single book does not need choosing. Two alternative literal translation are provided in
(16c) and (16d) and both reflect the original structure and vocabulary.
Ironically, failure to translate literally can make a sentence much harder than it really is to
the students, as is the case with (17).

(17)
(17a)x Hokkaido is across the sea from Russia and Korea to exit overseas by boat.
(17b)x To cross the sea from Hokkaido, I’m leaving by a boat, goes overseas to places
such as Russia and Korea.
(17c) The boat that goes to foreign countries such as Russia or Korea by crossing the
sea from Hokkaido is leaving (the port).
(17d) The boat is leaving (the port) that goes to foreign countries such as Russia or
Korea by crossing the sea from Hokkaido.
The example in (17) is again a complex sentence involving a modifying clause. The main
clause
is very short and easy to understand since its subject, marked by , is
given. As is seen in (17a) and (17b), however, more than one students had trouble sorting out the
rest of the sentence which is really a modifying clause with its subject dropped, or understood to
be exact. Both (17a) and (17b) are marked by an X because they both have serious mistakes. The
former treats
as the subject and fails to reflect the simple main clause
as
a sentence of ACT, as seen in its rendition of “to exit overseas by boat.” The latter mistakenly
adds “I” as the subject to the main clause
when there is a clearly marked subject
already (
). Because of that misunderstanding, the student fails to add the appropriate
subject/topic to the verb in the modifying clause
thus demonstrating the extent of the
confusion caused by the subject/topic issue and the modifying sentences. The two translations in
(17c) and (17d) provide two alternative literal translations.
Hopefully the question “what is a ‘literal translation’” has been answered adequately with
the examples above.
5. Advantage 1 of Literal Translation: Making Japanese Grammar Easier to the
Students
As a pedagogical tool, literal translation has several major advantages. First, if
implemented in the classroom, particularly at the beginning level, it will make Japanese grammar
much easier to the students. This point is supported by the mistakes made by students who didn’t
translate literally, as seen in (11), (12) and (14), reproduced below.
(11)
(11a)? I go to college.
(12)
(12a)? Mr. Tanaka is dancing.
(14)
(14a)? Who is Mr. Tanaka?
As analyzed above, all mistakes above involve a change of the original structures. In
terms of my theory, a change of the original structures means that the students have ignored the
structure of the Japanese original and reassembled the meaning of Japanese words in a way that
makes sense to them in English. In other words, these translations are the result of guessing,
rather than justified by the Japanese grammar of the sentence. On the surface, the translations in
(11)-(14) seem to be close enough to that of the original in meaning, but that is only because

these sentences are short. With longer and more complicated sentences, the errors created by
guessing can be very serious. The example in (18) is a case in point. The sentence is taken from
Chapter 2 of Tobira, a textbook we use for students who have completed training in basic
Japanese grammar. The sentence is used in the chapter to explain how contracted forms in
English, such as “I wanna go” and “Ask’im,” can be challenging to foreigners who do not speak
English until these foreigners get used to such forms—in the same way contracted forms in
Japanese such as “
,” ”
,” ”
”are challenging to foreigners
who do not speak Japanese (Oka et al 2009: 30).
(18)
(18a)X This way of speaking is difficult until you get used to foreigners who can’t speak
English.
(18b) This way of speaking is difficult to foreigners who do not speak English—until
they get used to it.
The mistake here is caused by the failure to identify the correct subject/topic for the verb
whose subject is understood from context and thus absent from the original text. The
subject should be
, rather than a vague word “you,” as translated in
(18a). The insertion of the word “you” as the subject for the verb
clearly involves
guessing. The error is so serious that “until you get used to foreigners who can’t speak English”
makes no sense at all in the context—How can “get[ting] used to foreigners who can’t speak
English” help one understand contracted forms in English? A literal translation is given in (18b)
which matches the context perfectly.
The lesson we learn from the above mistakes is this: When translating literally, we are
dealing with only four sentence structures thus making Japanese grammar rather easy to learn.
When failing to translate literally, however, we are dealing with an unpredictable number of
sentence structures because students would, in departing from the original structure, resemble
words according to what makes sense to them in English. In doing so, they not only make
Japanese much more difficult to learn—in increasing Japanese sentence structures from four to
an unpredictable number, but at the same time, they also resort to guessing, which is always a
taboo in translation. Needless to say, the Subject/Topic Issue and the First-word and Last-word
Principle must always be kept in mind while implementing the theory of literal translation, as the
error in (18a) testifies.
6. Advantage 2 of Literal Translation: Making Japanese Conjugation Less
Intimidating
Another advantage of literal translation is that it makes Japanese conjugation less
intimidating to students.
It was stated above that my theory rests on the fact that there are only four basic sentence
structures in Japanese. One can dig deeper by asking why four, no more and no less. The answer
is conjugation. As we know, Japanese is a highly conjugational language and its elaborate
conjugation patterns are intimidating to students, particularly those at the beginning level. If
literal translation is implemented from the beginning, however, the stress students feel from
Japanese conjugation can be dramatically reduced. This is because Japanese conjugation falls
into exactly four categories, no more and no less, corresponding to the predicates of the four
sentence structures. Reproduced below are the four sentence structures as listed above in (1)-(4).

(1) (
(2)
(3)
(4)

)

ID
ACT
EX/OWN
DES

The predicates of all the examples above conjugate but each does so in its own way. Crucially,
the predicates in (1)-(4) represent a complete list of all conjugation types in Japanese.2 One may
argue that there are other conjugation forms, such as potential, passive, causative, and causativepassive forms. But those conjugation forms apply only to performable action verbs in the
sentence structure of ACT. More importantly, even when a verb is conjugated into those forms, it
does not change the structure of the sentence, namely it remains an ACT. These conjugation
forms are merely different variations of the same sentence structure to be introduced to the
students in due time, in the same way predicates in (5)-(8) are the casual counterpart of the
predicates in (1)-(4) to be introduced in due time.
Similarly, even though the copular verb may appear as
,
,
,
or
, these are all different styles of the same copula verb and they are
all used only in the structure of ID. The same is true of the verbs
/
, the predicate verbs
for EX/OWN. Even though they may appear as
,
/
,
,
or
, they all play the same role as
/
, with only stylistic
differences. No matter which style is used, however, it does not change the fact the sentence is
still an EX/OWN with the structure in (3) or (7). To make the picture complete, there are several
more stylistic variations for the predicate of the structure of ACT on top
and
as
given in (2) and (6), namely the humble and honorific counterpart of the verb
. These are
,
,
and
.
In summary, Japanese conjugation falls into exactly four categories corresponding to the
predicates of the four sentence structures. If literal translation is implemented in class from the
beginning, the four sentence structures will always remain distinct from each other with their
distinctive conjugation patterns. When a new conjugation form, such as “short form” or “plain
form” or potential or passive, etc. is introduced, students will be able to view this new form
against the bigger picture of the four sentence structures without feeling they are dealing with a
completely new set of conjugation, disconnected from what they have already learned. It is true
that hard work is still needed to master new conjugations, but the knowledge of the four sentence
structures and their respective predicates will make the whole business of Japanese conjugation
much less intimidating. It gives students a sense of navigating in a charted territory rather than
probing in a dark and seemingly endless tunnel.
7. Advantage 3 of Literal Translation: Boosting Student Confidence
Perhaps the biggest advantage of literal translation is that it can boost student confidence.
If literal translation is implemented, students will realize early on that there are only four
sentence structures in Japanese. This knowledge will empower them and make them feel that
they can try anything since, after all, any Japanese sentence can be reduced to one of the four and
2

Actually, the conjugation of the te-form is also one of the hurtles for students. But that is a separate issue not to be
discussed in this paper.

that they will have studied all four of them by the time they finish the first-year Japanese
curriculum. With proper training in, and sufficient practice on, the Subject/Topic Issue and the
First-Word Last-Word Principle, even first-year students are ready to try materials outside
textbooks. To illustrate how literal translation can boost student confidence, I would like to share
a sample of the kind of work that my own 102 students did in class recently. It is a reading
comprehension and translation exercise, to be completed during the last 10 minutes of the class.
The article for the exercise was taken from an NHK website NEWS WEB EASY
. Dated April 26, 2019, the four-paragraph article is about the latest success
of the exploration of the near-Earth asteroid Ryugu, a mission operated by JAXA, the Japanese
Space Agency. The title of the article is “
.”3 The following is the instruction of the exercise and a sample student translation
of (19) and (20), the first two of the four paragraphs of the article.
Sample Reading Comprehension and Translation Exercise
Name______
Instructions: The following article is taken from the online news site
. Please read the article as fast as you can and do the following:
Step 1. Identify the structure of each of the sentences by marking it as
ID/ACT/EX/OWN or DRS, and then simplify each sentence by connecting its first
word and the last word, namely its subject/topic and predicate.
Step 2. If the subject/topic is not explicit, add the appropriate subject/topic, mark
it as (00000), and then translate the simplified sentence into English.
Step 3. With the preparations you have done in repeating Steps 1-2 with
individual sentences, translate the article in its entirety.
(19)

Step 1
Step 2
Step 1
Step 2
Step 3

…
ACT
Japan’s JAXA… in order to investigate star.
(00000) …
ACT
(Japan’s JAXA) … launched Hayabusa2.
In order to investigate a small star called
, which is in a place
300 million km away from Earth, Japan’s JAXA launched Hayabusa2
about 4 years ago.

(20)

Step1
Step 2
Step 1
Step 2
3

…
Hayabusa2 struck a
…
Hayabusa2 took a video.

ACT
… hard against the star.
ACT

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10011896471000/k10011896471000.html. Last accessed on May 3, 2019.

Step 3

Hayabusa2 struck a
hard against the star
on April
5. And later, on April 25, Hayabusa2 took a video from the height of 1700
meters of the place which it had struck hard.

As the article is written in simplified Japanese, the exercise as work by 102 students may
not seem that impressive. But several factors about this exercise make it significant. First, the
topics of the news are diverse and often far beyond that of the textbook. As such it serves as a
good measurement of the reading comprehension ability of the students. Second, an audio
version of the article is available for students to access the same article in a medium other than
printed text. Third, all kanji used in the article are marked with furigana which can be displayed
or hidden thus a good way to consolidate and expand student kanji knowledge. Finally, the news
on the website, along with the original video version for native Japanese viewers, is updated
frequently on affairs of Japan and the world. If used regularly, news from this site exposes
students to various topics, vocabulary and kanji beyond the textbook. Notice that the translation
in Step 2 of (20) keeps the noun phrase
untranslated. That is what I trained the class to
do: skip unfamiliar words to grasp the main meaning of the sentence. This is a reading exercise
in which grasping the main meaning of the sentence is far more important than that of individual
words. It is sufficient if you know it is a noun. You can always find its meaning later if it is
necessary because a cursor-over online Japanese-Japanese dictionary is available for many words
on the same page. Exercises like this give students a sense of achievement and a desire to
continue the activity, even the ambition to try other extracurricular materials. If 102 students visit
this site regularly to keep themselves informed of affairs of Japan and the world, it will give
them a real sense of achievement. But this sense of achievement and desire to try something else
is possible only if students have the confidence to try it in the first place. As argued above, literal
translation can be a powerful confidence booster because of the assuring knowledge it gives
students that there are only four sentence structures and any sentence can be reduced to one of
the four.
8. Conclusion
A theory has been proposed in this paper on literal translation as a pedagogical tool. As is
stated repeatedly above, the theory is built on the fact that there are only four basic sentence
structures in Japanese. All of the four sentence structures are introduced in the curriculum for
first-year Japanese in every program, regardless of textbooks. However, that fact is not made
clear to the students in any textbook that I know of because chapters of the textbooks are all
named in terms of their themes. For example, the first 5 chapters of Genji I are entitled “New
Friends,” “Shopping,” “Making a Date,” and “A Trip to Okinawa.” Similarly, Chapters 2-6 in
Nakama 1a have the following titles: “Greetings and Introductions,” “Daily Routines,”
“Japanese Cities,” “Japanese Homes,” and “Leisure Time.” Chapter titles such as “New Friends”
and “Greetings and Introductions” suggest that authors of the two textbooks intend to use these
themes to introduce the sentence structure IDENTIFICATION. Similarly themes such as
“Making a Date” and “Daily Routines” are used to introduce the sentence structure ACTION,
and so on. But if it is not explicitly stated that there are only four structures and they are all
introduced in the first few chapters of the textbook, it is not likely that most students will get the
point or understand its significance. It is not unusual for students with a few years of Japanese in
high school to restart from first-year Japanese in college. To these students, “Japanese grammar

