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地域日本語教室で「学習支援」と「相互理解」は両立するか
日本語教育コーディネーターの実践をとおした考察
萬浪

絵理*

（千葉市国際交流協会）

概要
本稿は，地域日本語教育の場において，日本語能力向上という外国人市民の「ニーズ」に
応えつつ市民同士が相互理解をめざす学習活動とはいかなる形であるのかを，日本語教育
コーディネーターの視点で考察するものである。地域日本語教室は多文化共生社会の実現
に向けて多様な言語・文化の背景をもつ市民が対話・協働によって対等な関係づくりをめ
ざす場であるという理念が謳われているものの，現実には多くの日本語ボランティアが日
本語指導の役割を負わされているために理念が実践におりていないと言われて久しい。問
題を状況主義的に捉え，日本語学習者としての外国人，日本語ボランティア，一般市民と
いう 3 つの層の関わりに着目して教室活動の実践をおこなった結果，日本語学習と相互理
解が両立することがわかった。両立のために重要なものは「学習支援」の概念と具体的な
方法であった。
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「相互理解や社会参加」にその理念が置かれつつあ

1．問題の所在

ると述べ，日本語教育を求める側と提供する側とに

地域日本語教育の場はだれにとってどのような場

ズレが生じているとしている。そして，日本語教育

になればいいのだろうか。ヤン（2012）は，国と

は「日本語」の「教育」なのであり，「日本語能力

日本語教育と定住外国人の三者がそれぞれ地域日本

の育成」こそが日本語教育でしかできない・日本語

語教育に期待する役割を考察し，その中で国と定住

教育がすべきことであると指摘している。
本章では外国人市民 1 のニーズと日本語教育が社

外国人から期待されているのが「日本語能力の育
成」であるのに対して，日本語教育の立場からは
1

国籍や第一言語に関わらず，日本語教育が対象とする
人々に便宜上，外国人市民または外国人という用語を
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用いる。
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会づくりの観点から提供したいものとの間には「ず

