


早稲田大学日本語教育学会 

■学会設立の経緯と研究大会の目的 
 本学会は早稲田大学大学院日本語教育研究科の開設年度の 2001 年に早稲田大学にお

ける日本語教育の発展と日本語教育を通じた社会貢献を目指して、大学院日本語教育研

究科と日本語研究教育センター（当時）の教員と学生によって設立されました。 
 早稲田大学の日本語教育の歴史は 20 世紀初頭に中国留学生を受け入れたときに始ま

ります。その後、早稲田大学は入学する多くの外国人留学生に日本語学習の機会を提供

してきました。これまで多くの教職員が、大学開学以来の学の独立と理想を求め、進取

の精神を持ち続けることで、世界各地から来学する外国人研究者・留学生と交流し勉学

を支える日本語教育を発展させてきました。 
 本学会の背景には、このような早稲田大学における日本語教育の長い歴史と実績があ

ります。それらを踏まえ、かつ最先端の実践研究の知見を取り入れ、日本語教育学研究

を発展させることを目的として、本学会は、年 2 回（3 月の春季大会、9 月の秋季大会）

の学会主催の研究大会を開催しております。 
 この大会では、早稲田大学大学院日本語教育研究科および日本語教育研究センターの

教員（非常勤講師含む）、大学院修了生、大学院生などの会員による日頃の日本語教育実

践研究の成果が発表されます。会員は早稲田大学だけではなく、日本および世界各地の

教育機関等に所属しており、研究大会には世界の日本語教育が集結し、相互の研鑽を積

む機会となっています。 

■ 本学会への入会のすすめ 
 本学会は、2021 年現在、会員数は約 1173 名（2021 年 8 月 9 日時点）で、毎年、会員が増

加しています。ぜひ、日ごろの授業実践、研究を相互研鑚できる場として活用いただきたく、

入会をお勧めいたします。会員資格、入会の方法等は以下の通りです。 
 
 【会員資格】 
• 早稲田大学大学院日本語教育研究科専任教員、及び日本語教育研究センター専任教員 
• 早稲田大学日本語教育研究センター及び日本語教育研究科助手、助教 
• 早稲田大学大学院日本語教育研究科大学院生、及びその修了生 
• 早稲田大学大学院日本語教育研究科、及び日本語教育研究センターの任期付教員、非常

勤講師、インストラクター（非常勤）、外国人研究員 
• 本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者。但し、上記の資格がない者は、現会員 1 名の

紹介と会長（または副会長）の承認を得ること 
 

 【入会方法】 

入会申込書は、19号館 8階（802号室）の日本語教育研究科助手室に用意しております。  
入会申込書にご記入の上、郵便振替（00180-1-89602）にて会費をお振込みください。 

 学生会員 2000円（終身会費） 一般会員 3000円（終身会費） 
 
■ その他 
• 2018 年度秋季大会より、研究大会の予稿集（全文）を学会 HP 上に公開しておりま

す。詳しくは学会 HPもご覧ください。HP：http://www.gsjal.jp/wnkg/ 
• 2018 年度秋季大会以前の予稿集の閲覧をご希望の方は、学会事務局までお問い合わ

せください。（wnkg-jimukyoku@list.waseda.jp） 
  
皆様のご入会を心よりお待ち申し上げます。 
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開催日：2021 年 9 月 11 日（土）12：00－18：00 

会場：Zoom 
 



 
早稲田大学日本語教育学会 2021年 秋季大会プログラム 

 

【開催日時】 2021年 9月 11日（土）12:00～18:00 
【会 場】 Zoom（URLは 9月 8日(水)に参加申請者にメールにて送付） 
【参加費】 無料（会員による事前申し込み制） 

 

12:00～12:10【開会式】  

 

12:20～13:20【実践エキスポ】 
時間 発表題目 

12:20～
13:20 

①複言語複文化間に生きる若者が主体的な自己の創出を目指す実
践－映像で伝えるライフストーリ－「私らしく生きること」－ 
 

林錦園 
（なか国際交流ラウンジ） 

②日本語学校における ICT を導入した授業について－特別進学クラ
スと一般クラスの授業を例に－ 
 

余沛然 
（カナン国際教育学院） 

 

13:35～14:05【ポスター発表】 
時間 発表題目 

13:35～
14:05 

③活気ある「まちづくり」とつながる日本
語教育－日本語教育の専門家にできること
は何か－ 

寺浦久仁香 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程） 

④日本語学習者による音声モニタリングの
実態の考察－他者の発音に対するモニタリ
ングにおける気づきの分析を中心に－ 

張婉明 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 

⑤「つらさ」や「不安」の回避のための進
路変更－短大元留学生のキャリアについて
の語りより－ 

松本明香 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 

 

14:20～15:30【口頭発表】 
時間 発表題目 

14:20～
14:50 

⑥地域に根差した「自分ごと」のことばの学びをどのように支え
るか－留学生と地域とのつながりを築くために－ 
 

金丸巧 
（東亜大学人間科学部） 

⑦日本語教科書に見られるコミュニケーションは実際のコミュニケ
ーションを反映しているのか－「ほめ」/「ほめに対する返答」を例
として－ 

丁怡然 
（早稲田大学日本語教育研究科修士課程修了生） 

15:00～
15:30 

⑧子どものキャリア形成を支える日本語教育を考える－JSL 高校
生の大学受験前後の語りから－ 
 

小林美希 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 

⑨日本語教科書における挿絵の役割－『みんなの日本語 初級』Ⅰ・
Ⅱの会話文の挿絵を対象として－ 
 

柳東汶 
（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 

 

15:45～17:45【企画】  
時間 発表題目 

 15:45
～
17:45 

⑩アウトリーチ型日本語教育支援のための市民リテラシーとその育成を考えるワークショップ 
齊藤真美（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 
奥村恵子（明治学院大学国際学部） 
芹川佳子（早稲田大学日本語教育研究センター） 
中野玲子（日本語みらいラボ） 
永岡悦子（流通経済大学流通情報学部） 
山下千聖（早稲田大学大学院日本語教育研究科博士後期課程） 
宮崎里司（早稲田大学大学院日本語教育研究科）                      

 
17:50～18:00【総会】 
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実践エキスポ 
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【会場】Zoom 

【時間】12:20～13:20 
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No. 実践のセールスポイント 

1 

 

複言語複文化間に生きる若者が主体的な自己の創出を目指す実践 

―映像で伝えるライフストーリー「私らしく生きること」― 

 

林錦園（なか国際交流ラウンジ） 

 

【セールスポイント】 

本実践エキスポでは、「外国につながる子ども」だった筆者が実践者として横浜市

のなか国際交流ラウンジにて複言語複文化間に生きる若者たちととも取り組んで

きた実践を振り返りつつ、実践成果のひとつである映像を上映し、複言語複文化

間に生きる若者が「主体的自己」を創出していくその過程においてどのような視

点・支えが必要なのかと考察していきたい。 

 

2 

 

日本語学校における ICTを導入した授業について 

―特別進学クラスと一般クラスの授業を例に― 

 

 余沛然（カナン国際教育学院） 

 

【セールスポイント】 

進学を目的とした日本語学校で、ICTを導入した授業を通し、語彙、文法、作文

授業での教師主導の形式を学生主体への変換ができました。また、学生の進学に

必要とした話す能力、論理的思考力、ICT能力を活性化することができました。 
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活気ある「まちづくり」とつながる日本語教育 

−日本語教育の専門家にできることは何か− 

寺浦久仁香（早稲田大学大学院日本語教育研究科 修士課程） 

 
1.研究背景・目的 

東京都中野区は、新宿区に隣接し外国人が増加傾向にある「まち」である。中野区には自

治体とは別に、筆者も参加する「まちづくり T」（仮称）という地域コミュニティがある。

「まちづくり T」には、この「まち」が好きで、「まち」の活性化ともに、活気ある「まち」

でよりよく生きていこうと主体的に活動する住民が参加している。 
これまでの、地域の日本語教育では、地域日本語教室での日本語支援を対象とする研究が

多いといえる。しかし本研究の対象は、地域の「まちづくり」に主体的に参加する日本人の

外国人に対する意識である。本研究で参考とする多文化共生の定義は、総務省（2006）「多

文化共生の推進に関する研究会報告書」の「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的

ちがいを認め合い対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きてい

くこと」である。「対等」に「共に生きていく」という社会的な問題なのであれば、日本人

も外国人に「寄り添う努力が必要」となる。中西・上野（2003）は「ニーズを持ったとき、

人は誰でも当事者になる」と述べている。よって、人はそれぞれ違いがあっても、誰でもが

外国人と「共に生きていく」当事者となるはずである。 

本研究の目的は「まちづくり T」で主体的に活動する住民に、外国人と「共に生きていく」

「当事者」としての意識があるかどうかを捉え明らかにした上で、日本語教育の専門家が

「まちづくり」にかかわり何ができるのかを提案することを目的とする。 

 
2.調査概要 

 自分の住む「まち」を活気ある「まち」にしようという思いで地域の「まちづくり」にか

かわる日本人住民の、外国人と「共に生きていく」「当事者」意識を明らかにするために「ま

ちづくり T」で主体的に活動する 3 名に対し、「まち」「まちづくり」「外国人」「ことばとコ

ミュニケーション」をどう捉えているかなどの質問事項を予め用意した上で、半構造化イン

タビューを行った。データは、佐藤（2008）を参考としコーディング、分析を行った。 
 

3.調査結果 

 調査対象者にとって自分の住む「まち」は、人と人がつながり仲間となって共に活動する

場であり、自分を表現し自分の存在意義を確認する場となっていた。「まち」は、住んでい

て楽しく幸福感があり、人々はさらに「まち」に愛着を感じていくことがわかった。 

調査対象者は、「まちづくり」を「まちの活性化」であると捉えている。「まちづくり」は、

「まち」と人をつなげ、体験の共有と情報発信をしながら、幸せに暮らすことのできる未来

を作る主体的な活動であると捉えていることがわかった。 
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調査対象者にとって「外国人」は、接触場面がなく未知の存在である。むしろ、素性がわ