is an endless tunnel.” If my theory is implemented, the fact about Japanese sentence structures
will be brought home to all beginning students. That, I think, is the significance of my theory.
As a newly proposed theory, it is an on-going project. Some issues remain to be dealt
with, including the issue of extended predicates and longer and more complicated sentences. But
the above summarizes the most important points of the theory as I have conceptualized and
practiced in my own classes. Judging from feedback from the students who moved on to higher
level classes or graduated, literal translation as a pedagogical tool has greatly enhanced student
learning outcome.
Scholars of reading pedagogy make a distinction between two types of reading skills,
bottom-up and town-down. The former refers to the skills to process local information such as
specific vocabulary, kanji, and grammar in reading; the latter the global skills such as posing
hypothesis on the text being read, extracting information from the format of the text such as
newspaper articles versus greeting cards, or making justified guesses at an unknown word or a
grammatical structure from the available information (Hara 2003: 76-77). If I am allowed to
apply the terms “bottom-up” and “top-down” as an analogy to the pedagogy of Japanese
grammar, we can say that widely used textbooks such as Genki and Nakama teach Japanese
grammar in a bottom-up approach because they introduce Japanese grammar one item at a time
without a global perspective. In contrast, my theory advocates a top-down approach to the
teaching of Japanese grammar because it views Japanese sentence structures globally, as seen in
its statement that Japanese has only four sentence structures and all conjugations are merely
variations of the predicates in (1)-(4). This global approach, which can be implemented
regardless of what textbook is adopted in a program, can make the teaching of Japanese grammar
more effective.
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ポスト・マルチリンガリズムに基づいたインクルーシブなことばの教育とは
INCLUSIVE LANGUAGE EDUCATION IN THE POST-MULTILINGUALISM ERA

尾辻恵美
Emi Otsuji
シドニー⼯科⼤学
University of Technology, Sydney

『「⾔語」というイデオロギー的な概念が社会の不平等を⽣みがちだ
と気づくことが⾮常に⼤切である』
Blommaert (2019: 28)

１.「⾔語」のヒエラルキー
2019 年 4 ⽉から「外国⼈」労働者の受け⼊れを拡⼤した⽇本政府の新制度の導⼊
に伴い、多⽂化共⽣というテーマをめぐっての議論が以前にも増して⽩熱化してい
る。「インクルーシブ」「ダイバーシティ・多様性」などというスローガンを⽇常
的に⽿にし、地域の⾃治体や教育機関などでもそれらの重要性が謳われている。
2019 年６⽉ 28 ⽇に、共⽣や多様性に対応することを表向きに打ち出す「⽇本語教
育の推進に関する法律（令和元年法律第 48 号）」が公布，施⾏された。この法律
の⽬的として「多様な⽂化を尊重した活⼒ある共⽣社会の実現・諸外国との交流の
促進並びに友好関係の維持発展に寄与」と掲げている。また、その実現のための前
提条件として「⽇本語教育の推進が、我が国に居住する外国⼈が⽇常⽣活及び社会
⽣活を国⺠と共に円滑に営むことができる環境の整備に資する」と述べている。要
するに、「外国⼈」が「⽇本語」を話せるようになれば共⽣が成り⽴つという論理
である。ここには、多⽂化共⽣はあっても、「多」⾔語共⽣という考えがない。つ
まり、ある「⾔語」を強要することによって、ほかの「⾔語」を消す、もしくは、
ヒエラルキーの下へとおいやってしまう危険性を孕んでいる。
このような社会、世界の現状をもとに、本稿においては、「ある特定の⾔語を教
えることがソーシャル・インクルージョン（社会的包摂）に結びつくのか」という
問いを投げかけ、さらには「⽇本語」能⼒を⾝につけることを、社会的包摂への万
能薬として処⽅しがちな⽇本語教育や、多様性を謳っているにもかかわらず、「⾔
語」教育の裏に潜んでいる、排他的なモノリンガル・イデオロギーへ警鐘を鳴らし
たいと考える。特に、シンポジウムの「インクルーシブなことばの教育をめざし
て：現代社会における多様性について考える」というテーマに取り組むにあたり、
「インクルーシブとはそもそも何か」、「インクルーシブとは誰がどこに包摂され
ることなのか？」、「インクルーシブと多様性は折り合いをつけられるか」などの
点をも掘り下げる。

２. どこに？だれが？：社会的包摂をもっと広義に、包摂的に⾒る
「社会的包摂」、「ソーシャル・インクルージョン」という話題は⽇本でも最近よ
く⽿にするが、⽇本の外でも、応⽤⾔語学、社会⾔語学の研究で、よくとりあげら
れている。特に社会⾔語学者の Piller の研究は有名で、彼⼥は⾔語と社会的包摂の
関係をジェンダー、⼈種、階級などの関係から⾒ている。Piller は 2011 年に
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism というジャーナルでも
Takahashi と共に Linguistic Diversity of Social Inclusion（「社会的包摂における⾔
語的多様性」筆者訳）というテーマで特別号を出している。Piller によると、社会
的包摂は⼀般的に、経済的・社会的参加から排除されている⼈やコミュニティを対
象とし、雇⽤を通して経済的なウェルビーイングを推進させることを指している
が、他にも、健康、教育など⼈間の発展の指標などをも含み、広義のコミュニティ
への参加や帰属感の促進なども含むと定義している(Piller 2012, Piller & Takahashi
2011)。また、社会的包摂のコインの裏側に該当する社会的排除については、モノ
リンガル的なバイアスや⾔語の同化主義的な考え⽅がその根底にあり、「会社など
の組織・機関のモノリンガル的なバイアスが、⾔語的に多様な⼈々を排除する⼀番
⼤きな要素となっている」 (Piller 2012)と述べている。
しかし、マルチリンガリズムが社会的排除の問題の解決策かというと、⼀概にそ
うとも⾔い切れないのも現状である。Blommaert （2019）は共通⾔語がないと⼈
は意志の疎通ができないから、マルチリンガリズムは社会統合の妨げになるという
考えに警鐘を鳴らしている。また、マルチリンガリズムの根底にもモノリンガルの
バイアスが流れているケースが多々ある。たとえば、「私は、⽇本語と中国語と英
語が話せる」とか、「３ヶ国語話せる」というときに、「⾔語」1が数えられると
いう、加算的なモノリンガル的理解に基づいているからである。そのようなバラン
ス・バイリンガルの（複数の⾔語の能⼒に⻑け、並列的にバランスよく存在してい
る）⼈は雇⽤につながりやすいが、そうでない「中途半端」な能⼒であれば商品価
値がないと⾒なされるところには、モノリンガル・イデオロギーに則ったバイ・マ
ルチリンガルスキルの商品化という現象が起こりがちである(Budach, Roy & Heller
2003; Heller 2003)。そのような中で、Pennycook & Otsuji (2011)は⾔語が数えら
れるという考え⾃体が加算的なモノリンガリズムを推奨し、ある種の社会排除を導
くと危惧を表明している。また、どの⾔語が商品価値のある⾔語（英語、フランス
語、など）と組み合わされているかというのも価値判断や⾔語のヒエラルキーに関
係する。
しかし、商品価値のある⾔語を話せること、またそのような⾔語を複数話せるこ
とが経済的な社会的包摂へと必ず導くのであろうか。下の会話は、オーストラリア
のある都市にある市場の⾓で⽇々とうもろこしの⽪をむいている中国系の労働者に
彼らの⾔語レパートリーを聞いたときのものである。

1

この論文では「言語」とは「フランス語」「ベトナム語」などというように、国民国家に結びつい
た固定的で分別的な言語理解に基づいて使われる。その一方、「ことば」そのような近代主義的な
言語理解に囚われない創造的な言語使用を指す。

会話 1 (R: リサーチアシスタント, C: とうもろこしの⽪をむく⼈)
広東語 (⽇本語訳)
1. C: 我呀? 我⼜福建話, ⼜印尼話, ⼜客家話.(私? 私は福建語、インドネシア
語、そして客家語)
2. R: 咁勁! (わーすごい!)
3. C: 乜都有, 撈埋⼀⿑. (ありとあらゆる⾔語が混ざっているよ)
その後もインタビューを続けると、C は英語、広東語、福建語、インドネシア語、
客家語、中国語（マンダリン）が話せるとわかった。しかし、これだけの「⾔語」
が話せ、しかもし⽪⾁にも商品価値の⾼いと⾒なされる英語も中国語もかなり流暢
に話せるのにもかかわらず、彼の多⾔語能⼒は認められず、とうもろこしをむくと
いう市場の中でも地位の低い仕事についている。つまり、⾔語の商品価値は、独⽴
したものではなく、資格、経験、階級、⼈種などが複雑に絡み合っており、「英語
能⼒が限られているから雇⽤機会が少ないと⾔われる⼀⽅、能⼒が上がったからと
いって、すぐに⾃分の資格と経験に⾒合った仕事が⾒つかるというわけでもない。
アクセントや⺠族、社会的ネットワークなども関係してくる（筆者訳）」 (Piller
2012: 288)と⾔える。Lorente & Tupas (2014)もまた、マルチリンガル能⼒賞賛
に、誰が包摂され、また排除されているのかという点に注⽬している。
しかし、ここまで、経済的な要素からの社会的包摂のモデルを⾒てきたが、果た
してそれだけで説明できるのであろうか。例えば、このとうもろこしの⽪をむいて
いる労働者たちは本当に社会から排除されていると⾔えるのだろうか。だれが、ど
こに⼊ることが「社会的包摂」といえるのだろうか。⼀般的に、経済的な社会的包
摂だけで考えた際、「包摂されると有利である『メインストリーム』や『社会』と
いうものが存在するという前提があるが、しかし経済的な側⾯よりもっと広義に社
会的包摂を考えた場合、どこに包摂されているのか？」と Otsuji & Pennycook
(2011)も疑問を投げかけている。とうもろこしをむく労働者たちにはオーストラリ
アの街でそれぞれに友達や仕事のネットワークがあり、それなりの⽣活をしてい
る。経済的には決して裕福ではないかもしれないが、経済的な⾯だけをみて、社会
に包摂されていないと⾔えるのか。また、他の例で、オーストラリアに住んでいる
ボスニア系の建築業に携わっている労働者も、英語は決して流暢ではなくても、郊
外に⼤きな家を持ち、⼦供３⼈を⼤学に⼊れている。そして、⽣活に必要なネット
ワークを築き⽇常⽣活を特に⽀障なく営んでいる。つまり、⾔語と社会的包摂とは
⼀概にひとくくりにして説明のできるものではないと⾔えよう。
そのような中で、Clyne (2008)は「社会的包摂の経済的な側⾯から⽬を離さない
限り、社会的排除がさらに進む。（筆者訳）」、「マルチリンガル資源の価値やイ
ンターカルチュラル・コミュニケーションの草の根の経験は、地域社会に特別な役
割を与える可能性を秘めているのにもかかわらず、ないがしろにされている（筆者
訳）」などと提唱している。また、Blommaert et al. (2017)も、社会⾔語学的な視
点から新しい社会統合のモデルを提唱している。従来のモデルは、移⺠の⼈がホス
ト社会の⼀部になる必要があるという Complete Integration（完全な統合）という