ランティアの活動は 1980 年代から展開されてきた

れ」があるのかを確認し，両立をめざすにあたって

が，1990 年の改正「出入国管理及び難民認定法」

の課題を明らかにする。

の施行によって家族を伴った日系人が地域に定住し
始めたことによる定住外国人の急増を機に，日本語
教室が増加した。しかし，具体的な活動内容として

1．1．外国人市民の「ニーズ」
外国人市民は地域日本語教室の場に「日本語がわ

モデルがなかったことから多くは「学校型」（尾

からないと困るので勉強したい」「日本語が話せる

崎，2004） 2 の日本語教授の方法が取り入れられ

ようになりたい」といった訴えを持って集まる。ヤ

た。ボランティアへの負担や，「教える‐教えられ

ン（2012）は様々な立場の定住外国人の声を引用

る」の上下関係が市民同士の関わりとして適切では

しながら，彼らは子育てや仕事などの場面で日本語

ないという議論（日本語教育学会，2009）から，

の必要性を感じており，そこには明確に「日本語能

何をどのようにすればよいのかという模索が続いて

力の向上」というニーズが読み取れるとしている。

いる。

しかし彼らのその声をもって日本語教育はその声に

日本語教育学会（2008，p. 14）に挙げられてい

応えるために日本語を教育すべきであると論じると

る「地域日本語教育システム」の図によれば，そこ

すれば，それは「問題の個人化」（石黒，1998）に

には「生活者としての日本人」と「生活者としての

他ならない。本稿では「個人の能力不足，知識不

外国人」が関わって対話をする①「対話・協働の

足」という個体主義的能力観に立脚した議論を脱

場」と②「専門家による日本語教育」の 2 種類の場

し，以下の理由から，状況主義的学習観，つまり他

が想定されている（番号は筆者）。池上（2011）は

者性，相互性等を考慮に入れた議論（レイヴ，ウェ

地域における日本語能力を考察する中で，「
『生活者

ンガー，1991/1993）を展開したい。

としての外国人』に対する日本語教育の標準的なカ

まず，第二言語環境において課題遂行に問題が生

リキュラム案について」（文化審議会国語文化会日

じた場合，そこには人間関係や言語以外の認知的問

本語教育小委員会，2010）を見るに，「ここで『生

題が絡んでいる。「日本語の問題」として言語だけ

活者としての外国人』に対して育成しようとしてい

を文脈から切り離すことは不可能であり（松井，

る『日本語能力』は，いわゆる個体主義的な能力観

2013），問題は状況の中で捉えなければならない。

によって規定されるものではなく，社会の多様な状

また，外国人市民の声とされる「日本語能力の向

況において他者との関係性の中で発現する能力であ

上」というニーズは，「日本語が不足している自

ると捉えることができる」（池上，2011，p. 87）と

分」というアイデンティティから来ている。アイデ

している。そしてそういった能力観に立つならば，

ンティティは他者との関係の中で与えられるもので

その能力は①の「対話・協働の場」でこそ育まれる

あることから（石黒，1998），周囲との関係性，或

のであり，①と②との間に順次性，すなわち専門家

いは周囲のありようが変容することによって再構築

に教わって日本語がある程度わかるようになったら

され，日本語能力不足という認識自体が変化しうる
と考えられる。
2

尾崎（2004）はボランティア中心に展開されている日
本語教育を「地域型」と呼び，大学や日本語学校で行

1．2．地域日本語教育の理念と現状

われてきた「学校型」の日本語教育と区別した。尾崎
（2004）や新矢（2012）は地域における「学校型」の

在住外国人の日本語学習支援をおこなう日本語ボ

弊害を指摘している。
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日本人と協働で交流の場に参加できるといった構造

の場においても，両者を同義に捉えているように思

が生まれることによって準備的教育に陥ることが

わ れ る 記 述 が 多 い こ と を 萬 浪 （ 2015） は 指 摘 し

あってはならないと指摘している。

た。西口（2008）は「日本語の習得支援＝日本語

また現実として②の「専門家による日本語教育」

を教えること」ではないという立場を取れば日本語

というのは制度化が進んでいない。地域日本語教室

ボランティアにとって日本語を教えることの専門性

は依然として 90％が日本語ボランティアとよばれ

は必要要件とはならないと述べ，外国人は，生活上

る市民によって担われている（文化審議会国語分科

必ずしも実用的に必要ではない「おしゃべり」をと

会日本語教育小委員会，2015）。地域日本語教育が

おした日本人との交流によって日本語を自然習得で

負う役割と担い手の「ねじれ」と池上（2007）が

きるのであり，交流自体が日本語習得支援 4なのだ

指摘した状態は未だに変わっておらず，理念を現場

としている。また西口（2008）は「そうした構想

におろした実践研究はきわめて少ないのが現状と言

の方向で日本語習得支援を有効に展開するために

える。

は，ただ単におしゃべりをするのではなく，理解と

以上の理念と現状から，多様な市民の間の相互理

習得の促進のために話したことを書いて渡すなどの

解と外国人市民の日本語能力向上という 2 つを目的

さまざまな工夫や交流を促進するための種々の仕掛

として①の場においてできる教室活動を考えなけれ

けなどがあったほうがよい」（p. 30）と述べ，その

ばならない。この教室活動をデザインする者が「地

具体的な議論を今後の課題として結んだ。

域日本語教育コーディネーター」とされている（日

一方，青木（2011）は「異文化交流活動が日本

本語教育学会，2008）。

語だけで行われると母語話者と非母語話者の力の不

前節と本節をまとめると，地域日本語教室では市

均衡が避けがたく表面化するため，ボランティアと

民同士の対等な関係構築を目的とした対話や協働の

学習者との交流をとおして日本語学習を支援しよう

活動を行いつつ，外国人の「ニーズ」に応えること

と す る や り 方 は 現 実 に は 機 能 し て い な い 」（ p.