からないので、怖くて不安に感じる人もいることがわかった。 

調査対象者は、「外国人とのことばによるコミュニケーション」を「日本語が通じるか通

じないか」という日常生活の簡単なやりとりと捉えている。そして、意思疎通ができない場

合、携帯電話などの翻訳機能を使えばいいと考えていることがわかった。 

 

4.考察 

調査対象者にとって「まちづくり」の活動は、「まち」の活性化のみならず、「まち」への

更なる愛着へとつながる活動であった。つまり、調査対象者は、この「まち」の当事者であ

り、「まちづくり」に対する当事者意識を持って活動しているといえる。 

しかし、調査対象者はすでに「まち」の中にいる「外国人」住民を未知の存在と捉え、「外

国人とのことばによるコミュニケーション」は翻訳機に頼ればいいと考えていた。つまり、

「外国人」とともに「まち」を作り「共に生きていく」当事者意識は無かったといえる。 

式部ほか（2021）は北海道の秩父別町で、「地域住民と一緒に外国人材を受け入れるワー

クショップ」を企画し、外国人を受け入れる当事者として、また受け入れの際の日本語支援

や教室の意味を問うためにも「地域住民と「外国から来た人材とどのように地域を作ってい

くか」という根本的な問題にもっと関わっていくべき」と述べている（p.251）。また、「実

践者も『当事者意識』を持った上で、ファシリテートする（引き出す）こと、起爆剤となる

ことが重要」（式部ほか 2021：261）であると述べている。筆者は「まち」の住民と外国人

とをつなぐ役割をする日本語教育の専門家であり、当事者意識を持って「まちづくり」にか

かわっている。また調査協力者はこの「まち」に対し、「当事者意識」を持って「まちづく

り」をしている。今後、住民が外国人とともにこの「まち」で「共に生きていく」という当

事者意識を持つために（1）当事者意識がない場合、ないことを住民が自覚できる取組み（2）
当事者意識を育てるための取組み（3）外国人がどんな人かを住民に知ってもらうための取

組み（4）外国人と日本人が体験を共有できる取組み（5）外国人と日本人がともに活動を作

る取組み、を実践することは、日本語教育の専門家にできることの一つであると提案する。 

 
参考文献 
佐藤郁哉（2008）『質的データ分析法―原理・方法・実践』新曜社 

式部絢子・込宮麻紀子・舘岡洋子（2021）「「ちっぷ 100 人サミット」―「町のありたい姿」から考える外

国人材受け入れ」舘岡洋子（編）『日本語教師の専門性を考える』ココ出版、pp.249-262 

総務省（2006）「多文化共生の推進に関する研究会報告書」＜https://www.soumu.go.jp/kokusai/pdf/sono

ta_b5.pdf＞（2021 年 8 月 13 日） 

中西正司・上野千鶴子（2003）『当事者主権』岩波書店 

 

テラウラ クニカ（jt-tera@ruri.waseda.jp） 
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日本語学習者による音声モニタリングの実態の考察 

―他者の発音に対するモニタリングにおける気づきの分析を中心に

― 

張婉明（早稲田大学大学院日本語教育研究科 博士後期課程） 

 

1.はじめに 
音声教育の研究において、学習者自身が発音に対して妥当な基準を作り上げられるよう

に支援するという教育観が提唱されている（小河原・河野 2009）。学習者の基準が「感覚

的、恣意的」（小河原 2009：58）であるとされるが、基準を言語化する意義として「基準

が学習者の中で整理、明確化され、強化につながり、外化されることで教師はその過程を

適切に判断し支援することが可能となる」（2009：58）と述べられている。 

しかし、基準の構築の支援に関する研究の蓄積が十分と言えず、課題も残っている。第

一に、基準の構築の支援方法として基準を言語化させる重要性が唱えられたが（小河原 

2009：58-61）、認知の言語化を扱った研究は少ない。認知過程は通常の教育活動では観察

しにくいものであり、音声習得を知覚と生成能力以外の側面から把握するためにも言語化

の研究の蓄積が必要であると考える。第二に、先行研究では学習者は音韻知識の事前導入

や調査文と調査語の提示により音声に対する認知が促される状況で行われる場合が多い。

他者の促しを受けてない場面における気づきに着目した研究が望まれると考える。第三に、

学習の目的と方法の多様化を鑑み、母語話者の音声を唯一の基準として学習者に提示しな

い音声教育が必要になってくると考える。今後の音声教育のための知見を提供するため、

母語話者の音声以外のリソースを活用する教育活動の手がかりになる調査方法が望まれる。 

 

2.研究目的 
前項で上げた 3 点を踏まえ、本研究は聞き手としての日本語学習者に焦点を当てた上で、

学習者が他者の発音に対するモニタリング（以下、他者モニタリング）という認知行動を

考察する。他者モニタリングを行い、言語化した気づきを分析することにより他者モニタ

リングの実態を明らかにすることを研究目的とする。 

 

3.研究方法 
非母語話者 2 名の日本語音声に対する他者モニタリング調査を、広東語を母語とした学

習者 20 名を対象に行った。他者モニタリングにおける気づきを言語化させる方法として、

調査過程において気になると感じた発音とその理由を調査用紙に記入させた後、その内容

をもとにインタビューを行った。1 つの音韻特徴に対して言語化した内容を 1 件のデータ

として集計した。データをコーディングし、構築されたカテゴリーに基づいて分析を行っ

た。 
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4.調査結果の分析 
124 件のデータを分析した結果、学習者の気づきを 2 つのカテゴリーに分けた。 

1 つ目のカテゴリーは「他者の発音の音韻特徴に関する気づき」である。他者モニタリ

ングで捉えた子音・母音、アクセントなどの音韻特徴をメタ言語で表現した様子から、音

韻特徴に対する気づきが見られた。また、発音の音韻環境、話者の言語背景、話者の発音

に対する理解などに関する語りから、発音に影響を及ぼした要素の気づきもあることがわ

かった。 

2 つ目のカテゴリーは「自己の基準に関する気づき」である。他者の発音と自己の基準

との相違、自己の基準そのもの、基準に関わる言語経験と知識の提示から、発音に対して

自己の基準に関する気づきがあることがわかった。一方、自己の基準より他者の発音のほ

うが妥当、あるいは妥当な発音が決められないと判断した様子も見られており、自己の基

準に不確かな部分があることに対する気づきも見られた。 

 

5.考察：他者モニタリングの実態 
前節の分析を通して、学習者は音声言語の音韻特徴に対する焦点化を行っていたことが

明らかになった。言語化することが困難と示した場合も観察されたが、他者の発音と自己

の基準を比較し、自らモニタリング対象の発音を絞り、音韻特徴に対する焦点化を行った

ことが明らかになった。 

また、学習者は自己の基準の内省を行ったことも明らかになった。「自己の基準に関する

気づき」の分析から、他者の発音と自己の基準との相違を認識していたことが分かった。

この認識から、他者モニタリングで学習者がまず自己の基準を想起してから他者の発音を

自己の基準と照合していたことが分かる。そして、照合の結果は「自己の発音が妥当」、「他

者の発音が妥当」、「妥当な発音を決められない」の 3種類に分かれた。自己の基準を検討

する過程そのもの、そして検討の過程における根拠の提示から、学習者は他者モニタリン

グにおいて妥当な基準を模索しながら自己の基準の内省を行っていたことが分かる。 

本研究では他者モニタリングにおける学習者の気づきの言語化を試みたが、この手法を

学習者の認知過程と内省を可視化するツールとして音声教育での応用を提言したい。 

 