考えのもとで統合や社会的包摂ということばがよく使われており、それらは、メイ
ンストリームの社会に直線的に完全に包摂されるようなモデル（図１）が想定され
ている。しかし、完全な社会的包摂とはありえない、と彼らは⾔う。確かに、移⺠
でなくてもメインストリームに完全に包摂されるという考え⽅⾃体に無理があろ
う。例えば、⽇本で⽣まれ育った⽇本語話者で、仮にいい仕事についているとして
も、複数の属性をもっている⼈間の何をもって「完全」といえるのだろうか。
Blommaert et al. (2017)も同様に、ベルギーのゲントに留学しているカメルーン出
⾝の学⽣や、様々な国に移動して育ったタジキスタン出⾝の学⽣の⽇常⽣活を探る
ことによって、⼈々は⾊々な⽅法や⼿段で⾊々な⼈やグループと「今ここ」でつな
がっているだけではなく、いかに空間を超えて⾊々な⼈やグループとつながってい
るかという例を挙げ、社会的統合（包摂）について新しい視点を提供している。例
えば、カメルーン出⾝の学⽣は、フェースツーフェースは当然のこととして、その
他に携帯電話やコンピュータで Skype、Facebook、BeBEEP、Yahoo Messenger、
様々な VOIP のシステム、WhatsApp などの⽅法を相⼿や状況に合わせて使いこな
している。さらに勉強、コミュニティ、宗教、家族,仕事などの状況によって、英
語、カメルーンのピジン、Fulbe という⻄アフリカの⺠族のことば、フラマン語な
どを使って、地元のゲント、そしてカメルーン、さらにはバーチャルな世界などと
繋がりながら⽇常⽣活を営んでいるそうだ。そこではメインストリームをどこに設
定するのか、また誰の視点からのメインストリームなのか、などという疑問が⽣ま
れる。彼らの研究からも、ネットワークを横に広げたり、縦に深めたりながら、⾃
分の⽣活を紡いでいくのが、包摂または統合と⾔えることが分かる。つまり⼀⽅的
な⽮印だけではなく、複数の⼈、機関、場所、コミュニティ、時空間がもっと⼊り
混じったところに「包摂性」が存在すると⾒なすならば、社会的包摂をもっと広義
に捉える必要があると⾔えよう。もしくはただ新しい⾒⽅というだけではなく、
「包摂」という概念そのものを批判的に再考する必要もあるかもしれない。

（図１）Blommaert et al. (2017)

３. ２つの⾔語イデオロギーの転回
外国⼈受け⼊れ拡⼤へ向け、改正⼊管法が 2019 年 4 ⽉ 1 ⽇施⾏されたその６⽇後
の 4 ⽉ 7 ⽇付の朝⽇新聞（東京版朝刊）のオピニオン欄で「インクルーシブ教育」

という記事が出ていた。まず、⽬に⾶び込んできたのは、「いろんな⼦みんな⼀
緒」というサブタイトルだった。その記事は、違う能⼒や背景を持った⼦供が⼀緒
に同じ教室で勉強することを⽬的とする「インクルーシブ教育」に関して、数名の
⼈が賛否両論的な意⾒を表明しているものであったが、その中には、⼈の多様性を
尊重しながら、「⼀緒に」「共に」学ぶことを擁護するものや、「⼀緒」であるこ
とが必ずしも⼤切であるのではなく、それぞれの⼈のニーズにあった、教育環境を
提供することの⼤切さを訴える意⾒もあった。記事を読み進めながら、「⼀緒」が
⽬指す内容が、⽇本語だけを使って⼀緒に⾏動することが前提で、マジョリティの
規範をベースとする排他的なイデオロギーに基づいていたら、それは決して「イン
クルーシブ」なものではないのではないか、インクルーシブな教育がどこまで多様
性を育めるのか、という疑問も湧いた。
また、前節の最後に「包摂的に包摂を考える」ことを提唱したが、それはいわゆ
るインクルーシブという考え⽅や、「包摂」ということばに潜んでいる、ある枠で
囲まれたところに何かを包み込んで「⼀緒」にするという単⼀なものに向かう排他
的な⼒、モノリンガリズム的なイデオロギーに則った社会的包摂の考えからの脱却
を⽰唆している。すなわち包摂やインクルージョンという概念⾃体をも批判的に再
考する必要があるという意味である。そのためには、社会の根底にあるイデオロギ
ー、⾔語イデオロギーをもクリティカルに⾒直し、モノリンガリズム、加算的なマ
ルチリンガリズムからの脱却に基づいた２つの⾔語イデオロギー転回（１．ポス
ト・マルチリンガル転回／２．セミオティック転回）が必要であると本稿では提唱
する。さらには、２つの⾔語イデオロギーの転回という視点から「インクルーシブ
な」ことばの教育とは何かという議論を展開する。

3.1 第１のイデオロギーの転回： ポスト・マルチリンガリズムの転回
第１のイデオロギーの転回とは、モノリンガリズムに基づいた加算的な「マルチリ
ンガリズム」理解からの脱却である。この転回は昨今のポスト・マルチリンガリズ
ムの動きの⼀つであり、「トランスランゲージング」「ポリリンガリズム」「メト
ロリンガリズム」「ヘトログロッシア」などがそれらの例である。これらの動きに
共通している点は、分別的で固定的な⾔語に基づいた多⾔語主義から脱却し、⾔語
資源や⾔語レパートリーという単位で流動的でかつ創造的な多様性を⾔語使⽤に⾒
いだしている点である。昨今ことばの教育で特に取り上げられているのが、「トラ
ンスランゲージング」 (García & Li Wei 2014)であるが、その定義も「バイリンガ
ルの⼈たちの⾔語⾏動を、伝統的考えに基いた独⽴した⼆つの⾔語システムによる
ものだと捉えず、もともと社会的に⼆つの⾔語に属し、構築されたとみなされてい
た⾔語の特徴から成り⽴つ⼀つの⾔語のレパートリーであるとみなすバイリンガリ
ズムやバイリンガル教育のアプローチ（筆者訳）」(2)としている。つまり、近代
主義的な国家、⺠族、⾔語を１対１に呼応させて、⾔語を「英語」「中国語」「⽇
本語」という形で分別的、固定的なものと捉えるのではなく、多様性や流動性を認
めた⾔語観に基づいて、「ことば」を⾔語資源、⾔語レパートリーとして捉えるの
が第⼀の⾔語イデオロギー転回であると筆者は提唱したい。

3.2 第2のイデオロギーの転回：セミオティック転回
「草の根のマルチリンガリズム（Multilingualism from below）」、「⽇常的なマル
チリンガリズム（Everyday Multilingualism）」の視点から街の多⾔語使⽤に焦点を
当てた研究であるメトロリンガリズムも「ことば」は数えられるものでもなけれ
ば、先験的・固定的に存在するものではなく、ローカルな相互使⽤によって⽣まれ
るものだと理解している。また街とことばの関係を探るにあたり、「ことば」の理
解も、いわゆる話し⾔葉、書き⾔葉などの⼀般的に理解されていることばの理解よ
り、より広義にとらえ、意味⽣成に関わるマルチモダル、マルチセンソリー、マル
チリンガルなど様々なセミオティック資源が複雑に統合されたものとして捉える。
つまり、⾊、話し⾔葉、書き⾔葉、ジェスチャー、匂い、⾳楽など、意味を作る⼿
段に関わる資源や、それらが組み合わされたものをもことばとみなしている。バン
グラデシュ系の雑貨店やキッチンなどでかわされている会話を例に挙げると、⾔語
的だけではなく、物質的（商品、店やレストランのレイアウト）、感覚的（⾊、匂
い、商品を取り扱う⾳、店に流れる⾳楽）、体（ジェスチャー、服装、視線）など
をも意味を作りうる資源としてことばの⼀部と⾒なしている。実はこのように、広
義にことばを捉える姿勢はトランスランゲージングも同じで、Garcia (2019:16)も
「ことば」は「ジェスチャー、服、⾝体そのものなど、他のセミオティックのサイ
ンなどによっても構成されている（筆者訳）」と述べている。このようにことばを
「⾔語」間だけではなく、さまざまな意味を作りうるセミオティックモードの境界
をも超えて理解するのが、第２の⾔語イデオロギーの転回である。このような⾔語
イデオロギー観の転回はことばの教育に深く関わっていると同時に、ことばと社会
的包摂の関係をどう捉えるかにも影響を及ぼす。
４．ことばの教育（⾔語教育イデオロギー）への⽰唆
それでは、そのような転回において、⾔語能⼒はどのように理解されるだろうか？
今までも社会の変遷に伴った⾔語教育の発展の中で、コミュニケーション能⼒、 社
会⾔語能⼒など、 様々な能⼒の必要性が提唱されてきた。グローバリゼーションが
進む中、⽇本語は⽇本⼈の所有物でもなければ、⽇本と⾔う「領⼟」にだけ根付い
ているものでもない。⽇本政府の外国⼈労働者の受け⼊れの拡⼤に伴って⽇本でも
ますます多⾔語共⽣が進むであろうし、また、⼈やことばの移動によって海外での
多⾔語共⽣にも「⽇本語」は関与している。そのような中で「⽇本語」というよう
に、特定な⾔語のシステムにのみに⽬を据えた⾔語教育が、より包摂的な社会を培
う磁場を作り得るのか疑問である。Kramsch & Whiteside (2008) は、「⾊々な⾔語
コードやそれらのコードと関連する時空間をうまく操る先鋭な能⼒」(664)として
「象徴的能⼒ symbolic competence」を提唱し、対象⾔語のみを⽬的化した視点か
らの逸脱を促している。Canagarajah (2013)もことばの教育の⽬標として「実践的
能⼒ performative competence」を育成させること、つまり「単⼀の⾔語や⽅⾔を
学習対象とするのではなく、教師は学⽣がトランスナショナルな接触の場で 必要な
レパートリーを駆使することができるようになる準備をさせる」(191)ことを掲げ

ている。これらの視点は⾔語イデオロギーの第⼀の転回だけではなく、象徴能⼒な
どは特に第２の⾔語イデオロギーの転回に基づいた能⼒の育成の重要性を謳ってい
ると⾔えよう。トランスランゲージング・インスティンクトという名の下でLi Wei
(2016)は「私達は皆、⼈間としてのトランスランゲージをする本能があり、⾔語学
習や⾔語使⽤のために、利⽤可能な認知、センソリー（五感）、セミオティック、
様々な様式（モダル）な資源を駆使する(筆者訳)」と第２の⾔語イデオロギーの転
回にまつわる視点のことばの教育における有⽤性を⽰している。
海外国内に限らず、⽇本語教育の現状を⾒ると、モノリンガル・モノカルチャル
バイアスが強く、⽇本語を使って、メインストリームへのアシミレーションという
考え⽅が強いように思われる。海外でも、ポップカルチャーやソフト・パワーなど
の⾼揚に伴って⽇本語熱は上がってきているものの、（特に⾼等）教育の根底に
は、⽇本語を勉強すれば、⽇本で就職できるとか、留学できるといった⾔説がいま
だに(特に教育者側に)強い。「⽇本語」能⼒に⽬が据えがちな教育では、学⽣の豊
富な視野や資源をフルに活かし、批判性やエージェンシーを育てるようなことばの
教育がなされているか疑問もある。実際に学⽣は様々な⾔語、セミオティック資源
をつかって、⽇常⽣活を営み、⾔語学習をしているということを⾒逃しているので
はなかろうか。このような流れを踏まえると、ある⾔語を抜き出して教えるモノリ
ンガル思考に基づいた⾔語教育イデオロギー、ネイティブ神話から離れる必要があ
ると⾔えよう。
そしてそれらのイデオロギーや神話から離れることによって、今回のプリンスト
ンのフォーラムのテーマである「インクルーシブ」2なことばの教育へと向かうこ
とができるのではないだろうか。となれば、このような提唱は、ある⾔語を教える
ことが⽬的である「⾔語教育」とどのように折り合いをつけていけばいくべきだろ
うか。
5. 資源豊かな学⽣：Translingual advantage（トランスリンガルの持つ強み）
Otsuji & Pennycook（2018:73）は「Translingual advantage（トランスリンガルの
持つ強み）」というタイトルで、トランスリンガルである学⽣たちが⽇常⽣活にお
いて、どのようにセミオティック資源、⽇常のタスク、そして社会的スペースを絡
み合わせながら『草の根のマルチリンガリズム』、もしくはメトロリンガリズム的
な活動を⾏っているかに焦点を当て、特に、学習のプロセスにおいて、いかに多様
なセミオティック資源が統合しているか、その役割についての研究をした。その中
で、ことばを学んでいる学⽣は⽇常の⽣活においてありとあらゆる資源を駆使して
⽣活を営むだけではなく、ことばの学習にも様々な⾔語、マルチモダル、セミオテ
ィック資源を駆使していることが明らかになった。インドネシアから⽇本の⼤学に
留学している学⽣のリタは、“I can speak Indonesian and English and ⽇本語ちょっ
と” 、“I can understand ちょっと Korean and can speak ちょっとIndonesian dialect
2