が求められることになる。それは一体どのような内

258）と述べる。交流が外国人にとっての日本語習

容になるのだろうか。そしてその活動に携わる日本

得の支援になるためには，「聴くこと」を中心とし

語ボランティアに求められる外国人への関わり方と

た スキル がボ ランテ ィア に求め られ る（青 木，

はどのようなものか。日本語教育に関わる主体，す

2011；萬浪，2015）。対話や協働というのは当事者

なわち方向性や理念を打ち出す「国」や日本語教育

同士の水平な関係性の中で成立するが，「学習支

学会および実践を担う各機関はこの難題に具体的に

援」を「日本語を教える」という関わりであると捉

答えを示さなくてはならない。その際に重要となる

えた場合は教える者は教えられる者の「上」に立つ

のは，
「学習支援」の捉え方である。

関係となるため，それと同時に水平な関係を保って
対話や協働を実践することには無理が生じる。学習
者と水平に近い関係で行い得る学習支援とは，日本

1．3．「学習支援」の捉え方
学習支援 3 の方法は「教えること」に限らないに

語教授法などの専門知識に依るものではなく，学習

も関わらず，学習者やボランティアを含む一般の
人々のイメージはもとより，地域日本語教育の議論

4

西口（2008）は「日本語習得支援」という行為を「日
本語の学習を支援する」という立場とは明確な対比を

3

なすものと説明しており，「学習支援」という用語を

本稿における「学習支援」は外国人住民の日本語習得

「日本語を教える」に近い意味で捉えている。

を支援する行為を広く指すものとする。
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者が持つ様々な知識や経験に耳を傾け，話を引き出