参考文献 

小河原義朗（2009）「多様化する日本語教育における音声教育の目標と教師の役割をとらえなおす」水谷

修（監修）、河野俊之・小河原義朗（編）『日本語教育の過去・現在・未来 第 4 巻 音声』凡人社、

pp.48-69 

小河原義朗・河野俊之（2009）「14 学習者は何を考えているか」『日本語教師のための音声教育を考え

る本』アルク、pp.106-117 

 

チヨウ エンメイ（enmeicho@asagi.waseda.jp） 
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「つらさ」や「不安」の回避のための進路変更 

―短大元留学生のキャリアについての語りより― 

松本明香（早稲田大学大学院日本語教育研究科 博士後期課程） 

 

1.はじめに 

 発表者が勤務する短期大学１（以下、「短大」）の留学生の卒業後の主な進路は四年制

大学編入か国内企業への就職であり、入学時におおよそ決めている場合が多い。しかし中

には短大生活の中で進路変更を決断する者もいる。留学生にとって四年制大学編入も就職

も容易な道ではないにもかかわらず、その変更を決断するのはなぜか。本発表ではこの点

に着目し、留学生のキャリアにおける進路の変更という経験の意味を考察する。 

 

2.調査概要 

 本研究では、短大留学生たちに一対一のライフストーリー・インタビューを行い、その

語りを分析した。本発表では在学中に当初の希望進路から変更を決断した、ベトナム人 A

と中国人 B の 2名の元留学生のデータを扱う。彼らの短大在籍中に日本語の授業を担当し、

学内では信頼関係を築いていた発表者がインタビューの聞き手となった。 

 

3.元留学生のライフストーリーと進路変更という経験の意味づけ 

3.1.ベトナム出身元留学生 Aのライフストーリー 

 A はベトナムの高校を卒業後、来日し、日本語学校に入学した。日本語学校在籍時、工

場で加工作業の、その後定食屋で接客業のアルバイトをした。日本語学校卒業後、短大に

入学し、初めて日本人学生とともに学生生活を送った。入学当初、短大卒業後は四年制大

学の三年次に編入したいと語っていたが、二年次に進路を就職に変更し、就職活動を始め

た。大手食品会社の子会社から内定を得て、翌年その企業に入社した。 

3.2.「四年制行きたかったんだけど、毎日またバイトやってたりとかそういう生活続いた 

らつらいなって」 

 A は日本語学校時代、日本語がなかなか上達しないと感じていた。日本語力が影響して

アルバイトに不採用となった経験もあり、それがつらかった。短大に入学し、授業内容は

理解できたが、若い日本人学生の話が理解できずに、関係に壁を感じた。短大時代アルバ

イトは定食屋で接客をし、そこで日本語の力はついたが、それでも学業とアルバイトの両

立は難しかった。進路変更を決断した時のことを、「四年制行きたかったんだけど、毎日

またバイトやったりとかそういう生活続いたらつらいなって。で、結局就職にした」と語

った。学費や生活費のためにアルバイトをしつつ日本社会で学生生活を送るのはつらいと

評価していた。 

3.3.中国出身の元留学生 Bのライフストーリー 

 B は経済学を学ぶ目的で来日し、日本語学校に入学した。日本語力が十分でなくても雇
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用側に受け入れられ、アルバイトも始めた。短大に入学し、二年次にコロナ禍を経験した。

短大のオンライン授業は B には自分のペースで学習できる点で適していた。卒業の進路は

日本での就職を希望していたが、コロナ禍が契機となり四年制大学編入に変更した。現在

都内の大学に在籍する。大学卒業後は日本で 5年は働いた後帰国したいと考えている。 

3.4.「現時点で就職すれば、ラッシュアワーも危ない」 

 B の進路変更の決断は、就職後のコロナ感染への「不安」にあった。「現時点で就職す

れば、ラッシュアワーも危ない」と、出勤時の感染の危険性を語った。一方、学生であれ

ばオンラインで授業を受けられる。またコロナ禍の就職活動において優先されるのは日本

人学生であり、「（企業が）わざわざ留学生を雇用する必要はない」と語った。日本語を

使うアルバイトも続けながら日本での長期の継続滞在を希望し、就職はまだ必要ないと考

えている。 

 

4.留学生のキャリア形成支援に向けて   

 A、B ともに自分の特性や変化する社会的状況を踏まえ、主観的な感情も伴いつつ自身

のキャリアを描き直している。A はアルバイトの採用如何や学生生活で他者から日本語力

を評価された経験をつらいものと意味づけ、その「つらさ」につながる学生生活からは離

れることにした。B は留学生である自分が「不安」を抱えながら就職することは、今の自

分には必要ないと判断した。こうした事例では、留学生のキャリアの選択には、「つらさ」

の経験や現状況での「不安」といった要素も反映され、そこには彼らの学びの対象であり、

コミュニケーションツールでもある日本語も影響していた。堀越（2007）は、主観的なキ

ャリアは過去の経験を捉え直し、その経験に個人的な意味を与え、主観的な事実を再構成

することによって作られると述べるが、留学生の場合日本での肯定的とは言えない経験の

意味づけも彼らのキャリア選択や形成に影響を与えるという認識が支援する側には必要と

言える。 

 

付記：本研究は、JSPS科研費 19K00747（研究代表者：寅丸真澄）の助成を受けたもので

ある。 

 

注 

1 東京立正短期大学。 

 

参考文献 

堀越弘（2007）「マーク・サビカス キャリア構築理論」渡辺三枝子（編）『新版キャリアの心理学 

キャリア支援への発達的アプローチ』第 9章、ナカニシヤ出版、pp.173-197 

     

マツモト ハルカ（harukamatsumoto@ruri.waseda.jp） 
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地域に根差した「自分ごと」のことばの学びをどのように支えるか 

－留学生と地域とのつながりを築くために－ 
金丸巧（東亜大学 人間科学部） 

 

1.はじめに 

 本発表の目的は、留学生と地域とのつながりを築くためのことばの教育のあり方を考え

ることである。発表者は、現在、地方大学で留学生への日本語教育に携わっている。近年、

留学生や技能実習生の増加により外国人住民の比率は上昇傾向にあり、課題の一つとして

「地域の住民と留学生の交流機会の創出」（下関市 2021：24）が挙げられている。その背

景としては、留学生による地域の活動への参加がないことや、留学生が地域の活動への参加

を希望している一方で、日本人住民には「外国人住民や多文化共生について関心が低い実

態」（下関市 2021：30）があることなどがある。発表者が日頃から接している留学生と地

域住民との間にも、上記の調査結果と同様の状況が見られ、留学生が地域とつながり、留学

生と地域住民が相互に地域の一員と意識し合えるような働きかけが重要であると考えた。 

本発表では、このような問題意識を出発点として、日本語教育の立場から、留学生と地域

住民の相互的な関係性の構築を支える教育のあり方を考えてみたい。 

 

2.地域に根差した活動とことばの学びの関わりを捉える視点 

2.1.留学生と地域とのつながりに着目した先行研究 

 留学生と地域とのつながりに着目した実践研究は、様々な形で行われている。例えば、留

学生、日本人学生、地域住民による地域の文化誌作成をテーマとした実践（平田 2016）、地

域社会人と留学生による地域の課題をテーマにした peer learning の実践（大橋・斉藤 

2017）、留学生に対する地域の伝統を題材とした体験型学習（村越 2021）などがある。こ

れらの先行研究は、留学生と地域住民の共通のテーマである「地域文化」「地域の課題」「地

域の伝統」などを取り上げることで、留学生による地域への理解や、相互の良好な関係づく

りを促したり、多様な考え方に気付くきっかけとなったりすることを示している。そして、

地域に根差した活動が、留学生と地域住民の相互の関わりに重要な意味を持っていること

が分かる。しかし一方で、留学生と地域とのつながりを考える上で必須といえる日本語によ

るコミュニケーションについては、留学生と地域住民との間でどのようなやりとりがあり、

そこにどのようなことばの学びがあったのか明らかになっていない。留学生と地域住民と

の良好な関わりが生まれた背景には、おそらく、教科書のような「標準的な日本語」を超え

た留学生の主体的なことばの学びがあったはずである。これまで、発表者も地域に根差した

活動をしており、先行研究のように留学生と地域住民の相互の関係に良い影響を与えるこ

とが明らかになっている（金丸 2020a、金丸 2020b、金丸 2021）。 

では、地域に根差した活動とことばの学びの関わりをどのように捉えればよいだろうか。 

2.2.「ローカルな知」 
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 本発表では、「ローカルな知」という考え方を参考にしたい。前平（2008）によれば、そ