もちろん前述したように「インクルーシブ」というようになにかを「含ませる」という表現自体に
も問題があり、「だれが」「どこに」という疑問点もあるが、それはこの論文ではスペース上割愛
する。

(ジャワ語)”と⾃分のことばのレパートリーについて「ちょっと」という表現を使っ
て⾔及し、シンガポールから⽇本の⼤学への留学⽣キャロラインは“my language
becomes peppered with Chinese and a touch of Hokkien”と⾃分のことばはいろいろ
な⾔語資源の胡椒をかけたものであるというように、まさしくトランスランゲージ
ング・インスティンクトが存在しているといえよう。
⾹港からオーストラリアに６歳のときに移⺠してきたケートも⼤学で⽇本語とデ
ザインを専攻していたが、両⽅で学んだ知識や能⼒、また彼⼥が持ち合わせている
資源や周りの環境をうまく統合して⽇本語のみならずデザインの学習を進めてい
た。⽇本語の⽂法の学習ノートは英語、⽇本語、そしてイラストなども交えたもの
であり、デザインの宿題においても、⽇本で旅⾏中に⾒た⼋百屋が⼀階にある建物
をモチーフにして、その建物に住む⼈たちの⼈間模様を主題とするアニメーション
を作ることにした。作成の過程の⻘写真で建物に住む⼈たちの⽣活を表すには
「very ⽣活感」「very穏やか」などという表現がイラストと共に紛れている（図
２）。イメージや種々の⾔語資源、紙上のスペースの使い⽅などをも含め、この建
物断⾯図には種々様々な（オンラインで調べた情報なども含め）セミオティック資
源が相まった、物質的な「もの・artefact」として存在する。それは様々な学習を
通した資源豊かなケートだからこそできることでもある。このような豊富な資源を
駆使した学びのプロセスをOtsuji & Pennycook (2018)はʻtranslingual advantageʼと
呼んでいる。そして、⾊々なセミオティック資源を統合して物事や⽇常の活動を達
成させるための能⼒を⾝につける⼿助けをするのも、ことばの教育のひとつではな
かろうか。彼⼥のアニメーションを作る課題は、⽇本語の資源がなかったらまた違
ったものになっていたはずである。⽇本語「だけ」、もしくは英語「だけ」でアニ
メーションを作っていたとしても、このような作品はできなかったに違いない。し
かし、彼⼥に⾊々な資源を統合する能⼒があり、様々な知識や資源を駆使したから
こそ、そこからまた新しい創造的な作品が⽣まれたのである。
（図２）

６． 社会改⾰にむけて：セミオティック資源の統合とエージェンシー
本稿の冒頭でBlommaert（2019)の引⽤を元に、固定的で近代的な「⾔語」イデオ
ロギーとそれに伴う⾔語のヒエラルキーが社会の不平等を⽣むことに気づくことが
⼤切であると議論を展開し、近代主義的な知⾒からの⾔語イデオロギーから脱却
し、２つの⾔語イデオロギーの転回と、それに伴うことばの教育への⽰唆を提唱し
た。Blommaert（2019) は、⼈々が「⾔語」を共有していなければコミュニケーシ
ョンができない、と信じていることより、マルチリンガリズムは社会統合の妨げと
なると考えがちであるが、その考えを覆すには、まずは⾃分の周りの⼈から気づい
てもらえるように繰り返し繰り返し説明することから始めないといけないだろうと
述べている。まさしく、ことばの教育にはそのような使命があるのではないだろう
か。資源やレパートリーという観点からことばの教育に携わることにより、排他的
になりがちなモノリンガル・イデオロギーに則った先験的な価値から脱却し、クラ
スでオウム返しのようにモデル会話を反芻させるのではなく、学⽣に新しい意味や
価値を作り出したり、解釈をするエージェントとしての可能性を⾒出すような主体
性を育て、さらには、ことばを広義に捉え、⾔語資源をはじめ、様々な意味⽣成に
まつわる資源を駆使することができる、セミオティック資源の豊かな⼈となること
がことばの教育の⽬的の⼤きなひとつであると提唱したい。
伝統的な第２⾔語習得は「⽋けている・⾜りない」という理解に基づいており、
理想の⾔語が存在し、「⽂法」「きれいな」⾔語を習得するために⾔語教育が⾏わ
れるとする。しかし、そのように「⾜りない」という引き算的な思考に波紋をなげ
かけ、⼈々は様々な⾔語・セミオティック資源を組み合わせて様々な社会的な⽬的
を果たす主体的な⾏為者（agentive actors)であると主張する研究も増えてきている
(García, Bartlett & Kleifgen 2009, Sunny Man Chu Lau 2019)。また、Lin (2018)も
トランスランゲージングは直接的に⼈種や階級の差別を解決することはできないと
しても、多様なセミオティック資源を個別的、⼆元的に捉えず、それらを連続的
で、常に拡⼤する複合的なものであると理解することによって、⼆元的（⺟語、⾮
⺟語話者など）かつ「⽋けている・⾜りない」という理解から脱却することができ
る。つまり、そこから序論でも述べた⾔語のヒエラルキーからの逸脱、経済的に基
づく「社会的包摂」論からの脱却がこころみられるのではないか。Canagarajah
(2018: 32)もトランスリンガル・プラクティスの「トランス」とは、トランスフォ
ーメーションを指す、と述べているが、２つの⾔語イデオロギーの転回に基づいた
⾔葉の教育、すなわち、そのような社会変⾰を起こす担い⼿となりうる学⽣を育
て、社会変⾰を起こすような場を構築できるような⾔葉の教育が「インクルーシ
ブ」なことばの教育だと提唱したい。
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ポスト・マルチリンガリズムに基づいたインクルーシブなことばの教育とは
INCLUSIVE LANGUAGE EDUCATION IN THE POST-MULTILINGUALISM ERA

尾辻恵美
Emi Otsuji
シドニー⼯科⼤学
University of Technology, Sydney

『「⾔語」というイデオロギー的な概念が社会の不平等を⽣みがちだ
と気づくことが⾮常に⼤切である』
Blommaert (2019: 28)

１.「⾔語」のヒエラルキー
2019 年 4 ⽉から「外国⼈」労働者の受け⼊れを拡⼤した⽇本政府の新制度の導⼊
に伴い、多⽂化共⽣というテーマをめぐっての議論が以前にも増して⽩熱化してい
る。「インクルーシブ」「ダイバーシティ・多様性」などというスローガンを⽇常
的に⽿にし、地域の⾃治体や教育機関などでもそれらの重要性が謳われている。
2019 年６⽉ 28 ⽇に、共⽣や多様性に対応することを表向きに打ち出す「⽇本語教
育の推進に関する法律（令和元年法律第 48 号）」が公布，施⾏された。この法律
の⽬的として「多様な⽂化を尊重した活⼒ある共⽣社会の実現・諸外国との交流の
促進並びに友好関係の維持発展に寄与」と掲げている。また、その実現のための前
提条件として「⽇本語教育の推進が、我が国に居住する外国⼈が⽇常⽣活及び社会
⽣活を国⺠と共に円滑に営むことができる環境の整備に資する」と述べている。要
するに、「外国⼈」が「⽇本語」を話せるようになれば共⽣が成り⽴つという論理
である。ここには、多⽂化共⽣はあっても、「多」⾔語共⽣という考えがない。つ
まり、ある「⾔語」を強要することによって、ほかの「⾔語」を消す、もしくは、
ヒエラルキーの下へとおいやってしまう危険性を孕んでいる。
このような社会、世界の現状をもとに、本稿においては、「ある特定の⾔語を教
えることがソーシャル・インクルージョン（社会的包摂）に結びつくのか」という
問いを投げかけ、さらには「⽇本語」能⼒を⾝につけることを、社会的包摂への万
能薬として処⽅しがちな⽇本語教育や、多様性を謳っているにもかかわらず、「⾔
語」教育の裏に潜んでいる、排他的なモノリンガル・イデオロギーへ警鐘を鳴らし
たいと考える。特に、シンポジウムの「インクルーシブなことばの教育をめざし
て：現代社会における多様性について考える」というテーマに取り組むにあたり、
「インクルーシブとはそもそも何か」、「インクルーシブとは誰がどこに包摂され
ることなのか？」、「インクルーシブと多様性は折り合いをつけられるか」などの
点をも掘り下げる。

２. どこに？だれが？：社会的包摂をもっと広義に、包摂的に⾒る
「社会的包摂」、「ソーシャル・インクルージョン」という話題は⽇本でも最近よ
く⽿にするが、⽇本の外でも、応⽤⾔語学、社会⾔語学の研究で、よくとりあげら
れている。特に社会⾔語学者の Piller の研究は有名で、彼⼥は⾔語と社会的包摂の
関係をジェンダー、⼈種、階級などの関係から⾒ている。Piller は 2011 年に
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism というジャーナルでも
Takahashi と共に Linguistic Diversity of Social Inclusion（「社会的包摂における⾔
語的多様性」筆者訳）というテーマで特別号を出している。Piller によると、社会
的包摂は⼀般的に、経済的・社会的参加から排除されている⼈やコミュニティを対
象とし、雇⽤を通して経済的なウェルビーイングを推進させることを指している
が、他にも、健康、教育など⼈間の発展の指標などをも含み、広義のコミュニティ
への参加や帰属感の促進なども含むと定義している(Piller 2012, Piller & Takahashi
2011)。また、社会的包摂のコインの裏側に該当する社会的排除については、モノ
リンガル的なバイアスや⾔語の同化主義的な考え⽅がその根底にあり、「会社など
の組織・機関のモノリンガル的なバイアスが、⾔語的に多様な⼈々を排除する⼀番
⼤きな要素となっている」 (Piller 2012)と述べている。
しかし、マルチリンガリズムが社会的排除の問題の解決策かというと、⼀概にそ
うとも⾔い切れないのも現状である。Blommaert （2019）は共通⾔語がないと⼈
は意志の疎通ができないから、マルチリンガリズムは社会統合の妨げになるという
考えに警鐘を鳴らしている。また、マルチリンガリズムの根底にもモノリンガルの
バイアスが流れているケースが多々ある。たとえば、「私は、⽇本語と中国語と英
語が話せる」とか、「３ヶ国語話せる」というときに、「⾔語」1が数えられると
いう、加算的なモノリンガル的理解に基づいているからである。そのようなバラン
ス・バイリンガルの（複数の⾔語の能⼒に⻑け、並列的にバランスよく存在してい
る）⼈は雇⽤につながりやすいが、そうでない「中途半端」な能⼒であれば商品価
値がないと⾒なされるところには、モノリンガル・イデオロギーに則ったバイ・マ
ルチリンガルスキルの商品化という現象が起こりがちである(Budach, Roy & Heller
2003; Heller 2003)。そのような中で、Pennycook & Otsuji (2011)は⾔語が数えら
れるという考え⾃体が加算的なモノリンガリズムを推奨し、ある種の社会排除を導
くと危惧を表明している。また、どの⾔語が商品価値のある⾔語（英語、フランス
語、など）と組み合わされているかというのも価値判断や⾔語のヒエラルキーに関
係する。
しかし、商品価値のある⾔語を話せること、またそのような⾔語を複数話せるこ
とが経済的な社会的包摂へと必ず導くのであろうか。下の会話は、オーストラリア
のある都市にある市場の⾓で⽇々とうもろこしの⽪をむいている中国系の労働者に
彼らの⾔語レパートリーを聞いたときのものである。