「CBI」）」，「学習支援のあり方」「一般市民を含む参

すことによって日本語による自己表現の意欲を高め

加者層相互の関わり」という 3 つの観点，およびそ

る傾聴型の支援である（萬浪，2015，p. 73，図-

の関連性に注目する。このうち地域日本語教育の

1）。この形の関わりは，語るための知識や能力が相

CBI については，森岡，神吉，野々口（2015）が分

手の中に「ない（足りない）」ことを前提とした

類として「異文化体験型」と「交流・参加型」を挙

「日本語を教える」関わりとは根本的に異なり，そ

げている。本稿ではこれらの類型に新たな視点を加

れらが「ある」と信じることが前提である。相手を

えることで，地域日本語教育の実践のあり方の捉え

尊重してこそできるこの関わりへの視点は，共に生

直しを図りたい。

きる市民同士の関係性を創造する地域日本語教育の
場においては欠かせない。

2．実践の背景

1．4．研究の目的

2．1．
「テーマでつながる日本語クラス」の位置づけ

本研究の目的は，日本語教室活動における，日本

省察の対象とする「テーマでつながる日本語クラ

語能力向上という「学習者ニーズ」の充足と日本語

ス」5（以下「テーマクラス」）は千葉市国際交流協

教育が理念とする「相互理解・社会づくり」の両立

会（以下 CCIA）が「『生活者としての外国人』の

を探求することである。両立をめざして自身が企画

ための日本語教育事業 地域日本語教育実践プログ

から実施までを担った学習活動について，D．

ラム（B）」として文化庁より平成 26 年度から委託

ショーン（1983/2007）が唱えた「行為の中の省察」

を受け平成 28 年度現在まで継続している日本語教

（reflection-in-action）を行う。次章からどのような

育体制整備事業の取組のひとつである。筆者は「ち

学習活動をなぜ行い，データから何がわかったのか

ば多文化協働プロジェクト」と名付けられたこの事

を記述することで実践をふりかえる。後半では「行

業の日本語教育コーディネーターとして CCIA から

為についての省察」（reflection-on-action）として考

委嘱を受け，事業委託当初から取組の企画と調整を

察を行い，地域日本語教育をめぐる理論を批判的に

担う。事業の大きな目的は多文化共生社会，すなわ

捉え直す。

ち「国籍や民族などの異なる人々が，互いの文化的

三代，古賀，武，寅丸，長嶺，古屋（2014）は

な違いを認め合い，対等な関係を築こうとしなが

「実践＝研究」というパラダイムにおいて，実践研

ら，地域社会の構成員として共に生きていく」（総

究を記述することの意味を，ストーリー化によって

務省，2006）ことができる社会の実現であり，そ

批判的省察が深まること，他の実践研究者にとって

の目的を果たすために外国人の日本語能力の向上

のリソースになること，実践研究共同体が構築でき
ること，という 3 つにまとめた。そしていずれにお

5

「テーマでつながる日本語クラス」という名称には，
テーマをめぐる交流によって，市民，国，日本語学習

いても，社会的文脈を記述してこそその意味が深ま

者とボランティア，外国人市民と地域，など様々なも

ると述べている。この主張に基づき，本稿では社会

のが相互につながる，という期待が込められている。

的文脈を含めて記述することで，「地域」という

本稿は地域日本語教室の活動について論じるものであ
るが，当実践に関しては「教室」ではなく「クラス」

フィールドにおける自他の実践の発展，ひいては多

という用語を使用する。理由は，実際の名称が「クラ

文化共生の社会づくりをめざしたい。

ス」であったこと，および，「教室」という用語の持
つ「教えられる場」というイメージを避けるためであ

省察の中では「内容重視の言語教育（以下，

る。
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と，多様な市民間の相互理解やその促進をめざした

記述しておきたい。
2．2．1．経緯

取組を行っている。
千葉市の人口は平成 28 年 3 月末現在，964,830

平成 24 年度に東京都内で実施された「文化庁

人であり，うち外国人数は 21,394 人，総人口に占

「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

める外国人住民の割合は 2.3％となっている。CCIA

地域日本語教育実践プログラム（B）」の中に「千

には従来よりマンツーマンの日本語学習支援のシス

住多文化協働プロジェクト」と名付けられた事業が

テムがあり，学習パートナーを希望する外国人市民

あり，筆者はその日本語教育コーディネーターを務

と協会登録ボランティアのマッチングおよび学習場

めていた。地域のニーズ把握のヒアリングの際に，

所の提供をおこなっている。このシステムを利用し

保健師からある話を聞いた。それは妊婦健診や乳幼

ているペアは月平均で 250 あり，日本語活動の内

児健診に来る外国人のお母さんたちに対して，自分

容は基本的にペアに任されている。その活動内容が

がその人の国の子育て事情を知らないままに子育て

多文化共生社会の実現をめざしたものになるよう，

に関する指導や助言をすることに躊躇を感じる，と

CCIA は公益機関として参加者に対して明瞭なコン

いうものであった。そういうことであれば専門家に

セプト，および具体的に「何をどのように」おこな

つなぐよりも地域に住む外国出身者にその国の子育

えばよいのかをわかりやすく提示することが求めら

てや日本での経験を直接話してもらうのがよいと考

れている。また千葉市内には自発的に立ち上がった

え，「外国の子育てを知るセミナー」と題する企画

日本語教室が 25 存在することから，CCIA が地域

を立てた。地域の保健師や保育士のほか，広く一般

の日本語教育事業の拠点として効果的な取組を行え

住民に向けて広報をおこなった。セミナーは 2 部制

ば，その成果が参加者の声を通じて地域全体に波及

とし，第 1 部では 5 つの国の出身者による各 4，5

していくことが期待できる。

分のスピーチと質疑応答，第 2 部では参加者が個々

以上の理念とニーズから「テーマクラス」は以下

のスピーカーを囲んで分かれ，グループで話す，と

の 3 つの機能を持つ場として企画された。

いう形式を取った。
スピーカーとして 5 名の外国出身者が集まった。

1． 外国人市民にとっての日本語能力向上の場

日本語力は幅があったほか，当然ながら，大勢の日

2． 外国人市民・日本語ボランティア・一般市民

本語母語話者の前で話すということに言語の面から

にとっての対話・協働の場

も内容面からも不安を感じている人が多かった。事

3． 日本語ボランティアが対話・協働の活動の中

前準備の会として子育てに関する各人の経験談や出

で日本語学習支援を行うための方法を学ぶ場

身国との比較を共有する時間を設けたところ，出産
後の生活で出身国との違いに戸惑った経験や，こど
もの学校適応に関する苦労や悩みなどが共有され

2．2．「テーマクラス」の前身となった取組
「テーマクラス」は対象者の日本語レベルを限定

た。この共有により，セミナー本番で各自が話した

しない。指導者が文型や文法を中心に教える学校型

い内容および話すことが期待される内容が整理さ

とは異なり「内容重視」 6のアプローチをとる。こ

れ，スピーカーはスピーチ準備を経て本番を迎え

のアプローチをとるきっかけとなった取組について

た。本番で参加者に聴いてほしい話に本人が触れな
かったときはコーディネーターが水を向けて話を引

6

「言語学習において，言語形式に先行して内容が優先

き出した。

されるとする考え方」
（三井，2005，p. 750）
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2．2．2．成果