れは、学校教育で伝達されるような外部からの知識や技術とは異なり、時間的、空間的に限

定された文脈の中でのみ意味を持つ知であるという。近代の学校は、普遍的な知識を伝達す

る装置として機能しており、「被教育者の生活や歴史や経験が無用」（前平 2008：9）であ

るとともに、「教える空間＝教室は、教えるという一元的な機能に効率よく特化された空間

で十分」（前平 2008：9）とされてきた。前平は、現在の教育が「どこでもないどこか」や

「どこでもいいどこか」で、「だれでもないだれか」や「だれでもいいだれか」による、均

質化・抽象化されたものになっていることを踏まえ、「ローカルな知」は、「生まれ、育ち、

暮らし、学ぶ空間としての地域（ローカル）」（前平 2008：10）で、「他ならぬ『わたし』」

（前平 2008：10）による学びを目指すことを可能にすると述べている。こうした考え方を

背景とした社会的実践として「地域学（地元学）」がある。それは、「自らの住む地域（ロー

カル）の自然、歴史、地理などをあらためて学ぶことによって、自らが住む地域への関心や

愛着を呼び覚まし、そこに住む自己を問い直し、ひいては地域の活性化や地域づくりにつな

げていこうとする」（前平 2008：18）実践である。「地域学（地元学）」で重要なことは、

地域を知ることを通して、「地域の中に生きる自分の生き方を問いながら、より良い地域を

つくることに主体的に関わっていくこと」（樋口 2012：125）であり、「ローカルな知」へ

の着目は、同時に、それを学ぶ主体への着目であるといえる。このような「ローカルな知」

の考え方を参考にすることで、地域に根差した活動を通して立ち現れる留学生の主体に着

目し、そこで生まれることばのやりとりを捉える視点を得ることができるのではないか。 

 

3.実践 

3.1.実践の概要 

 本発表で取り上げる実践 A、実践 B は、筆者の勤務校の留学生別科在籍生を対象に実施

したものである。学生の日本語レベルは初級レベルである。実践 A は、2019 年 7 月 29 日

～8月 26日に実施（参加学生 26名、全 30コマ）し、実践 Bは、2019年 11月 12日～11

月 25日に実施（参加学生 13名、全 20コマ）した。両実践とも、新入生を対象とした特別

授業という位置づけで実施し、授業時間外での実践であった。データとして、担当教員が記

録した観察記録、学生による成果物・振り返り記録、授業の様子を記録した画像記録を用い、

地域に根差した活動が留学生のことばの学びや留学生と地域のつながりにどのような影響

を与えたかについて分析した。実践の詳細は、発表時に提示したい。 

3.2.分析の結果 

 発表者は、これまで実践 A、実践 B についてそれぞれ個別に分析を行ってきた。実践 A

については、実践の中で使用した自作教材について分析し、学生自身が学びをデザインする

余地を残した教材の工夫が、学生自身が必要な日本語の表現を使うというオーダーメイド

の学習を可能にし、それが学生自身の日本語能力に対する主観的な意識へと影響を与え、自

信や達成感へと結びついていた（金丸 2021）。また、実践 Bについては、活動のあり方に
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ついて分析を行い、学生が体験と実感を伴って学ぶ活動のデザインが、学生の話したい内

容、話すべき内容をサポートし、それによって「留学生」という括りではなく、学生個人と

して浮かび上がり、教師や地域住民との相互の関わりにつながった（金丸 2020b）。実践 A、

実践 B ともに、地域に関わるテーマを題材とし、初級レベルの学生であったが教室でとも

に学ぶ仲間や教師、地域住民と豊かな関わりを築き、学生の主体的な日本語の学びや使用が

見られた。発表者は、それを「自分ごと」の学びによるものだと考える。諏訪・藤井（2015）

によれば、「自分ごと」とは、「あるできごとや知識・情報が自分のからだや生活にとってど

ういう意味をもつのかを一人称視点で考える」（p.3）ことであり、そのためには、からだを

使うこと、自分の生活文脈の実感に照らして理解することが重要であるという。 

 上記の分析結果を踏まえ、本発表では、改めて実践 A、実践 B を振り返ると、そのよう

な「自分ごと」の学びが、地域に根差した活動に支えられていたことが明らかになった。こ

こでは、実践 A、実践 B から一つずつ、その様子を表すエピソードを紹介したい。実践 A

では、「地域の魅力を発信する」をテーマに、大学の近隣にあるショッピングモールにてイ

ンタビュー調査を実施した。事前活動として、グループでテーマを決め（有名な食べ物、お

祭り、若者の生活など）、調査計画を立て、ロールプレイでリハーサルし、活動に臨んだ。

当日は、各グループでインタビューを行ったが、インタビュー活動も終盤に差し掛かったこ

ろ、ある印象的な出会いがあった。それは、ショッピングモールの休憩スペースで休んでい

た地域住民グループとの出会いである。初めは、学生たちが準備した質問を一つひとつ聞い

ていったのだが、次第に、地域の方からも質問を受けるようになり、さらには、そこから本

題から離れ、母国の紹介や大学での日本語の勉強についてなど多様な話で盛り上がったの

である。最後に、一人の地域の方が発表者に「元気をもらったよ」と語ってくれた。この方々

は、活動の最後に行った成果発表会にも足を運んでくれた。もう一つは、実践 B でのある

学生と地域の方のやりとりである。実践 Bでは、「地域の生活」について学ぶために様々な

テーマ（地域の交通、ごみ、アパートの生活など）で学習し、その一環として地域の方との

交流会を実施した。交流会では、地域の方 1～2名と学生 2～3名で一つのグループを作り、

それぞれの紹介や生活で困っていることなどを相談しつつ、「地域の中で外国人と日本人が

ともに生活するために大切なこと」について話し合った。この活動の中で印象的だったの

は、ある一人の学生が、活動の終わりに自発的に手紙を書き、交流した地域の方に手渡した

という出来事であった。内容は、その日に話したテーマと関連するものであった。後日、地

域の方も手紙の返事を書き、学生に届けに来てくれた。 

 さて、上記の二つのエピソードは、どのような意味を持つだろうか。二つに共通するのは、

学生が主体的にことばを使い、地域の方に働きかけ、地域の方もそれに応え、次の行動へ発

展していったということである。ここで使われたことばは、決して正確なものではなかっ

た。しかし、初級文法の範囲に留まらない豊かなことばであった。そして、このようなこと

ばのやりとりは、「地域（地元）」という学生と地域住民の共通項によって支えられていたの

である。地域に根差したテーマに対する理解や、興味・関心を掘り起こすことで、「他なら
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ぬ『わたし』だというわたしの個
．
有性（セルフ・アイデンティティ）」（前平 2008：10）を

浮き上がらせることにつながり、それが主体的なことばのやりとりや、学生と地域住民のつ

ながりを築く基盤となっていた。 

 

4.おわりに 

 留学生と地域とのつながりを築くためのことばの教育において、留学生が個人として立

ち現れるための「自分ごと」の学びが必要であるが、その学びが、地域に根差していること

が重要である。それは、ただ地域のテーマを扱うということだけではなく、そのテーマにつ

いての理解や興味・関心を掘り起こしていくことである。それにより、留学生は、そこに生

きる自分を意識し、個が浮かび上がり、地域住民との個と個の関係を築くことになる。この

ようなことばの教育のあり方が、相互変容や、その地域ならではの多文化共生に向けた取り

組みに結びつくのではないだろうか。 
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日本語教科書に見られるコミュニケーションは実際のコミュニケー

ションを反映しているのか 

－「ほめ」/「ほめに対する返答」を例として－ 
丁怡然（早稲田大学日本語教育研究科 修士課程修了） 

 

1.はじめに 

日本語教育において、前から「コミュニケーションのため」ということが叫ばれ、様々な

工夫が行われてきた。しかし、長年にわたって現在の「コミュニケーションのため」の日本

語教育現場について、「『教えかたをいかにコミュニカティブにするか』ということが中心で

あり、『教える内容をいかにコミュニカティブにするか』ということにはあまり関心が向い

てこなかった」（野田 2005：v）と指摘されている。 

上記の「教える内容」と「教え方」との関係について、「もし、『教える内容』に問題があ

って、それを不問に付したまま教えているとしたら、いくら『教え方』を工夫したところで

よい結果は出ない」（白川 2005：54）と論じられている。 

たとえば、日本語学習者がほめられた時、母語話者より否定的な返答を多く用いることは

度々指摘され、原因として「教科書の扱い」や「教師の指導」との関係にあるとされている。

本論文では、「教え方」を工夫するより、「教える内容」を抜本的に検討する必要があるとい

う立場をとり、「教える内容」に当たる教科書に着目し、学習者が「否定型」の返答を多く

使用する原因を調査していく。また、コミュニケーションの教育のためには、「母語話者の

コミュニケーションの研究が必要である」（野田 2009：70）という指摘に従い、会話コー

パスを対象に、「ほめ」1に関する実態を考察し、教科書に見られる結果と比較していく。 

 