1

この論文では「言語」とは「フランス語」「ベトナム語」などというように、国民国家に結びつい
た固定的で分別的な言語理解に基づいて使われる。その一方、「ことば」そのような近代主義的な
言語理解に囚われない創造的な言語使用を指す。

会話 1 (R: リサーチアシスタント, C: とうもろこしの⽪をむく⼈)
広東語 (⽇本語訳)
1. C: 我呀? 我⼜福建話, ⼜印尼話, ⼜客家話.(私? 私は福建語、インドネシア
語、そして客家語)
2. R: 咁勁! (わーすごい!)
3. C: 乜都有, 撈埋⼀⿑. (ありとあらゆる⾔語が混ざっているよ)
その後もインタビューを続けると、C は英語、広東語、福建語、インドネシア語、
客家語、中国語（マンダリン）が話せるとわかった。しかし、これだけの「⾔語」
が話せ、しかもし⽪⾁にも商品価値の⾼いと⾒なされる英語も中国語もかなり流暢
に話せるのにもかかわらず、彼の多⾔語能⼒は認められず、とうもろこしをむくと
いう市場の中でも地位の低い仕事についている。つまり、⾔語の商品価値は、独⽴
したものではなく、資格、経験、階級、⼈種などが複雑に絡み合っており、「英語
能⼒が限られているから雇⽤機会が少ないと⾔われる⼀⽅、能⼒が上がったからと
いって、すぐに⾃分の資格と経験に⾒合った仕事が⾒つかるというわけでもない。
アクセントや⺠族、社会的ネットワークなども関係してくる（筆者訳）」 (Piller
2012: 288)と⾔える。Lorente & Tupas (2014)もまた、マルチリンガル能⼒賞賛
に、誰が包摂され、また排除されているのかという点に注⽬している。
しかし、ここまで、経済的な要素からの社会的包摂のモデルを⾒てきたが、果た
してそれだけで説明できるのであろうか。例えば、このとうもろこしの⽪をむいて
いる労働者たちは本当に社会から排除されていると⾔えるのだろうか。だれが、ど
こに⼊ることが「社会的包摂」といえるのだろうか。⼀般的に、経済的な社会的包
摂だけで考えた際、「包摂されると有利である『メインストリーム』や『社会』と
いうものが存在するという前提があるが、しかし経済的な側⾯よりもっと広義に社
会的包摂を考えた場合、どこに包摂されているのか？」と Otsuji & Pennycook
(2011)も疑問を投げかけている。とうもろこしをむく労働者たちにはオーストラリ
アの街でそれぞれに友達や仕事のネットワークがあり、それなりの⽣活をしてい
る。経済的には決して裕福ではないかもしれないが、経済的な⾯だけをみて、社会
に包摂されていないと⾔えるのか。また、他の例で、オーストラリアに住んでいる
ボスニア系の建築業に携わっている労働者も、英語は決して流暢ではなくても、郊
外に⼤きな家を持ち、⼦供３⼈を⼤学に⼊れている。そして、⽣活に必要なネット
ワークを築き⽇常⽣活を特に⽀障なく営んでいる。つまり、⾔語と社会的包摂とは
⼀概にひとくくりにして説明のできるものではないと⾔えよう。
そのような中で、Clyne (2008)は「社会的包摂の経済的な側⾯から⽬を離さない
限り、社会的排除がさらに進む。（筆者訳）」、「マルチリンガル資源の価値やイ
ンターカルチュラル・コミュニケーションの草の根の経験は、地域社会に特別な役
割を与える可能性を秘めているのにもかかわらず、ないがしろにされている（筆者
訳）」などと提唱している。また、Blommaert et al. (2017)も、社会⾔語学的な視
点から新しい社会統合のモデルを提唱している。従来のモデルは、移⺠の⼈がホス
ト社会の⼀部になる必要があるという Complete Integration（完全な統合）という

考えのもとで統合や社会的包摂ということばがよく使われており、それらは、メイ
ンストリームの社会に直線的に完全に包摂されるようなモデル（図１）が想定され
ている。しかし、完全な社会的包摂とはありえない、と彼らは⾔う。確かに、移⺠
でなくてもメインストリームに完全に包摂されるという考え⽅⾃体に無理があろ
う。例えば、⽇本で⽣まれ育った⽇本語話者で、仮にいい仕事についているとして
も、複数の属性をもっている⼈間の何をもって「完全」といえるのだろうか。
Blommaert et al. (2017)も同様に、ベルギーのゲントに留学しているカメルーン出
⾝の学⽣や、様々な国に移動して育ったタジキスタン出⾝の学⽣の⽇常⽣活を探る
ことによって、⼈々は⾊々な⽅法や⼿段で⾊々な⼈やグループと「今ここ」でつな
がっているだけではなく、いかに空間を超えて⾊々な⼈やグループとつながってい
るかという例を挙げ、社会的統合（包摂）について新しい視点を提供している。例
えば、カメルーン出⾝の学⽣は、フェースツーフェースは当然のこととして、その
他に携帯電話やコンピュータで Skype、Facebook、BeBEEP、Yahoo Messenger、
様々な VOIP のシステム、WhatsApp などの⽅法を相⼿や状況に合わせて使いこな
している。さらに勉強、コミュニティ、宗教、家族,仕事などの状況によって、英
語、カメルーンのピジン、Fulbe という⻄アフリカの⺠族のことば、フラマン語な
どを使って、地元のゲント、そしてカメルーン、さらにはバーチャルな世界などと
繋がりながら⽇常⽣活を営んでいるそうだ。そこではメインストリームをどこに設
定するのか、また誰の視点からのメインストリームなのか、などという疑問が⽣ま
れる。彼らの研究からも、ネットワークを横に広げたり、縦に深めたりながら、⾃
分の⽣活を紡いでいくのが、包摂または統合と⾔えることが分かる。つまり⼀⽅的
な⽮印だけではなく、複数の⼈、機関、場所、コミュニティ、時空間がもっと⼊り
混じったところに「包摂性」が存在すると⾒なすならば、社会的包摂をもっと広義
に捉える必要があると⾔えよう。もしくはただ新しい⾒⽅というだけではなく、
「包摂」という概念そのものを批判的に再考する必要もあるかもしれない。

（図１）Blommaert et al. (2017)

３. ２つの⾔語イデオロギーの転回
外国⼈受け⼊れ拡⼤へ向け、改正⼊管法が 2019 年 4 ⽉ 1 ⽇施⾏されたその６⽇後
の 4 ⽉ 7 ⽇付の朝⽇新聞（東京版朝刊）のオピニオン欄で「インクルーシブ教育」

という記事が出ていた。まず、⽬に⾶び込んできたのは、「いろんな⼦みんな⼀
緒」というサブタイトルだった。その記事は、違う能⼒や背景を持った⼦供が⼀緒
に同じ教室で勉強することを⽬的とする「インクルーシブ教育」に関して、数名の
⼈が賛否両論的な意⾒を表明しているものであったが、その中には、⼈の多様性を
尊重しながら、「⼀緒に」「共に」学ぶことを擁護するものや、「⼀緒」であるこ
とが必ずしも⼤切であるのではなく、それぞれの⼈のニーズにあった、教育環境を
提供することの⼤切さを訴える意⾒もあった。記事を読み進めながら、「⼀緒」が
⽬指す内容が、⽇本語だけを使って⼀緒に⾏動することが前提で、マジョリティの
規範をベースとする排他的なイデオロギーに基づいていたら、それは決して「イン
クルーシブ」なものではないのではないか、インクルーシブな教育がどこまで多様
性を育めるのか、という疑問も湧いた。
また、前節の最後に「包摂的に包摂を考える」ことを提唱したが、それはいわゆ
るインクルーシブという考え⽅や、「包摂」ということばに潜んでいる、ある枠で
囲まれたところに何かを包み込んで「⼀緒」にするという単⼀なものに向かう排他
的な⼒、モノリンガリズム的なイデオロギーに則った社会的包摂の考えからの脱却
を⽰唆している。すなわち包摂やインクルージョンという概念⾃体をも批判的に再
考する必要があるという意味である。そのためには、社会の根底にあるイデオロギ
ー、⾔語イデオロギーをもクリティカルに⾒直し、モノリンガリズム、加算的なマ
ルチリンガリズムからの脱却に基づいた２つの⾔語イデオロギー転回（１．ポス
ト・マルチリンガル転回／２．セミオティック転回）が必要であると本稿では提唱
する。さらには、２つの⾔語イデオロギーの転回という視点から「インクルーシブ
な」ことばの教育とは何かという議論を展開する。

3.1 第１のイデオロギーの転回： ポスト・マルチリンガリズムの転回
第１のイデオロギーの転回とは、モノリンガリズムに基づいた加算的な「マルチリ
ンガリズム」理解からの脱却である。この転回は昨今のポスト・マルチリンガリズ
ムの動きの⼀つであり、「トランスランゲージング」「ポリリンガリズム」「メト
ロリンガリズム」「ヘトログロッシア」などがそれらの例である。これらの動きに
共通している点は、分別的で固定的な⾔語に基づいた多⾔語主義から脱却し、⾔語
資源や⾔語レパートリーという単位で流動的でかつ創造的な多様性を⾔語使⽤に⾒
いだしている点である。昨今ことばの教育で特に取り上げられているのが、「トラ
ンスランゲージング」 (García & Li Wei 2014)であるが、その定義も「バイリンガ
ルの⼈たちの⾔語⾏動を、伝統的考えに基いた独⽴した⼆つの⾔語システムによる
ものだと捉えず、もともと社会的に⼆つの⾔語に属し、構築されたとみなされてい
た⾔語の特徴から成り⽴つ⼀つの⾔語のレパートリーであるとみなすバイリンガリ
ズムやバイリンガル教育のアプローチ（筆者訳）」(2)としている。つまり、近代
主義的な国家、⺠族、⾔語を１対１に呼応させて、⾔語を「英語」「中国語」「⽇
本語」という形で分別的、固定的なものと捉えるのではなく、多様性や流動性を認
めた⾔語観に基づいて、「ことば」を⾔語資源、⾔語レパートリーとして捉えるの
が第⼀の⾔語イデオロギー転回であると筆者は提唱したい。

3.2 第2のイデオロギーの転回：セミオティック転回
「草の根のマルチリンガリズム（Multilingualism from below）」、「⽇常的なマル
チリンガリズム（Everyday Multilingualism）」の視点から街の多⾔語使⽤に焦点を
当てた研究であるメトロリンガリズムも「ことば」は数えられるものでもなけれ
ば、先験的・固定的に存在するものではなく、ローカルな相互使⽤によって⽣まれ
るものだと理解している。また街とことばの関係を探るにあたり、「ことば」の理
解も、いわゆる話し⾔葉、書き⾔葉などの⼀般的に理解されていることばの理解よ
り、より広義にとらえ、意味⽣成に関わるマルチモダル、マルチセンソリー、マル
チリンガルなど様々なセミオティック資源が複雑に統合されたものとして捉える。
つまり、⾊、話し⾔葉、書き⾔葉、ジェスチャー、匂い、⾳楽など、意味を作る⼿
段に関わる資源や、それらが組み合わされたものをもことばとみなしている。バン
グラデシュ系の雑貨店やキッチンなどでかわされている会話を例に挙げると、⾔語
的だけではなく、物質的（商品、店やレストランのレイアウト）、感覚的（⾊、匂
い、商品を取り扱う⾳、店に流れる⾳楽）、体（ジェスチャー、服装、視線）など
をも意味を作りうる資源としてことばの⼀部と⾒なしている。実はこのように、広
義にことばを捉える姿勢はトランスランゲージングも同じで、Garcia (2019:16)も
「ことば」は「ジェスチャー、服、⾝体そのものなど、他のセミオティックのサイ
ンなどによっても構成されている（筆者訳）」と述べている。このようにことばを
「⾔語」間だけではなく、さまざまな意味を作りうるセミオティックモードの境界
をも超えて理解するのが、第２の⾔語イデオロギーの転回である。このような⾔語
イデオロギー観の転回はことばの教育に深く関わっていると同時に、ことばと社会
的包摂の関係をどう捉えるかにも影響を及ぼす。
４．ことばの教育（⾔語教育イデオロギー）への⽰唆
それでは、そのような転回において、⾔語能⼒はどのように理解されるだろうか？
今までも社会の変遷に伴った⾔語教育の発展の中で、コミュニケーション能⼒、 社
会⾔語能⼒など、 様々な能⼒の必要性が提唱されてきた。グローバリゼーションが
進む中、⽇本語は⽇本⼈の所有物でもなければ、⽇本と⾔う「領⼟」にだけ根付い
ているものでもない。⽇本政府の外国⼈労働者の受け⼊れの拡⼤に伴って⽇本でも
ますます多⾔語共⽣が進むであろうし、また、⼈やことばの移動によって海外での
多⾔語共⽣にも「⽇本語」は関与している。そのような中で「⽇本語」というよう
に、特定な⾔語のシステムにのみに⽬を据えた⾔語教育が、より包摂的な社会を培
う磁場を作り得るのか疑問である。Kramsch & Whiteside (2008) は、「⾊々な⾔語
コードやそれらのコードと関連する時空間をうまく操る先鋭な能⼒」(664)として
「象徴的能⼒ symbolic competence」を提唱し、対象⾔語のみを⽬的化した視点か
らの逸脱を促している。Canagarajah (2013)もことばの教育の⽬標として「実践的
能⼒ performative competence」を育成させること、つまり「単⼀の⾔語や⽅⾔を
学習対象とするのではなく、教師は学⽣がトランスナショナルな接触の場で 必要な
レパートリーを駆使することができるようになる準備をさせる」(191)ことを掲げ