き，とても感謝している」と述べたのである。それ

このセミナーの感想アンケートや口頭での聞き取

は企画者にとって予想外の評価であり，この形式の

りで挙がった声からは様々な成果が捉えられた。ス

企画に多面的な可能性を感じさせるものであった。

ピーチを聴き，対話に参加した人々には，スピー

企画時の発想は，日本人市民が「あたりまえ」の文

カーの日本での出産や子育てにおける様々な苦労や

化習慣について捉え直し，多様なあり方に目を向け

気持ちに対して共感が生まれた。例えば出産後の産

ることができるよう，異なるものとして外国人市民

婦は比較的早くから動くなど，日本の生活では標準

に自分のルーツである国や地域の話をしてもらうと

的となった習慣や方法がある。そのあたりまえな環

いうやや単純なものであったが，
「『人の中』の文化

境が，産後 1 か月は動かないといった習慣を持つ地

の多様性・多層性が活性化されるなかにあって，

域から来た人々に対しては心理的な負担をかける場

個々の文化的アイデンティティの形成の過程が多様

合があるということに気づいた参加者には驚きが見

かつ流動的になって」おり，「文化への動的なアプ

られた。書籍や報道などメディアから知識を得るの

ローチが必要とされている」（山西，2012，p. 28）

とは異なり，空間を共有して当事者の生の声を聴

ことを思い知らされたのであった。
このセミナー参加者の声から明らかになったのは

き，さらに膝突き合わせて声を交わすことで伝わる

次の 2 点である。

メッセージがあると考えられた。このセミナーへの
参加経験が地域の保健・保育，或いは日常生活の現
場で人々が相手について知らないまま指導的な関わ

1． 外国人市民を「要支援者」と捉えるのではな

りをすることから生まれる躊躇や不安やすれ違いを

く，地域の多文化理解促進のために情報提供や

改善していくことが期待できた。

発信ができる「支援者」と位置づけることで多

スピーカーとなった外国人市民からは，「日本語

様な言語・文化を背景に持つ人々が共によりよ

で自分を伝えることに自信がついた」「外国の子育

い生活や地域社会のあり方に目を向ける「対話

てについて知るために参加した人々に対して貢献で

の場」が創出できる。

きた」などエンパワメントになったことが窺えるコ

2． 外国人市民にとっては地域住民に対して情報を

メントが見られた。これら日本語教育事業の成果と

日本語で伝えようとすることが日本語運用力の

して期待されたコメントに加えて，次のような声も

向上やエンパワメントにつながる。

あった。
この取組経験をもとに，日本語クラスとして CCIA

韓国出身の A さんはスピーチ依頼を受けた際，

で整備したのが「テーマクラス」である。

出産と子育ては日本で経験しているために実は韓国
の文化はよく知らないとのことであったが，セミ
ナー当日は韓国の子育てについて詳しいスピーチを

3．実践の概要

してくれた。きけば，時間をかけて国の家族に問い
合わせたりインターネットで調べたりしたとのこと

3．1．構成

であった。A さんは「このセミナーがなかったら自

クラスは 2 年間で 9 テーマ実施した。1 テーマは

分は韓国の子育てについて興味を持つことも調べる

3 回（3 ステップ）で構成され，概要は表 1 のとお

こともなく過ぎていただろう。この機会のおかげで

りである。学習者とボランティアを募ったほか，ス

自分の出身国の子育て文化について知ることがで

テップ 2 のみ，「外国人市民によるスピーチと交流
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表 1．
「テーマクラス」の実施概要*
ステップ