2.先行研究 

先行研究（横田 1986、寺尾 1996、Jones 1998、Shimizu 2004）では、日本語母語話者

が使用する返答について調査した。それぞれの結果に見られる「否定型」2の使用頻度は 20%、

22%、17%、13%となっており、返答全体の五分の一も過ぎなかったことがわかった。 

そして、ほめられたことに対してどのように返答をするのかについて、会話における「話

者情報」3および「ほめ対象」4が「返答」に影響を与えると報告されている。 

丸山（1996）は、ほめ手が聞き手とが同性の場合は、聞き手は「ほめ」を受け入れる傾向

にあり、異性の場合は「ほめ」を否定される傾向にあると述べている。「ほめ対象」に関し

ては、所持物、外見についてのほめは受け入れられやすいが、技量、性格についてのほめは

受け入れられにくいと指摘している。平田（1999）では、年齢による返答の仕方に顕著な差

異がなかったが、関係による返答に関しては、目下が目上にほめられた場合、否定して打ち

消すことが全くなかった。代わりに同意、感謝や喜びの表出が多く見られた。性別による返

答に関しては、女性にほめられた男性の返答について、同意（26.7%）と感謝（20%）の割

合が高いという傾向が出た。金（2012）では、男性の場合は、「外見」、「才能」に対する返
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答において、「否定型」がほぼ見られなかった。それに対して、女性の場合は「外見」、「才

能」への返答に「否定型」が多く見られた。 

一方、日本語学習者に関する先行研究では、「話者情報」および「ほめ対象」が異なって

いるにもかかわらず、「否定型」が最も使用されることが見られる。 

横田（1986）は、日本語を学習しているアメリカ人が母語でほめられた場合は率直に受け

取るが、日本語でほめられた場合は、否定的な返答を多く用いている結果が考察され、否定

的な返答の頻度はむしろ日本人より多かった点を指摘されている。同じくアメリカ人日本

語学習者を調査対象とする Shimizu(2004)でも、母語で返答する場合は、学習者は日本語

母語話者より肯定的の返答が多かったが、日本語の場合は日本語母語話者よりもはるかに

否定的傾向を示していることを述べている。池田（2008）は、母語での返答では、日本語学

習者が自分自身の評価によって返答をしているが、日本語での返答では「いやいや、そんな

ことないです」など自分の評価に関係なく返答していることが指摘している。 

先行研究では、学習者が「ほめ」に対して否定型の返答が多く用いる理由に関して、「教

科書の扱い」（犬飼 2018）や「日本語教師の指導」（清水 2003）などが見られると論じて

いる。前述のように、日本語教育において、「教える内容」に目を向いていない傾向があり、

問題点を解決するためには「教える内容」を見直す必要があるため、本研究では教科書にお

ける「教える内容」に注目し、考察を行った。 

 

3.調査概要と結果 

本研究の目的を明らかにするために次の順で調査を行った。まず、研究課題 1 である「現

行の日本語教科書において、『ほめ』/『ほめに対する返答』どのようになっているのか」に

答えるために、調査 1 を行い、教育現場でよく使われる日本語教科書 4 種類 8 冊を確認し

た。次に、課題 2 である「実際のコミュニケーションにおいて、『ほめ』/『ほめに対する返

答』どのようになっているのか」に答えるために、調査 2 を行い、『BTSJ 日本語自然会話

コーパス（トランスクリプト・音声）2020 年版』を用いて実際のコミュニケーションを確

認した。最後に、研究課題 3 である「研究課題 1 で得られた結果が研究課題 2 で得られた

結果を反映しているのか」に答えるために、調査 1 調査 2 の結果に基づいて考察を行った。 

 得られたデータを踏まえて、それぞれの課題を「ほめ」、「ほめに対する返答」、「ほめによ

る返答」といった順で考察を行った。 

まず、「ほめ」に関しては、「話者情報」、「ほめ対象」、「再ほめ」という面から考察した。

そのうち、「話者情報」については、次の 3 点が見られた。1）日本語教科書における「ほ

め」の会話において、「話者情報」が一部分しか提示されていない状況があり、日本語教科

書における「ほめ」の「話者情報」について、判断が難しいことが分かった。2）調査 1 で

は「男女」「社会人」「既知（友人）」の「ほめ」が多く見られたことに対して、調査 2 では、

「男男」「学生」「初対面」の「ほめ」が多く見られた。3）両調査において、いずれも関係

が「同対等」である場合は「上下」の場合より「ほめ」が多く見られた。そして、「ほめ対
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象」に関しては、「何をよくほめるのか」について考察した。その結果によると、次の 2 点

が見られた。1）「ほめ対象」として、調査 1 では、「容姿・服装・所持物」の出現回数が最

も多かった（43%）。それに対して、調査 2 では「才能・知識・技術」の出現回数が最も多

かった（39%）。2）調査対象の下位分類である「ほか」において、調査 1 は 4 例 2 種類し

かなかったが、調査 2 は 35 例 5 種類が見られた。また、「再ほめ」を含む会話型の種類に

関して、調査 2 では 4 種類が見られたが、調査 1 では 2 種類しか提示されなかった。 

次に、「ほめに対する返答」については、「返答タイプ 1 と返答ストラテジー1」、「再ほめ

に対する返答の使用」について考察した。まず、「返答タイプ 1 と返答ストラテジー1」につ

いては、次の 3 点が見られた。1）調査 1 では、単一型の返答タイプだけ提示された。2）

「否定型」の返答タイプについては調査 2（18%）より調査 1（1%）のほうがかなり低い。

3）調査 1 で提示されたストラテジーの種類が少なかった（10 種類、調査 2 は 23 種類）。

そして、「再ほめに対する返答の使用」に関しては、次の 2 点が見られた。1）調査 2 では

計 34 種類 52 例が考察され、返答のバリエーションが窺えたが、調査 1 では計 3 種類 3 例

しか提示されなかった。2）調査 2 では、聞き手はほめられたことに対して、その場に応じ

て、返答を柔軟に変更したりすることが窺えた。一方、調査 1 ではいずれも「返答タイプ 1

―返答タイプ 2」が「回避型―回避型」となっていて、前後の回避タイプは変化せず、返答

の仕方が限られている。 

続いて、「ほめによる返答」に関しては、「話者情報による返答」および「ほめ対象による

返答タイプ 1」について考察した。その結果によると、次の 3 点が見られる。1）全体的に、

両調査とも、「回避型」の使用が最も多かった（調査１は 68%、調査 2 は 59%）。2）「属性」

の下位分類である「学生」、「性別」の下位分類である「女女」、「面識」の下位分類である「初

対面」に関して、「返答タイプ」の使用状況が異なっている。3）「肯定型」の返答タイプが

使いやすい「ほめ対象」に関して、調査 1では「容姿・服装・所持物」であるが、調査 2 で

は「才能・知識・技術」および「ほか」である。「回避型」の返答タイプが使いやすい「ほ

め対象」に関して、調査 1 では「才能・知識・技術」と「容姿・服装・所持物」であるが、

調査 2 では「才能・知識・技術」と「行動」である。 

したがって、日本語教科書が実際のコミュニケーションを反映しているところがあるもの

の、反映していないところも多く見られることがわかった。 

 

注 

1 「ほめ」を金（2012）に従い、話し手が「良い」と認める聞き手のこと、あるいは聞き

手に関する人、物のことを、聞き手を心地よくさせ、直接的あるいは間接的に、肯定的

な価値があると伝えることとする。 

2 「返答タイプ」というのは、「肯定型」、「回避型」、「否定型」である。一方、「返答のス

トラテジー」について、本研究では、肯定型、回避型、否定型の 3つの分類を採用した

ものの中で下位種類が最も多い Shimizu（2004）を用いて考察する。 
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3 『BTSJ 日本語自然会話コーパス（トランスクリプト・音声）2020 年版』の会話者情

報を参考に、性別の組み合わせ、話者の社会的属性、会話相手との関係、話者同士の面

識の度合い、年齢層である。 

4 ほめの対象を「才能・知識・技術」、「容姿・服装・所持品」、「行動」、「性格」に分類

する。 
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子どものキャリア形成を支える日本語教育を考える 

―JSL 高校生の大学受験前後の語りから― 
小林美希（早稲田大学大学院日本語教育研究科 博士後期課程） 

 
1. 問題の所在と研究の目的 

近年、JSL生徒の高校進学率の上昇に伴い、彼らの高校卒業後の進路選択をどのように
支えていくかが新たな課題となっている。日本経済新聞（2020年 11月 25日）は、JSL
生徒の進学について「高校を卒業できても大学や専門学校に進めた生徒は 4割にとどまっ
ている」と述べ、言語の壁により、進学を諦める JSL高校生が少なくないという現状を挙
げている。筆者もこれまで JSL生徒が多く在籍する高校において日本語教育に携わる中
で、日本の大学への進学を希望しながらも、高校卒業後の進路に見通しが立てられずに、

将来に不安を感じている多くの生徒に出会ってきた。このような JSL生徒が抱える不安
は、今後、日本の学校やコミュニティで日本語を使い、どのように生きていけばよいのか