ている。これらの視点は⾔語イデオロギーの第⼀の転回だけではなく、象徴能⼒な
どは特に第２の⾔語イデオロギーの転回に基づいた能⼒の育成の重要性を謳ってい
ると⾔えよう。トランスランゲージング・インスティンクトという名の下でLi Wei
(2016)は「私達は皆、⼈間としてのトランスランゲージをする本能があり、⾔語学
習や⾔語使⽤のために、利⽤可能な認知、センソリー（五感）、セミオティック、
様々な様式（モダル）な資源を駆使する(筆者訳)」と第２の⾔語イデオロギーの転
回にまつわる視点のことばの教育における有⽤性を⽰している。
海外国内に限らず、⽇本語教育の現状を⾒ると、モノリンガル・モノカルチャル
バイアスが強く、⽇本語を使って、メインストリームへのアシミレーションという
考え⽅が強いように思われる。海外でも、ポップカルチャーやソフト・パワーなど
の⾼揚に伴って⽇本語熱は上がってきているものの、（特に⾼等）教育の根底に
は、⽇本語を勉強すれば、⽇本で就職できるとか、留学できるといった⾔説がいま
だに(特に教育者側に)強い。「⽇本語」能⼒に⽬が据えがちな教育では、学⽣の豊
富な視野や資源をフルに活かし、批判性やエージェンシーを育てるようなことばの
教育がなされているか疑問もある。実際に学⽣は様々な⾔語、セミオティック資源
をつかって、⽇常⽣活を営み、⾔語学習をしているということを⾒逃しているので
はなかろうか。このような流れを踏まえると、ある⾔語を抜き出して教えるモノリ
ンガル思考に基づいた⾔語教育イデオロギー、ネイティブ神話から離れる必要があ
ると⾔えよう。
そしてそれらのイデオロギーや神話から離れることによって、今回のプリンスト
ンのフォーラムのテーマである「インクルーシブ」2なことばの教育へと向かうこ
とができるのではないだろうか。となれば、このような提唱は、ある⾔語を教える
ことが⽬的である「⾔語教育」とどのように折り合いをつけていけばいくべきだろ
うか。
5. 資源豊かな学⽣：Translingual advantage（トランスリンガルの持つ強み）
Otsuji & Pennycook（2018:73）は「Translingual advantage（トランスリンガルの
持つ強み）」というタイトルで、トランスリンガルである学⽣たちが⽇常⽣活にお
いて、どのようにセミオティック資源、⽇常のタスク、そして社会的スペースを絡
み合わせながら『草の根のマルチリンガリズム』、もしくはメトロリンガリズム的
な活動を⾏っているかに焦点を当て、特に、学習のプロセスにおいて、いかに多様
なセミオティック資源が統合しているか、その役割についての研究をした。その中
で、ことばを学んでいる学⽣は⽇常の⽣活においてありとあらゆる資源を駆使して
⽣活を営むだけではなく、ことばの学習にも様々な⾔語、マルチモダル、セミオテ
ィック資源を駆使していることが明らかになった。インドネシアから⽇本の⼤学に
留学している学⽣のリタは、“I can speak Indonesian and English and ⽇本語ちょっ
と” 、“I can understand ちょっと Korean and can speak ちょっとIndonesian dialect
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もちろん前述したように「インクルーシブ」というようになにかを「含ませる」という表現自体に
も問題があり、「だれが」「どこに」という疑問点もあるが、それはこの論文ではスペース上割愛
する。

(ジャワ語)”と⾃分のことばのレパートリーについて「ちょっと」という表現を使っ
て⾔及し、シンガポールから⽇本の⼤学への留学⽣キャロラインは“my language
becomes peppered with Chinese and a touch of Hokkien”と⾃分のことばはいろいろ
な⾔語資源の胡椒をかけたものであるというように、まさしくトランスランゲージ
ング・インスティンクトが存在しているといえよう。
⾹港からオーストラリアに６歳のときに移⺠してきたケートも⼤学で⽇本語とデ
ザインを専攻していたが、両⽅で学んだ知識や能⼒、また彼⼥が持ち合わせている
資源や周りの環境をうまく統合して⽇本語のみならずデザインの学習を進めてい
た。⽇本語の⽂法の学習ノートは英語、⽇本語、そしてイラストなども交えたもの
であり、デザインの宿題においても、⽇本で旅⾏中に⾒た⼋百屋が⼀階にある建物
をモチーフにして、その建物に住む⼈たちの⼈間模様を主題とするアニメーション
を作ることにした。作成の過程の⻘写真で建物に住む⼈たちの⽣活を表すには
「very ⽣活感」「very穏やか」などという表現がイラストと共に紛れている（図
２）。イメージや種々の⾔語資源、紙上のスペースの使い⽅などをも含め、この建
物断⾯図には種々様々な（オンラインで調べた情報なども含め）セミオティック資
源が相まった、物質的な「もの・artefact」として存在する。それは様々な学習を
通した資源豊かなケートだからこそできることでもある。このような豊富な資源を
駆使した学びのプロセスをOtsuji & Pennycook (2018)はʻtranslingual advantageʼと
呼んでいる。そして、⾊々なセミオティック資源を統合して物事や⽇常の活動を達
成させるための能⼒を⾝につける⼿助けをするのも、ことばの教育のひとつではな
かろうか。彼⼥のアニメーションを作る課題は、⽇本語の資源がなかったらまた違
ったものになっていたはずである。⽇本語「だけ」、もしくは英語「だけ」でアニ
メーションを作っていたとしても、このような作品はできなかったに違いない。し
かし、彼⼥に⾊々な資源を統合する能⼒があり、様々な知識や資源を駆使したから
こそ、そこからまた新しい創造的な作品が⽣まれたのである。
（図２）

６． 社会改⾰にむけて：セミオティック資源の統合とエージェンシー
本稿の冒頭でBlommaert（2019)の引⽤を元に、固定的で近代的な「⾔語」イデオ
ロギーとそれに伴う⾔語のヒエラルキーが社会の不平等を⽣むことに気づくことが
⼤切であると議論を展開し、近代主義的な知⾒からの⾔語イデオロギーから脱却
し、２つの⾔語イデオロギーの転回と、それに伴うことばの教育への⽰唆を提唱し
た。Blommaert（2019) は、⼈々が「⾔語」を共有していなければコミュニケーシ
ョンができない、と信じていることより、マルチリンガリズムは社会統合の妨げと
なると考えがちであるが、その考えを覆すには、まずは⾃分の周りの⼈から気づい
てもらえるように繰り返し繰り返し説明することから始めないといけないだろうと
述べている。まさしく、ことばの教育にはそのような使命があるのではないだろう
か。資源やレパートリーという観点からことばの教育に携わることにより、排他的
になりがちなモノリンガル・イデオロギーに則った先験的な価値から脱却し、クラ
スでオウム返しのようにモデル会話を反芻させるのではなく、学⽣に新しい意味や
価値を作り出したり、解釈をするエージェントとしての可能性を⾒出すような主体
性を育て、さらには、ことばを広義に捉え、⾔語資源をはじめ、様々な意味⽣成に
まつわる資源を駆使することができる、セミオティック資源の豊かな⼈となること
がことばの教育の⽬的の⼤きなひとつであると提唱したい。
伝統的な第２⾔語習得は「⽋けている・⾜りない」という理解に基づいており、
理想の⾔語が存在し、「⽂法」「きれいな」⾔語を習得するために⾔語教育が⾏わ
れるとする。しかし、そのように「⾜りない」という引き算的な思考に波紋をなげ
かけ、⼈々は様々な⾔語・セミオティック資源を組み合わせて様々な社会的な⽬的
を果たす主体的な⾏為者（agentive actors)であると主張する研究も増えてきている
(García, Bartlett & Kleifgen 2009, Sunny Man Chu Lau 2019)。また、Lin (2018)も
トランスランゲージングは直接的に⼈種や階級の差別を解決することはできないと
しても、多様なセミオティック資源を個別的、⼆元的に捉えず、それらを連続的
で、常に拡⼤する複合的なものであると理解することによって、⼆元的（⺟語、⾮
⺟語話者など）かつ「⽋けている・⾜りない」という理解から脱却することができ
る。つまり、そこから序論でも述べた⾔語のヒエラルキーからの逸脱、経済的に基
づく「社会的包摂」論からの脱却がこころみられるのではないか。Canagarajah
(2018: 32)もトランスリンガル・プラクティスの「トランス」とは、トランスフォ
ーメーションを指す、と述べているが、２つの⾔語イデオロギーの転回に基づいた
⾔葉の教育、すなわち、そのような社会変⾰を起こす担い⼿となりうる学⽣を育
て、社会変⾰を起こすような場を構築できるような⾔葉の教育が「インクルーシ
ブ」なことばの教育だと提唱したい。
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Including ‘Whom’? Including ‘in Where’? Foreign Language Teaching as Deboxing
System:
Deboxing
Marcella Maria Mariotti
Ca’ Foscari University of Venice
1.

Introduction
This year, the theme of the conference was “Toward Inclusive Language Education:
Rethinking the Diversity of Modern Day Society”. This theme asked all of us who attended
the conference to re-consider what we mean by “inclusion” in our field of language education.
Further, it asked us to consider what we, as language teachers and as part of the world, can do
in the world where varieties of social issues occur just in front of us. I feel that the issues
originate from concerns around “inclusion”, and thus, the theme of the conference is
worthwhile to explore altogether. The first thing I mentioned in the speech was “Inclusion
starts with I”, recalling the quite widespread hashtag <#inclusionstartswithi> movement.
Therefore, I will start this paper by reviewing my own experience which may help us later
question what it means to be inclusive, whom we include, and where we include someone, and
how we can think of inclusion in our teaching practice and why we have to do so. Then, I will
connect the discussion with my teaching practice at Ca’ Foscari University of Venice. I will
conclude this paper by returning to why “inclusion” needs to be thematized in our Japanese
teaching practice.
2.

: Surprises–My Experience in the United States
When I arrived in New York, the United States for the first time in my life, I encountered
many kinds of surprises. For example, there were not many shops around the hotel at which I
stayed, and thus I wondered how I could buy bread and milk when I would need them.
Eventually, I figured out that I had to drive to the supermarket in the town. In the supermarket,
I was surprised at the size of the supermarket, and then the size of each product. These were
all much bigger than the ones I could see in Venice, Italy. Indeed, these encounters with
surprises were fascinating experiences, but why did I feel that being surprised was important
to me?
I felt the surprise as important because these encounters with surprises asked me to question
the pre-established image of New York, the United States in me. Through these experience, I
became able to relate what I experienced in the U.S with what I had been experiencing in Italy
where I grew up and currently live. As Rodari writes in The Grammar of Fantasy (1996)
addressing the “Fantastic Binomial”, these experiences, first, highlighted the importance of
encountering surprise, i.e. disruption of ‘boundaries’ for me, to start reconsidering “inclusion”
around me. It is because inclusion and exclusion are often made distinct based on the reality
of boundaries that we, consciously or unconsciously, build inside of ourselves.