日

時間

内容の位置づけ

ステップ 1

2016/1/18

9:30〜12:30

導入の活動

ステップ 2

2016/1/25

9:30〜12:30

一般市民との対話・交流の活動

ステップ 3

2016/2/1

9:30〜12:30

まとめの活動

*日，時間はテーマ「学校」の例

表 2．各ステップの具体的な活動内容*
ステップ

内容

ステップ 1

テーマの分野の専門家による講話と質疑
意見や情報を付箋に書き出し全体で共有する活動
スピーチ活動の導入

ステップ 2

スピーチと質疑
グループ活動 課題のリストアップとその解決アイディア出し

ステップ 3

スピーチ録画を利用した学習
作文と読み合い
ミニドラマづくり

*テーマ「学校」の各ステップの活動

「未来」を共有する段階までを視野に入れた。

の会」として市報やチラシを使って一般市民に向け
ても広報した。各ステップは表 2 のような活動が主
である。

3．3．参加者層ごとの参加の意味と役割

クラスの参加対象はいわゆる日本語レベルが概ね

2．1．で述べたように，このクラスには 3 つの

初級前半（ヨーロッパ言語共通参照枠 A1 レベル）

機能を持たせた。それは①日本語ボランティア ②

以上としている。ほとんど日本語がわからない場合

日本語学習者 ③一般市民の 3 者の参加によって可

は通訳を手配しておき，「やさしい日本語」でも伝

能になる。3 者の関わり様を明らかにしておくため

わらないときに通訳してもらった。

に，各層の参加の意味や役割を述べる。
3．3．1．日本語ボランティア
このクラスにおける日本語ボランティアは，日本

3．2．テーマの種類
2 年間で実施したテーマは「家族」「趣味」「子育

語運用力をつけたいという学習者の願いに応えよう

て」「介護」「防災」「自治会」「葬儀」「防犯」「学

とする「支援者」であると同時に，テーマをめぐる

校」である。テーマは生活やライフステージに関わ

活動における「対話・協働の一員」としての役割を

りの深いものから選んだ。そのテーマで単におしゃ

負っている。この 2 つの役割を両立させるためには

べりをすることが目的ではなく，国や地域の比較や

1．3．で述べたように「対話・協働と両立させ得

テーマに関連する経験の共有を経て，同じ地域で生

る学習支援」の概念と具体的な方法の理解が重要と

活する参加者がともに課題の解決策を探ったり，よ

なる。CCIA では日本語ボランティアを対象とした

りよいまちづくりのためのアイディア出しをして

研修の中で「聴く・待つ」をキーワードとする学習
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支援について理論とスキルを扱っている（内容は萬

表 3．テーマと講話等協力者

浪，2015 参照）。テーマクラスの実施は研修修了者

テーマ

講話等協力者

の参加と協働を前提とする 7。理解・産出の両面に

子育て

保育士

おいて日本語能力に差のある学習者ひとりひとりの

介護

介護福祉士

興味や経験や意見に耳を傾けて発信を支援しながら

学校の役割

元校長

自治会

元自治会長

防犯

警察官

防災

日本防災士会会員*

自身が対話をするため，あるいは参加者同士の対話
を助けるためには，学習者と同数に近い人数が望ま
しい。

*「防災」のみ，グループ活動での情報提供

同時に，それらのボランティアにとってもこのク
ラスは役立つ。なぜならこのクラスにはクラスの目

市民の参加は欠かせない。2．2．で記述したよう

的や学習支援の概念を共有しているコーディネー

に，この日本語クラスにおける学習活動は地域の

ターと仲間がいるため，話を引き出すための学習者

人々との真正なコミュニケーション 8 が主体とな

に対する声かけを参考にしたり，活動中に生じた問

る。日本語学習を助けるためではなく話の「内容」

題を相談したりできるなど，研修で扱った内容を実

を聴くために関わろうとする人々に向けて発信する

践から学んで CCIA のマンツーマン日本語活動や所

ことが学習者にとっては現実社会との関わりといえ

属する日本語教室での活動に活かせるからである。

る。ボランティアもホスト社会の一員である点にお

3．3．2．一般市民

いては一般市民と同じであるものの，同時に学習支

地域の日本語教室は，多様な言語・文化を背景に

援者としてのアイデンティティを意識せざるを得な

もつ人々が対話・協働する場として多文化共生社会

い。純粋に一般市民として学習者に関わろうとする

の実現にむけて欠かせないと言われてきた（日本語

人の存在が，クラスを「現実」に引きつける。

教育学会，2009）。しかし日本語教室に継続的に関

また，テーマの導入として専門家への講話依頼等

わろうとする人々の多くは国際交流や異文化理解に

で様々な分野の関係者 9 の巻き込みを図った（表

もともと興味を持つ人々ではないだろうか。だれに

3）。講話の目的は，学習者への情報提供であると同

とっても，明日，隣に日本語を解さない外国人が

時にテーマについて参加者全員で考えていくための

引っ越してくるかもしれない時代においては，今現

きっかけづくりである。具体的には学習者が各自の

在興味関心を持たない人々に対してもそのきっかけ

背景文化と比較して翌週のスピーチで何かしらの発

を作ることが多文化に受容的な社会の実現に向けて

信（自己表現）ができるよう，専門家に保育や介護

重要と考える。「テーマクラス」のステップ 2 を交

など各テーマでの現場において大切にされているこ

流会形式とすることで，「ちょっと外国人の話を聴

と，およびその背後にある考え方を話してもらっ

いてみたい」「テーマについて興味がある」といっ

た。例えば「子育て」の回においては保育士から保

た人々が気軽に参加できるように図った。これが一
般市民の参加を社会課題の側面から捉えたねらいで

8

「真正なコミュニケーション」とは，学校型の学習の
中で行われるコミュニケーション練習のためのコミュ

ある。

ニケーションと対比した，個人と現実の社会をつなぐ

一方，「テーマクラス」を成立させるために一般

やりとりを指す。
9

7

ここでの専門家は一般市民とは異なるが，日常におい

クラスには研修受講歴のないボランティアも参加す

て日本語学習やその支援に携わっていない人々という

る。

意味でこの層に含める。
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育園で重視されていることとして，なるべく薄着を