ということばの問題を端緒とし、どのようにキャリア形成し、自分らしく生きていくのか

というライフコースを見据えた問いへとつながっているといえる。しかし、実際の教育現

場では、教科学習の補習や配布物へルビを振るといった対応に留まっていることも多く、

日本の高校に在籍し、日本の大学への進学を希望している JSL生徒に対し、どのような指
導をすべきなのか、JSL生徒のライフコースを見据えたことばの学びの実態と具体的な実
践に関する議論はない。 
では、JSL生徒のライフコースを見据えた実践をデザインし、子どものキャリア形成を
支える日本語教育を進めていくためには、どのような観点が必要なのだろうか。そこで、

本研究では、日本の大学への進学を希望する JSL生徒の大学受験前後の語りをもとに、
JSL生徒の日本語学習と日本語を含む複数言語に対する意識が、進路選択にどのように関
わっているのかを明らかにすることを目的とする。その上で、「子どもの全人的な発達、

成長を支える視点」（文部科学省 2004、石井 2006など）を軸に、JSL生徒のキャリア形
成を支える日本語教育を進めていく上で必要な観点を考えていきたい。 
 
2. 子どもの発達を捉える視点とキャリア教育 

石井（2006）は、子どもの全人的発達を支える教育の一環として、年少者日本語教育を位
置づけ、「発達を捉える視点」の重要性を挙げている。石井は、発達について「長期間にわ

たるプロセスであり、子どもの現時点での力は、将来に開かれた可能性につながる一段階で

ある」（p.5）と述べている。さらに石井は、日本語を第二言語として学ぶ子どもの多くは、
生育環境が多様であり、子どもの状況を把握した上で「教育の目標や内容をどう設定するか

は、子どもの将来の見通しと無関係ではあり得ない」（p.5）と指摘する。石井の論考からは、

JSL 生徒の教育を考えていく上で、子どもの将来を見据え、生涯にわたることばの力の育

成を目指した日本語教育実践を行っていくことの重要性が示唆される。 
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一方、心理学の分野においては、Super（1980）が、キャリア発達理論を提唱している。

キャリア発達理論とは、発達を生涯にわたる変化の過程であるとし、キャリアを、生涯にわ

たって人がさまざまな役割を果たす、組み合わせと連続のプロセスであるとする考え方で

ある。このような Super（1980）の考え方をもとに、文部科学省（2004）では、子どもた
ちの全人的な成長・発達を支援する視点に立ち、認知的発達段階に応じて展開されている教

科学習とキャリア教育を統合させ、キャリア教育を学校教育そのものとして取り組んでい

くという方向性を示した。このように、現在の学校教育におけるキャリア教育は、従来の職

業指導や進学、職業との適合性を主眼とした進路指導に留まらず、子どもたちが社会と関係

を持ち、生涯にわたって主体的に歩んでいく力の育成へとシフトしてきているといえる。 
以上をふまえると、年少者日本語教育においても、子ども自身が、自分らしい生き方を展

望し、実現していくために必要な生涯にわたることばの力の育成を目指した実践を行って

いくべきであるといえるだろう。そして、そのような実践を構想していくためには、「複数

言語環境でことばを学んできたことをどのように捉え、今後、どのように生きていきたいの

か」という点に関して、当事者である JSL 生徒はどのように捉えているのかを明らかにす
る必要がある。本研究では、進学を希望する生徒にとって、重要なライフイベントである大

学受験前後の語りをもとに、JSL 生徒の日本語学習と日本語を含む複数言語に対する意識
が、高校卒業後の進路選択にどのように関わっているのかを明らかにしていきたい。 
 
3. 本研究の概要 

研究のフィールドは、筆者が勤務する日本国内にある全日制の私立女子高校である。本研

究では、当該高校に在籍していた 2020 年度の 3 年生、中国語を母語とする JSL 生徒リン
（仮名）に対して大学受験直前に ZOOMで行った AO 入試の面接練習、および大学合格後

に対面で行った計 3 回の半構造化インタビューを主なデータとする。インタビューでは「こ

れまでの学習経験」と「進路選択」を中心に質問を進め、逐語化した。これらのデータを、

SCAT（Steps for Cording and Theorization 大谷 2011）を用い、4ステップのコーディン

グ 1を行い、ストーリー・ライン 2（以下、SL）を作成し分析を進めた。 
4 ステップのコーディングを終えた段階で、「これまでの学習経験の意味付け」と「日本

語学習と日本語を含む複数言語に対する意識と進路選択」という 2 つの内容のまとまりを

確認したため、SLは、上述の 2つのまとまりで分け、記述した。以下、4 章では、上述し

た 2つの SLの一部を抜粋して示す。なお、構成概念として記述された語句は、SL中の該

当箇所に下線を付して示すこととする。 
 
4. 分析結果 

4.1. これまでの学習経験の意味付け（SL 一部抜粋） 
中国で過ごした小学校時代に関する語りでは、成績に対する肯定的評価をしている。その

理由として、リン自身が、親の養育態度を認知し、親、生育環境への感謝を挙げ、家庭教育
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環境を肯定的に捉えている点が挙げられる。 
来日当時のリンを支えたのは、日本語力不足により、緊張する学校生活とは対照的なコミ

ュニティの場としてのボランティア日本語教室であった。その後、緊張する学校生活であっ

たものが、友人とのやり取りを通して、友人とコミュニケ－ションをとる場へと変化し、そ

のことが、日本語学習の動機付けとして大きくなっていったことを挙げている。 
4.2. 日本語学習と日本語を含む複数言語に対する意識と進路選択（SL 一部抜粋） 

中学、高校と学校における他者との関係構築が進んだことにより、リンの中での第二・第

三言語への意味付けが変化していった。具体的には、第二言語である日本語に対する意味付

けが、学習対象から社会的関係性を構築する「自分のもの」へと変化し、第三言語である英

語は「教科」として捉えるようになった。そして、このような意味付けの変化とともに、日

本語力も向上し、自身の複言語性に対する肯定的評価につながっていった。 

一方、高校での日本語学習に関しては、受験に合格するための学びの重要性を訴え、具体

的には、文章展開パターンの獲得など、小論文に関する手続き的知識の有用性を述べている。

さらに、大学受験において、語学に関係する英検や日本語能力試験など民間の資格取得が考

慮されたことや大学受験で自己実現を果たしたことも相まって、複言語性への肯定的評価

がさらに高まっている。そして、複言語性を活かした職業に就くことへの志向が強く見られ、

同じような複数言語環境で育ってきたロールモデルの存在を挙げ、彼女のように JSL の子
どもたちへの力になりたいという思いを強く持っている。リンにとっては、このような複言

語性を活かした職業に就くことにつながることが、大学受験時の学部選択の基準であった。 

4.3. 分析結果のまとめ 

分析の結果、小学校時代は、学校と家庭（親）、中学校からは、学校、あるいは、学校以

外での他者を介した社会との関わりが徐々に広がり、そのような社会的側面が、言語資源に

対する自己評価や自己認識の変容といった個人的側面に大きな影響を与えていることが分

かった。そして、このような個人的側面が、大学の学部選択や大学進学後の将来の方向性に

密接に関わっていた。一方、日本語に関してリンは、他者や社会との関係性を構築するため

の「自分のもの」と位置付けながらも、日本語学習に関しては「受験に合格するための学び」

の重要性を主張していた。リンの事例から、進学を希望する JSL生徒にとって、日本語は、
他者や社会との関係性を構築するために重要な社会的側面をもつ一方で、現実的に、資格取

得の対象や、進学機会を決定づける重要な指標として捉えられていることが分かった。 
 

5. 結論 

以上の分析結果を「子どもの全人的な発達、成長を支える視点」（文部科学省 2004、石井 
2006など）から考察すると、JSL生徒のキャリア形成を支える日本語教育に関して、以下

2点の示唆を得ることができる。1点目は、子どものライフコースについて、子どもの発達
過程を基軸とし、他者や社会との関係性を構築する社会的側面と、自己認識するといった個

人的側面の双方から捉えていくことの重要性である。2点目は、「受験に合格するための学
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び」など、子どもにとって、目の前にある重要な課題を、到達点と設定することなく、ライ

フコースに位置づけ、将来へとつなげていくことの重要性である。人は、各時期にふさわし

い目の前にある課題を達成し、自己実現を果たしていくことが、生涯のキャリアへつながっ

ていくという（文部科学省 2004）。したがって、大学進学とそのための学習は、子どもにと
っては、目の前にある重要な課題であり、キャリア発達の一過程であると考えられる。そこ