Then, I started to ask myself “why” I was surprised; this is “
: thinking” which is the
second act helping us reflect upon “inclusion”. When we think about inclusion, it leads us to
allow or even force us to see what we have inside us, and to realize what the reality inside us
is. We are filled with some of the things that usually we are not aware of until we are forced,
asked or feel in need of making the inventory of such “historical traces”. Therefore, questioning
what is inside us and what is around us and then thinking of how we perceive them, and what
kind of ideologies makes us perceive them in such a way. This is a crucial step towards
reconsidering what we mean by “inclusion”; whom we include or exclude, where we include
or exclude someone and why we include or exclude someone.
Although I have so far emphasized the importance of questioning and thinking about what
is inside us to reconsider concerns around inclusion and exclusion, I have to note that
questioning and thinking are not always welcomed and thus not easily done at many occasions.
Then, how are questioning and thinking often considered to be seen as such a negative thing
in the society in which each of us lives?
3.

: Anpanman–The Difficulty to Think
Anpanman, a popular Japanese animation series, is a good case (Mariotti 1999) to
understand what it means to “think” for us in relation to “inclusion” in our society. In the
episodes of Anpanman, the hero Anpanman (Red-bean-bread-man) most of the time defeats
Baikinman, (Mr. Bacteria, his enemy) as Baikinman is presented as “bad” in the Anpanman
world. However, when we closely look at the language each character uses, only Baikinman
or Dokinchan (a female partner of Baikinman) uses the words such as “think to do”, “want to
do” and “desire to do”. These words almost never come out of the mouth of Anpanman. This
tells us that the one who “―
: thinks”, “―
: wants”, and “―
:
desires”, is not Anpanman, the good one, but Baikinman and Dokinchan, the bad ones, who
are outsiders of Anpaman’s world. How Baikinman and Dokinchan think, want and desire
needs careful attention to reflect upon how and why we include and exclude someone.
What Baikinman thinks of, wants to do, and/or desires to achieve is mostly rejected by
Anpanman and his fellows, as it is threatening to the established order. Although Anpanman
is there to protect everyone’s dream in the Anpanman’s world as mentioned in the lyrics of the
song;
: to protect everyone’s dream, Baikinman’s dream is not inclusive
in the dreams of Anpanman or Anpanman’s fellows. Intriguingly, both Anpanman and
Baikinman punch each other; the only one who is seen as “bad” is always Baikinman. When
excluded, Baikinman is marked as bad no matter what he does.
The story of Anpanman suggests us that those thinking is often those excluded. When one
acts as determined by any authority or ideology which is assumed to exist, s/he is welcomed,

valued, and included. Others who follow the established value reinforce the value onto
themselves to make distinctions between the included and the excluded. Then, those who
question the pre-established and think hard to change become seen opponents of the established
value. This is how those who question, think and critique is often seen as bad and excluded.
As those who follow the established do not have to “think” why the established exists and
what effect the established has on the included and excluded anymore, their act of exclusion
often becomes and remains unconscious. This is, I believe, quite dangerous and recalls us of
the darkest days in history such as nazi-fascism. Who determines the rule of the Anpanman
world? It is considered to be Jam Ojisan, who is totally dressed in white and only appearing
for a few seconds in the key part of each story and is not marked as the ruler of the world. Like
Jam Ojisan, those who have the power to determine and control the rule of the world are often
hidden behind a wall. Without consciously asking who establishes the existing rule and
question the validity of the rule, we are not able to detect who it is and to consider if it is valid,
i.e. if it is empowering or oppressive/repressive. Those who do not think, often cannot become
aware of these points, and then they keep reproducing the same rule, even if it might be at their
own disadvantage. As a result, they keep the distinction between the included and excluded
remain clear, and they are unlikely to question their ‘comfort zone’. These are key aspects
when we consider inclusion around us from the perspective of hegemony and oppression,
empowerment and well-being (Freire 2005).
4.
: The Role of Language in Thinking
To further discuss what it means to “think” in relation to “inclusion” and to explore the
importance of “thinking” in relation to our profession, language teaching, Gramsci, an Italian
philosopher, provides interesting thoughts. Gramsci (1971 p. 323) says, “all men are
philosophers”, who may “destroy the widespread prejudice” in that intellectual activity is only
of a particular category of specialists or of professional and systematic philosophers, in other
words, the prejudice that makes the activity of thinking specific only to an intellectual elite .
However, thinking is possible to everyone, but “it must first be shown that all men are
philosophers by defining the limits and characteristics of the ‘spontaneous philosophy’” (ibid)
which is relevant to everybody and is contained in language itself which we use in our everyday
lives. This is the element upon which we, the language teachers can act.
Gramsci (1971 p. 323) continues that language of the philosophers is “not just a set of words
grammatically devoid of content” but “the totality of determined notions and concepts”. It is a
common sense that the language for the philosophy is located in “the entire system of belief,
superstitions, opinions, ways of seeing things and acting” (ibid). Even the slightest
manifestation of intellectual activity contains the specific conceptional word. When we move
to a second level, which is our awareness, we have to question what we are mechanically
imposed by the external environment. I as a teacher can teach, of course, grammar, but there

are different ways to teach grammar. In the sense which Gramsci writes, what I have to teach,
or it may be better to say ‘what I have to question and discuss’, is not grammar itself but the
totality of the determined notions of concepts contained in and represented by the language.
According to Gramsci (1971), all actions are political. If it is true that all actions are political,
which suggests that all we do and do not do have effects over the process of including or
excluding somebody, then we have to decide what to do with keen awareness to the political
aspect of our action. What am I doing if I am punching somebody, if I am including somebody,
or if I am excluding somebody? Like what I do, what I say does matter. The word I am using
is political because I do make some choices. Equally importantly, I need to be aware that my
choice has the effect on people I am living with.
If we question the established and choose to change it, we need to take part in it or better to
work on it consciously and critically; this is considered to be the key aspect of questioning and
thinking. Active participation means to be the part of the creation of the history of the world,
to be one’s own guide, to be aware of the responsibility each of our action carries with it, and,
for that very reasons, to refuse to accept anything passively and supinely coming from outside
the moulding of one’s personality. Carefully and critically choosing one conception of the
word, and choosing one sphere of activity means to have the freedom to take an active part of
the creation of the society of which we are part.
Then, we, language teachers, can make choices to live in conformity and provide
information that does not require us to think; we can choose to be professionals who help
students to deal critically with the reality with their language that they wish to develop. Indeed,
it is hard to anticipate what students would need and how they react to our teaching when we
are living with students as persons in front of us for the latter, and we are related to them. This
way, we cannot be apart from them and the world where they and I live together. That is,
educating people is not just changing the world but changing the people who can and will
change the world. The language on which we focus together is the central theme in the act of
questioning, thinking and changing the established, and thus the issues around inclusion and
exclusion. As I said in the filmed dialogue with Prof. Hosokawa, I believe that teaching a
foreign language through a comprehensive activity of thinking and dialoguing with others goes
beyond mere language education, which might be called “
: human education”
(Mariotti & Hosokawa 2013), or
: citizenship formation (Hosokawa, Otsuji &
Mariotti 2016). The focus in my teaching is not only the language but also the close ties
between the language, contents and the human education. The contents in such a language
education are not to be found in any textbooks but the students themselves; “the material of
this classes are humans themselves” who can finally enjoy the freedom to question and discuss
opinions on a beloved matters, by starting from questioning the ideology behind what has made
them love what they do love so to really grasp their own values and worldviews.

5.
Dialogue, Personal Culture, and Block and
Threads
When we start to understand that the act of “thinking” is important to reconsider “inclusion”,
we then have to explore how the “thinking” can occur in us. What I believe essential for the
act of “thinking” is
: dialogue. It is because dialogue helps us encounter surprises;
realizing similarities and differences and then question what is already inside us such as
stereotypes. Hosokawa (2019) views dialogue as 1)
: the activity to understand interlocutors, that is, others in-depth (p. 64; translated into
English by the author) 2) and
: the activity to create the
environment asking us to reflect upon what it means by freedom and what it means to live our
lives as we desire to live (p. 69; translated into English by the author). Dialoguing with others
can highlight the responsibility each of us has on ourselves and how critical awareness is built
on knowing our uninvented, multiple, complex and dynamic layers inside us.
Engaging with dialogues asks us to think of
; personal culture as interpersonal
culture. Hosokawa and Miyo (2014) say that
is the point where we find when we
question the ideology about the nation-culture structure to think what our society and culture
really is and express what we think with our own words. On the similar vein, Holliday (2018)
says that we find ourselves, others, and the culture of others in our culture; “the small culture
formation on the go” is happening through our everyday engagement with the intercultural. In
the supermarket I used as an example at the beginning of this paper, I first saw what I was
instructed to see until I became aware and ask myself why I was surprised in the intercultural
experience. However, I have to note that these are all in me who is connected to the outside
world. If we think of culture as
; personal/interpersonal/small culture, we are no
longer trapped in the nation-culture structure, ideas of cultural products and/or essentialism.
By expressing what I have thought about, I am forced to take the inventory of my personal
history and critically understand those traces in myself, which is the ways to find and be myself.
If our culture is developed based on dialogues with others and remains personal and at the
same time interpersonal, we should not construct “blocks” between us. Instead, we need to find
something that can connect us; threads between us, and threads connecting to people who are
in front of us. Holliday (2018) marks small culture formation as our goal, which occurs through
everyone’s everyday engagement in the intercultural; finding ourselves as intercultural and
finding something in the culture of others. As a teacher, among students, I want to hear why
something is important to them. If I avoid teaching the grammar, and if I avoid checking all
the mistakes, then I have space for them to express themselves and to interact with each other.
It helps them and myself find their and my
: personal/interpersonal/small culture,

where I believe that “Inclusion Starts with I” begins. This has been put into practice in the
course at Ca’ Foscari University of Venice, as described below.
6.

: Educational Practice at Ca’ Foscari University
At Ca’ Foscari University of Venice, I coordinated the course called KNGR (
,
kangaeru ‘thinking’) course for third-year second-semester students majoring Japanese
Studies. This course is based on
(Hosokawa 2003), and developed by
incorporating aforementioned ideas (e.g.
: dialogues,
:
personal/interpersonal/small culture, blocks and threads). The aim of the course is for students
to think about
: My Future in oral and written dialogues with classmates and
facilitators. Facilitators are one of the key elements of the course. Facilitators composed of six
interns, six volunteers and one assistant. They are either students, postgraduate students, or
casual teaching staff of the university. They participated in the course as facilitators as they
have, though to varying extent, interest in Japanese language teaching and learning. I must note
that their role was not to correct word choices, grammatical mistakes, and/or sentence
structures but to have dialogues with students, know students and encourage students to
interact and think together about their future. This one-semester course had 15 classes. Students
worked on 1) their
: Motivational Text, 2)
: dialoguing outside classes,
and 3)
: writing the final report. 60 students registered the course, and 56
continued until the end. As about 60 students altogether are more likely to have chat instead of
dialogues, students formed groups of 3 to 7 in the course. One or two facilitators joined one of
them. During the initial group formation process, some facilitators and students changed their
affiliation. The online platform (Moodle) which the university provides was used to facilitate
their online-discussion outside the classes.
Overall, I found that the course encouraged the students to use
: language with the
focus not on the correctness of their usages but on whether their group members understand or
not. This was likely to be because they were asked to carefully choose the language,
expressions and words that their group members or partners of their dialogue could understand.
I need to emphasize that it was not about choosing the fixed category of languages (e.g. Italian,
Japanese, or English etc.) but each sentence, expression and even word as Gramsci emphasizes
its importance. It must have been, as I can easily imagine, somewhat frustrating and
uncomfortable experience for them to keep modifying what they already wrote and assumed
enough until they could have a shared understanding with their group members. Their
comments in the classes let me see how hard the writing process was. However, the topic was
about them and their future, which was important to them, and therefore, they wanted members
to understand and kept rewriting what they already wrote. It was clear that their thoughts,
: language and
: personal/interpersonal/small culture became richer and richer
as they went through the process of dialoguing and thinking with members around them.