行った実践について，事例と参加者アンケートコメ

させて体を鍛えるといった話が出された。講話は正

ントを資料として分析を行う。

味 20 分程度の内容を 4〜5 分ごとに区切り，グ
ループごとに理解を確認しながら進めた。日本語ク

4．1．活動事例から

ラスの現場に関わることによって，外国人が持つ関

クラスにおける「対話や協働」と「日本語学習」

心や課題，コミュニケーションの方法についてテー

の様相を示す事例を 3 点記述し，その次に 3 つの

マの分野の専門家に理解が深まることが期待され，

事例からわかることをまとめて述べる。事例の記述

体制整備の促進となる。

は，当日のファシリテーターであった筆者が活動後

3．3．3．日本語学習者

に書いた記録をもとにした。
4．1．1．事例 1「ドラマづくりをとおして発信

このクラスの日本語学習者は協働者との様々な活
動の中で積極的な自己表現を求められるが，日本語

する」

運用力により形は多様であり，全てが受容される。

ステップ 3 では，ステップ 1，2 で学んだこと，

ことばによる関わりだけでなく，例えば「防災」の

考えたこと，他者に伝えたいことを更に外に向けて

テーマにおいてグループごとに非常持ち出し袋の中

発信する，という目的でミニドラマづくりという協

身を考えるという活動でイラストを描いたり，ドラ

働活動を実施した。約 2 時間の中で学習者が主体と

マづくりの活動で味のある役を演じたり，対話内容

なってボランティアが協働する。トピックを決め，

を PC で打ち込んだりと様々な能力を生かしながら

シナリオを作り，配役を決めて練習し，ビデオ撮影

日本語習得ができる。

した。動画は編集後にインターネット公開した。

日本語初級者にはグループ内での会話や中級者が

ガーナ出身の K さんは日本で産んだ生後数か月

書いた付箋の内容が十分に理解できない場合もある

の赤ん坊を背負って「子育て」のテーマクラスに参

が，わからないことがあるというのはクラスの外の

加した。聞く日本語は少し理解できたが，自分で話

言語環境に近いのであり，そうした環境の中で何が

すことはほとんどできなかった。ステップ 2 では英

できそうかを自身で見極めてそこに自律的に関わっ

語の通訳つきで日本での出産や子育てが如何に不安

ていく能力の育成も特に定住者においては大切であ

で大変だったかをスピーチした。
翌週ステップ 3 でドラマづくりの説明をした。活

る。日本語の運用力の差に過度の配慮をしないこと

動開始時のグループ分けの際，ファシリテーターを

がむしろ「他者との関係性の中で発現する能力」
（池上，2011）の育成につながり，またお互いが

していた筆者は少し迷った。他の参加者は比較的日

「多様な日本語」（山西，2012）の表現を受け容れ

本語の話せる 3 名と，ベトナム語話者 2 名，スペ
イン語話者 1 名で，いずれも K さんと一緒にシナ

あう環境を維持することになると考えられる。

リオの内容を考えるのは難しいと思われたからであ
る。K さんはボランティアの S さんとペアになる

4．分析

ことを選んだ。ドラマの場面を自ら考え，S さんに

本稿の問いは，外国人のニーズとしてある「日本

英語で案を説明した。日本語化の部分では支援を受

語能力向上」と，多文化共生の社会づくりに向かう

けながらシナリオを完成させた。K さんは自分で日

「対話・協働」を両立させる教室活動は如何なる形

本語を文の形にすることはできなかったが，聞き

でありうるか，である。その答えのひとつとして

取った日本語の音をすぐに正確に再生することがで
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表 4．あるグループが防災自助について書き出した項目
付箋の項目（A）