で教師が、子どもの必要に応じ、大学受験を主目的とした能力育成のみに目を向けるべきで

はない。反対に、目の前にある課題を乗り越えた、その先にのみ、焦点を当て、目の前にあ

る課題から目を背けることもできない。目の前にある課題をどう乗り越え、そこで培われた

ことばの力が、新たな環境において、どのように子どもたちを支えていくのかを、議論して

いく必要があるのではないだろうか。進学を果たした後も、子どもが目標を失うことなく、

自分らしい生き方を展望し、自己実現に向け、新たな道を自ら切り拓いていけるよう、「受

験に合格するための学び」を、言語活動の中に組み込み、他者との関わりを通して自身の複

言語性や生き方と向き合うことができるような実践を展開していくことが求められる。 
 

注 
1 4 ステップのコーディングとは、データに対し、①着目すべき語句の記入、②①の語句

からデータ外の語句への言い換え、③②を説明するための概念、語句の記入、④①～③

に基づいた構成概念の記入、という 4つの手続きを示す（大谷 2011）。 
2 ストーリー・ラインとは、データに記述されている出来事に潜在する意味や意義を、主

に構成概念に記述したテーマを紡ぎ合わせて記したものである（大谷 2011）。 
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日本語教科書における挿絵の役割 
―『みんなの日本語 初級』Ⅰ・Ⅱの会話文の挿絵を対象として― 

柳東汶（早稲田大学大学院日本語教育研究科 博士後期課程） 
 
1.はじめに 
 本研究は、日本語教科書において挿絵がどのような役割を持つかについて考えるもので

ある。ここで言う挿絵とは、日本語教科書において例文や会話文、練習問題などと共に提示

され、日本語で示された内容を絵として表現するものを指す。挿絵は、教科書の内容を理解

するに当たって有効に活用できるものとして広く認識されていると考えられる。言い換え

ると、日本語という言語で示されている内容の理解を助ける、非言語的で視覚的な材料なの

である。そして、その役割について直観的に考えると、「挿絵は、会話が誰とどこでどのよ

うに行われるかを視覚的に想像しやすくしてくれるから、会話の内容を理解するに当たっ

て、とても役立つものになる」といったことが言えるだろう。 
 しかし、非言語的な材料が、言語的な内容の理解を助けることに対して疑問を示す研究も

ある。たとえば、加藤他（2001）は、外国人留学生が文章を理解する場面を対象として、図

表の有無による 2 グループ間の t 検定を行い、図表を提示することの効果が認められなか

ったという。この結果を、日本語教科書の挿絵の場合にそのまま当てはめることは無理があ

る。しかし、挿絵の役割について考えていく必要があるという示唆は得られるだろう。そこ

で、本研究では、実際の日本語教科書に載っている挿絵の内容を分析し、挿絵が持つ役割に

ついて考えることを目的とする。 
 
2.先行研究 
 日本語教科書を含めた日本語教材の先行研究は数多くある（吉岡・本田 2016、岩田 2018
など）。しかし、日本語教材の挿絵に関する研究は、管見の及ぶ限り、権（2005）だけであ

る。権（2005）は、4 カ国の教材にある漫画、イラストの中の非言語行動を比較して、各国

の非言語行動に関する価値観が現れることを論じている。しかし、まだ教科書における挿絵

の役割について十分研究されているとは言えない。そこで、本研究は、教科書に載っている

挿絵が、教科書においてどのような役割を持つかを論じるものとして位置づけられると考

えられる。 
 
3.調査 
 本研究では、研究対象として『みんなの日本語 初級 第 2 版』Ⅰ、Ⅱ（以下、『みん日』

Ⅰ、Ⅱと称す）を選定した。『みん日』ⅠとⅡは、それぞれ「第 1 課-第 25 課」「第 26 課-第
50 課」の構成であり、各課に会話文と挿絵が 1 枚載っている。本研究では、『みん日』Ⅰと

Ⅱから確認できる合計 50 枚の挿絵を、主な調査対象とした。加えて、会話文との関係を分

析することを想定して、会話文の内容も調査対象として含めた。 
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4.分析 
4.1.分析方法 
 挿絵を分析する際の主な観点として、（1）どのような視点から描いているか、（2）どのよ

うな構成で描いているか、（3）会話文のどの部分を、どのように描いているか、を設定した。

具体的に述べると、（1）は、読み手が挿絵をどの視点から眺めることになるか、（2）は、挿

絵が表す場面がいくつか、複数の場合はどう表現するか、（3）は、挿絵の内容が会話文のど

の部分を描写していると見られるか、である。そこから、挿絵の役割について考え、学習者

の学習を助けるために必要な部分を提示する。 
4.2.結果 
 分析した結果、（1）に関しては、二人以上の登場人物が見える視点から、登場人物間の会

話を観察するように距離を置いて描いているものが多く見られた。図 1 を見ると、左から

登場人物の佐藤、山田、ミラーが立って

おり、真ん中の山田が佐藤とミラーを互

いへ紹介し、挨拶が行われる場面である。

読み手は、このうちの誰かの立場として

ではなく、登場人物からある程度の距離

を置いたところで全体を眺めるような視

点から場面が描かれている。このような

視点になる理由の一つは、会話文に読み

手が登場せず、本の中の世界を外から観

察する構成になっているためであると考

えられる。そのため、登場人物が読み手

と目を合わせるなど、読み手を意識する

ような構図の挿絵は存在しない。もう一

つは、会話に登場する人物の顔、姿勢、ジ

ェスチャーなどを見せるための工夫のよ

うに思われる。そのため、図 1 の佐藤がお

辞儀するところと、ミラーの握手を求め

るジェスチャーがわかりやすく描かれて

いることがわかる。 
 （2）に関しては、会話文の一部や複数

の部分を描いており、複数の部分を描く

際、挿絵の中に波線を引いて区切ってい

ることが見られた。図 2 は、『みん日』Ⅰ

の第 8 課に載っている挿絵である。会話

 

図 1 『みん日』Ⅰの第 1 課の挿絵 

 

図 2 『みん日』Ⅰの第 8 課の挿絵 
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文は、サントス夫婦が山田家に訪問し、コーヒーを飲みながら話をする内容である。その内

容は 2 本の点線で 3 つに分かれており、「日本生活について話す」「コーヒーの勧めと断り」

「帰りの挨拶」という内容になっている。しかし、挿絵は 6時であることを確認し、帰ると

いう 3 つ目の部分だけを表している。このように、会話文で場面が変わることを示す点線

の数と比べて、挿絵の波線のほうが少ないことが見られた。つまり、挿絵で複数の場面を表

す工夫がなされている一方、会話文と比べて挿絵が断片的に見えてしまうリスクがあると

考えられる。 
 （3）に関しては、会話文の一部のやり

とりを選択して描いていることが見ら

れた。中には、登場人物の台詞の一部（一

単語ほど）が吹き出しで表現されたり、

登場人物が過去の経験や未来の予定を

言う際に、その場面の描写が登場人物の

後ろにある円や吹き出しの中に表現さ

れることなどが見られた。図 3 は、『み

ん日』Ⅱの第 45 課の会話文を表現した

挿絵である。会話文の流れとしては、ま

ず、マラソンを始める前に係員が案内す

る。そして、参加者の質問に係員が答え

た後、マラソンが終わった後に鈴木とミラーが結果について話す内容である。マラソンが始

まる前の部分が左に配置され、参加者が質問するところは表現されていないが、係員が答え

る内容が吹き出しの中に表れている。参加者の「コースを間違えたらどうするか」「途中で

やめたい場合はどうするか」という質問に対して、順番に答える内容が吹き出しの左から右

へ表れている。コースが矢印に表現され、その矢先に結果として 2 位になったミラーが立

っている。ここは、会話文の後半にある、鈴木とミラーが結果について話す部分の表現であ

る。ただし、鈴木とミラーが会話する場面は表現されておらず、2 位の結果に喜ばないミラ

ーの表情が表れているだけである。この図から、「〇・×」や矢印などの記号を活用すること

で、会話文の内容を簡潔でわかりやすく表現する工夫が見られる。同時に、情報量が多く、

内容の理解が難しい部分もある。 
 
5.考察 
 以上の分析した結果から、挿絵の役割について考察する。まず、読み手の視点（立ち位置）

が登場人物と距離があることには、登場人物の表情、ジェスチャーなどのマルチモーダル・

コミュニケーションがよくわかるという利点がある。図 1 からは、挨拶の際に行う行為が

わかり、図 2 からは、玄関の前で別れの挨拶をする場所と行為がわかる。単に日本語を理解

するだけではなく、どのようにコミュニケーションを行うかという、より広い視点から学習

 
図 3 『みん日』Ⅱの第 45 課の挿絵 
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できる。一方、日本語を、理解のみの対象と捉えることが懸念される。読み手が会話に参加