Then, I would like to explore how developing
: personal/interpersonal/small
culture in the dialogic way impacted students in the course in-depth. Overall, it had a positive
impact; a few cases that I did not expect appeared. I will show two contrasting examples below.
6.1
: The Case of Student Who Developed his
Personal Culture
Here is one of the students who indicated his developing
:
personal/interpersonal/small culture in him throughout the course. He wanted to be a writer,
who publishes novels while living in Japan. He emphasized how the dialogues with his
classmates helped him understand his own dream not as an abstract but a concrete entity by
saying that “
[
]
: When we talk about our future, it is
often quite abstract… However, (future) is not only about a dream and hope but goal… I
thought about how to reify my dream by having dialogues with others”. This shows that he
started to find his concrete dream as his
: personal/interpersonal/small culture when
he engaged in dialogues with his group members in the course.
In the course, he then gained not abstract confidence about his future but his confidence
about his specific dream which he was able to clarify through the dialogues he had with group
members. He further found that his dream can be dynamic and ever-changing when he sees it
as a concrete one. Such a reconceptualization of his dream contributed to his increasing
confidence about his specific and concrete future dream. He stated as follows:
“

[

]
(

)

[

]

My
awareness of my future has changed in the classes. That is, I myself changed. However,
to me personally, our lives are always changing. Our lives flow every day like a river. To
be honest, I think to flow is a synonym with to change. Therefore, changes occur to us no
matter what activities we engage with… Regarding my future actions, I felt more
confident when I mention the possibilities of changes. The confidence is not about
something in general but about the confidence for my future dream.”

This shows that he now views his dream as his own culture that he can explain with his own
words. This originated from expressing his own culture in the dialogues facilitated in the course
as Hosokawa (2019) expects to happen.
At the end of his report, what he emphasizes is the importance of engaging in dialogues
with others more. He writes: “
[
]
[ ]
At last, I felt that it is important to have a dialogue.
Furthermore, it seems to be important to have it with not only my dialogue partner but also
other classmates. I did not think so when I started this course”. This shows how he became
willing to have dialogues with more varieties of people around him. This also seems to be the
sign that he is willing to interplay his
: personal/interpersonal/small culture with
others’
: personal/interpersonal/small culture and to be inclusive in the interplay.
Through the interplay in the dialogues, he has been willing to critically welcome others
opinions and in turn, express his own thoughts. Through this reciprocal process, he and his
interlocutors consciously or unconsciously leave/receive traces on each other’s
:
personal/interpersonal/small cultures and respect each other. This process in which mutual
respect emerges allows them to make the boundaries between the included (me) and the
excluded (other(s)) fluid. Having dialogues is not to remain the same as who we used to be but
to question, think of and find ourselves.
Students in the course more or less showed similar changes that the above-mentioned
student expressed. However, the dialogic way of learning may not necessarily lead
participating students to an expected destination which I envisioned. There is a case of a
facilitator who expresses what I did not expect, as shown below.
6.2
: The Case of the
Facilitator who Did not Think of Personal Culture
This example is not about a student but a facilitator who did not endeavor into exploring
and finding her
: personal/interpersonal/small culture during the course. As stated,
the course had not only students who undertook the course but facilitators. Since the course
was meant to be so-called Action Research and a workshop on language education, the
facilitators were asked to 1) participate in the pre- and post-class workshop about the course,
2) participate in the report/dialogue activities as all other student did, if they were new to this
methodology, and 3) submit a weekly report about what they observed in their group or in
class, or during the pre- and post-facilitator workshop. The focal facilitator in this section is
one of the new ones.

In this course, I expected facilitators including the focal facilitator to experience something
similar to what the students would experience; finding
: personal/interpersonal/small
culture through dialogues. However, this facilitator seemed to strengthen the nation-culture
structure, ideas of cultural products, and essentialism. As a result, the distinction between
: Italian, Japanese, and Korean, for example, is repeatedly
emphasized. In her final report, she states as follows:
“

X

I
thought that I could confirm what they attempted to say afterwards about
the interactions among Italian facilitators, which was unclear to me, but,
[I found that] non-native Japanese speakers’ Japanese remained
unclear.… The person who has been in this kind of course and is nonnative Italian speaker, Ms X explained in Japanese and encouraged me,
which greatly assisted me to get through to the end of the course. Japan
and Korea are different countries but their mentality shares some
commonalities… Taking this course made me strongly feel that I am
Asian… I opened up a Pandora’s box”. (emphasis added by the author)
This comment highlights that she had the above-mentioned strong belief; the nation-culture
structure, ideas of cultural products, and essentialism, which I did not expect to emerge to this
extent in this course. Instead of foregrounding the nation-culture-language structure, I wanted
to see her as, for example, the one who could not make much time for this course due to her
work commitment, who felt the course was too demanding for a mother of children, and who
could not flexibly adjust to the less structured course than ordinary university courses with
prescriptive aims, schedule and structure. She indeed experienced struggles. However, it may
have not been because she was Japanese, a non-native speaker of Italian and a native-speaker
of Japanese. These are what I wanted and expected her to feel as I did not want those in the
course to think of and understand themselves through the lens of the nation-culture-language
structure. Whereas these are what I initially thought, I also need to ask myself: May these ideas
of mine be overlooking what she really felt or who she really was ‘at that time’?

What should not be dismissed here is the fact that she is a Japanese native speaker, a nonnative speaker of Italian (Note that her Italian is quite fluent), and mother of children. I strongly
believe that viewing oneself as “Japanese nationals”, for example, should not be an excuse for
not to question, think and/or take some action about what is happening around us. Nevertheless,
it is not neglectable that her being a Japanese native speaker, a non-native speaker of Italian,
and a mother of children shaped who she was and how she thought, and how she behaved at
that time. Negating the fact that those factors affected her to a large extent may be in the same
vein of not thinking and actually reproducing what is unconsciously believed right in order to
maintain the distinction between the included and the excluded.
This facilitator tells that she is now fast-changing. She started to question and think of what
has been established inside her and what is happening around her through the continuing
dialogues with students, other facilitators and me. It tells me two things: questioning and
thinking require time, effort, resources and energy and when we have them, people can, and
can become willing to, question and think of what they better question and think of. This may
be applicable to us, teachers who often have limited time, resources, energy and thus
willingness.
7.
: Towards Thinking-Teachers,
Thinking-Students and Thinking-Language Education
As you may be aware, my speech at the conference and this paper are influenced by the
concept of translanguaging (García & Wei 2014). My translanguaging practice is aimed at
being inclusive in the audience of the speech and readers of this paper. To communicate with
the target audiences, I have exploited my available resources: Japanese, English and texts,
pictures, and videos on my slides. My translanguaging experience brought me joy as I have
not done this before. Meanwhile, this experience also made me realize how the choice of
resources has been a political and social action. The uses of my Italian has been quite limited
and marked as excluded, which made me feel that I am not inclusive to some extent. Being
inclusive is not easy. That is why, we need to question, think about and converse over what it
means to be inclusive, what it means to include someone, and where we include the person to
know how our society can be a more inclusive one. I will conclude this paper by considering
why we, language teachers need to address this topic.
We, language teachers, have students in front of us, whom we can help realize that they are
all philosophers and have the ability to question, think and change the things they may feel
uncomfortable with. If we want to help them to do so, teachers ourselves need to question and
think of what is happening around us, why it is happening, and what impact it has on us.
Otherwise, we have difficulty to ask students to do so. Then, we end up reproducing what is
happening altogether uncritically. Therefore, we need to remain aware of these things around
us, such as inclusion and exclusion of each other, to think of them with students. As Inclusion

starts with I, the inclusion starts from us, teachers and students altogether. Trentin Silveira
says; “[I]n the style of Gramsci’s democratic philosopher, the intellectual teacher, by educating
the student and transforming the cultural environment in which he works, he is also educated
and transformed by them; thus, the maxim ‘every teacher is always a student and every student,
a teacher’” (2018).
We need to keep it in our minds that awareness might be dangerous. Awareness gives power
to somebody who is aware and it deprives the power of somebody who is not or does not want
to be aware of what is happening around them. That is, awareness can empower somebody; in
turn, it possibly makes some others feel uncomfortable, stressful, and disempowered. Our
awareness towards what is happening around us questions our established comfort zones.
Therefore, questioning and thinking require more careful attention and greater courage than
we assume. When we, teachers become increasingly aware of, question and think of the
established, we may make students feel uncomfortable, stressful and disempowered. In turn,
when students in front of you are aware of what is happening around them, they may question
what we as teachers are doing. This also makes us, teachers, feel uncomfortable, stressful and
disempowered. However, would this be the reason why we do not have to question and think,
and help learners to do the same? (Sato 2016, Ushikubo 2016).
The reason why we should not be afraid of such consequences that awareness may have is
that awareness is helpful for us to debox what is happening around us, our thinking and
ourselves. In so doing, we finally feel free to exist outside the boundaries of a box (Mariotti
2017). When something is in a box, it is lovely because we are comfortable in it. It is ‘cleanly
contained’ in fixed boundaries, and it is classifiable and labelable. For example, it seems that
boxed water is better as it is nicely clean and well defined. When we debox something, we
cannot control it. This is ugly, disordered, uncomfortable, and unclassifiable. However, when
it is open, we can be open to welcome and share every kind of
: entities around us
or
: the air; whatever is just around us (see pictures below). Deboxing us from a box,
which is considered to be
leaving our established comfort
zone is the first and necessary
step towards questioning and
thinking of what is around us
and what might be deciding
what is included and excluded
in our society, that is, taking
responsible and active role in
our lives, history and society.

To take this step further towards educating those (and ourselves) who can question, think
and change, we need to be aware that students tend to expect teachers to be machines. They
did not come to think so on their own. Perhaps, we have made them think of us as a readymade language solution jukebox. The machine is expected to have the clear understanding of
a set of unquestioned standards (e.g. grammatical rules) to judge whether the students are
correct or not. When they are considered to be correct, they are more inclusive in the world
filled with the prescribed and unquestioned standards. As the standards remain unquestioned,
those included in the standards would reproduce the same. Do we think that this has been
effective and functional? Do we really want this? Or, do we turn to be the ones challenging
ourselves to step out of our comfort zone to co-act with students to think of what we are
engaged in together? Do we empower students to see through the reality around us and to look
for the ‘unmarked’ and, when necessary, to fight against it? Would they be aware it is
oppressive of their freedom in their life? When our focus is no longer only on reproducing the
established standards, teachers’ pre-learned expertise may also no longer be seen as the source
of their power. The only fact to be a native speaker would no longer be a source of power, nor
a ‘cultural capital’ as in Bourdieu’s view (1991). Then, what do we language teachers choose
to do? Are we ready to take responsibility on our own choice other than being a machine?
These are the questions that I have been and still am asking myself every day in front of my
students and in the process of research and teaching.
I started this paper by introducing the concept of “Inclusion Starts with I”, which I see as
important. It gives the image that inclusion occurs as an outward action from the inside of each
individual. It questions the often-imagined move of inclusion from the outside to the inside of
a group, place or community. The act of inclusion starts from the inside of us by questioning
and thinking about ourselves more consciously and critically and it results in accepting our
own fluid identity and concrete reality. Then, when we, teachers have dialogues with students,
encounter surprises, question and think of the established consciously and critically, we can
invite them to do so together. When the process of “Inclusion Starts with I” occurs from the
inside of them as well, it may gradually spread and interact with each other to co-construct
more dynamic and complex “inclusiveness” in this world altogether.
The empowerment of students seems to start from the disempowerment of teachers.
However, the empowerment of students turns to be the empowerment of teachers.
Are we afraid of changing and challenging ourselves by empowering our students and
ourselves exercising a reciprocal critical awareness?
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