するのではなく、外から観察する視点が終始保たれるため、会話文は基本的に理解の対象で

あり、読み手自身が表現する余地を与えない。教科書において、学習者の表現より理解に焦

点が当てられていることが窺える。 
 次に、何往復もあるやりとりを一枚の静止画で表現することの利点と難点がある。図 2 か

らわかるように、波線を用いて、複数の場面を左から右へ表現する工夫があるのは、会話文

の場面を経時的に捉えるに当たって役立つ。ただし、このように工夫しても、全ての場面を

十分に表現することは難しい。 
 最後に、長い会話文を一枚の挿絵に凝縮させた結果、絵の表現が簡潔で情報量が多くなっ

てしまう場合がある。図 3 の場合、会話文の流れを追うために、挿絵の左下から吹き出しの

中の左、右、挿絵の右下という方向で絵の内容を把握していく必要がある。さらに、吹き出

しの中の左と右の内容の境目が曖昧で、マラソンのコースが矢印になっており、マラソンの

始まりと終わりという時間の流れが表現されているが、これは、会話文の内容を把握しない

と理解が難しいと考えられる。つまり、挿絵とは、必ずしも会話文を理解するために役立つ

という捉え方をするのではなく、会話文と挿絵は、あくまでも相補的な関係にあるものだと

捉える必要があるのだろう。 
 
6.おわりに 
 本研究で確認した挿絵は、会話が行われる場面を視覚的に把握できるという大変強い利

点があった。そして、一枚に凝縮されるという紙幅の事情から、会話の場面が十分表現でき

ていない部分もあるという限界も見られた。しかし、これは『みん日』だけが持っている特

徴ではない。文型、会話文、練習問題、説明など、様々な内容がある教科書なら、ある程度

共通して持つものであろう。今後は、より多くの教科書を対象として研究していきたい。 
 
参考文献 
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会誌』25、pp.155-160 

権敬珉（2005）「日本語教材の漫画とイラストに見られる非言語行動についての比較考察―日本・韓国・中

国（及び台湾）を対象として―」『日本語教育』124、pp.63-68 
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スリーエーネットワーク（編）（2013）『みんなの日本語初級Ⅱ第 2版』スリーエーネットワーク 
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 アウトリーチ型日本語教育支援のための市民リテラシーと 

その育成を考えるワークショップ 
齊藤真美（早稲田大学大学院日本語教育研究科 博士後期課程） 

奥村恵子（明治学院大学 国際学部） 

芹川佳子（早稲田大学 日本語教育研究センター） 

中野玲子（日本語みらいラボ） 

永岡悦子（流通経済大学 流通情報学部） 

山下千聖（早稲田大学大学院日本語教育研究科 博士後期課程） 

宮崎里司（早稲田大学 大学院日本語教育研究科） 

 

1.目的 

 近年、日本語教育が包摂する領域は拡大しており、日本語教育の専門家（以下専門家）

に求められる役割も増え、その重みも増し続けている。専門家が専門性を向上させ、他の

機関との連携を図ってはいるものの、いまだに「アウトリーチ（out reach：必要な支援が

行き届かない領域）」の現場は多い。しかし、非母語話者の周囲に関係者または傍観者と

して存在する人々が「市民リテラシー」を発揮し、自分にできる日本語教育支援（日本語

非母語話者の日本語能力向上により問題解決を目指す支援）を行うことで、共に居心地が

良い持続可能な地域社会の構築につなげていくことが期待できる。  

しかし、「アウトリーチ型日本語教育支援」と「市民リテラシー」は、多様な見解や意

義を含む用語であるため、個々の解釈では理解の深まりに限界がある。本ワークショップ

では、1）参加者が「アウトリーチ型日本語教育支援」と「市民リテラシー」についての

理解を深めること、2）（外国人が関係する）現在日本社会が抱えている問題や、これか

ら起こるかもしれない問題を他者と共有し、3）市民による「アウトリーチ型日本語教育

支援」による解決策とそれに必要な「市民リテラシー」の育成について他の参加者と共に

考えることを目的に個人ワークとグループディスカッションを行う。他の参加者と意見交

換をすることで、「市民リテラシー」と「アウトリーチ型日本語教育支援」の多様性を知

り、実生活とのつながりを考え、自身の日本語教育実践を改善していくきっかけになるこ

とを目指す。 

 

2.「アウトリーチ型支援」と「市民リテラシー」 

 「アウトリーチ」とは、外へ手を差しのべるという意味で、「アウトリーチ型支援」は

潜在的なニーズとつながる手法として、福祉分野などで使われている。「アウトリーチ型

支援」の対象者は、自発的に支援要請の声を上げない・上げられない人だけではなく、支

援の必要性を認識していない人も含まれている。通常、公的な支援は支援要請者が公的な

窓口に自ら行くことによって与えられるが、「アウトリーチ型支援」では、支援者がアウ

トリーチの領域へ行き、支援が必要な人に支援を行う。 
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日本語教育においては、在留外国人の増加をはじめ、日本国内外で日本語教育を必要と

する人は増え続けており、「アウトリーチ型支援」が必要な領域は拡大している。そのた

め、日本語教育の専門家だけでは、支援の手から取りこぼしてしまう人も少なくない。支

援を必要とする人達の周囲にいる非専門家の人達が「市民リテラシー」を発揮して「アウ

トリーチ型日本語教育支援」を行うことにより、この状況の改善の一端が見込める。 

市民リテラシーはシチズン（シティズン）・リテラシーとも呼ばれている。鈴木ほか

（2005）は次のように定義している。 

 

これからの市民には、単に社会的問題意識をもっているだけではなく、自分およ

び家族、自分の住む地域や社会や市民に対して愛着をもち、もっているがゆえに、

パブリックに関わり、それをよりよくしたいと考えることが望まれます。（略）そ

して、各個人が、自分の存在する社会を理解し、自分の役割を理解し、必要とされ

る情報、スキルや素養を身につけ、「市民」になることが必要なのです。私たちは、

その身につけるべきものの総体を「シチズン・リテラシー」と呼びたいと思います。

（p.19） 

 

また、楠見・道田（2016）は具体的な能力をあげて、次のように定義している。 

 

市民リテラシーは（略）批判的思考のスキルと態度、知識の土台として、市民生

活に必要な科学、経済、法律、健康などの領域のリテラシーと、メディア・ネット

などのテクノロジーに関するリテラシーからなる。市民リテラシーは生活の必要に

応じて身につけた個別のリテラシーと批判的思考に基づく、読解能力、コミュニケ

ーション能力である。これらを基盤にして、市民は生活に必要な情報を獲得し、人

に伝え、適切な行動をとる。（p.10） 

 

宮崎（2011）は、日本語教育における「市民リテラシー」として、「市民が目標言語の

外言的なインターアクション問題の解決に関わるだけではなく、共通の価値観を内言化し、

社会で役割参加するプロトコルを設定する上で不可欠な公共的教養」（p.95）と定義して

いる。社会は、日本語母語話者、非母語話者という区別なく、個々人の多様な価値観を含

んでいる。ゆえに、同じ社会で生きる人達が、お互いに、日本語での言語的な問題解決に

取り組むだけではなく、価値観の違いを自覚・理解し、共通の価値観を持って、共に居心

地が良い多文化共生社会を創るために、個々人が身に付けておかなければならないものが

「市民リテラシー」である。 

 「市民リテラシー」を発揮するとは、市民が各々の能力や環境、支援を必要とする人と

の関係性に応じて、無理のない範囲で、支援が必要な人を助ける行為を行うことである。

日本語非母語話者の日本語能力が一人一人異なるように、抱える困難も状況により異なり、
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その周囲にいる市民の能力も様々で、唯一の解決方法はない。状況に応じて「市民リテラ

シー」を発揮するためには、社会を構成する個々人が「市民リテラシー」を養成しておく

必要がある。 

 

3.ワークショップ 

本ワークショップでは、次の 1から 3の流れで活動を行う。 

1. デモンストレーション：ワークシートの記入例を示しながら、アウトリーチ型日本語

教育支援と市民リテラシーへの理解を深める。  

2.  個人ワーク：ワークシートへの記入 

① 私の現場 

② 私のアウトリーチ 

③ 私のアウトリーチに関わる市民 

④ 市民（周囲の人々）ができる（と思う）日本語教育支援 

⑤ 上記④のために私ができること 

3. グループディスカッション：Zoom のブレイクアウトルームを使用し、3～4 人のグル

ープに分かれ、それぞれのワークシートを提示する。参加者は他者のワークシートに対

して、自分がその現場に日本語の専門家として入ったら、または、一市民として関わる

ことになったらと想像しながら、自由に意見交換を行う。 

 

 日本語教育の専門家であっても、周囲にいる市民が提供できる支援のバリエーションを

考えることには限界がある。異なる領域から日本語教育に携わっている人達同士がアイデ

ィアや意見を出し合うことで、支援のバリエーションを知ることができる。それは、今後、

それぞれの実践現場に戻ったときに、周囲の人たちにできそうだと思える支援を提示し、

周囲の人たちの「市民リテラシー」の養成に貢献することができるようになる。また、日

本語教育の専門家も、各自の実践現場を離れれば、市民の一人である。本ワークショップ

が参加者の「市民リテラシー」の養成に貢献することが期待される。 
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