A につなげて書き足されたことば

近い避難場所を覚える

歩いて

部屋でガスとか電気とかをけす

電気

丈夫なテーブルの下に入ります

テーブルを固定

防災バッグを準備する

薬，貴重品，ラジオ→かう→ヨドバシ

家具を固定するポイント

間柱，補助板*→相談したほうがいいです

テレビを見ている／ラジオを聞いている／情報は大事です

乾電池を持っている

元のブレーカ

*「間柱」，「補助板」にはふりがながつけられた。

きる。自分が英語で作ったセリフやナレーションを

妊婦はお腹が痛いのだと理解した途端に態度が柔ら

S さんに日本語化してもらい，聞き取ったものを丁

かくなるのであった。

寧に自分のノートに書きとった。そして何度も練習

K さんは終始 S さんを主導する形で活動を進め

したのちに表情をつけてビデオカメラの前で演じ

た。自ら動作をつけて練習を始めたり，録画本番で

た。内容は以下のような計 1 分足らずのものであ

の移動位置を確認したりした。終了時は笑顔であっ

る。

た。アンケートに「またこんなクラスに参加した
病院に日本語のわからない妊婦が来て英語で

い。たくさん学べたから（原文英語）」とコメント

腹痛を訴える。看護師は英語が理解できずに

を記した。

奥へ入る。英語がわかる職員が来るかと妊婦

4．1．2．事例 2「テーマを自分事として捉え

は期待するが，戻ってきた看護師は「わから

る」

ない」と言うばかり。妊婦が身振りで腹痛を

「テーマクラス」のテーマは学習のために便宜的

訴えるとようやく意思が通じて先へ案内され

にあるのではなく，多様な参加者が自分事として向

る。

き合い，対話を行うためにある。対話が実現して初

K さんはシナリオを考えた際，自分が本人の役，

めて日本語学習の場としても意味を持つこととな

つまり英語しか話さない妊婦の役をやるつもりで

る。「防災」のクラスでは，テーマに向き合う導入

あった。しかし，それでは日本語を話す機会がなく

としてステップ 1 で起震車による地震体験と消火体

なってしまうため，S さんとの役の交換を筆者が提

験，および防災知識の簡単な講習を行った。ステッ

案した。それによって，日本人の S さんはことば

プ 2 では，5〜6 名のグループごとに「自助」か

が通じない病院で不安な思いをする K さんの気持

「共助」から一つを選んで，災害に備えてできるこ

ちを，K さんは英語で話しかけられて不安な思いを

とや必要なものを連想式に書き出す，という活動を

する看護師の気持ちを，それぞれ役の中で体現する

実施した。最初に各自で付箋に書き出し，それをグ

ことになった。

ループの模造紙に貼って，皆で話しながら更に発展

K さんは日本語のセリフを言う看護師役と冒頭の

させていくという方式をとった。前述のようにス

ナレーションを担当し，ボランティアが日本語をほ

テップ 2 は交流会形式である。グループ活動には一

とんど話さない妊婦役を演じた。K さんが演じた看

般市民のほか，各地で防災の啓発活動を行う市民団

護師は最初は「英語で言われてもわかるはずがな

体である日本防災士会会員が混ざった。
表 4 に，あるグループが「自助」について書き出

い」という表情の冷たい態度をとる。しかし最後に
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した項目のうち，付箋に対して矢印で他のことばが

をみる」といった意見が出されたのに対して，中国

つなげられたものだけを抜き出した。

の B さんは「どうして直接言わないんですか」と

作業をしながら，グループメンバーから「地震で

質問した。「中国で私のお父さんは私と学校に行っ

建物に閉じ込められた場合に備えて，存在を知らせ

て私をいじめた子を直接叱りましたよ。それは普通

る笛をいつも持ち歩くといいんですよ」「わたしは

です」という B さんの話に，子育て中のボラン

3.11 以来，バッグの中にカロリーがとれるお菓子

ティアの T さんたちは一様に驚いた。同じく中国

をいつも入れてある」といった助言や経験の共有が

の L さんも「そう。普通ですよ」と同意した。ど

あり，それに対して，日本人か外国人かを問わず，

うして日本ではそうしないのかと問われた T さん

「なるほど，それはいい」
「わたしもやっている」と

は暫く考え，「そんなことをしたら，次の日に自分

い った応 答が 見られ た。 家具を 固定 する話 には

の子はもっといじめられるからです」と答えた。そ

「やったほうがいいのは知ってるけどやってない

の答えに今度は B さんや L さんが「えー，ひど
い！」
「どうしてそんなこと？」と驚いた（「中国で

な」という反省を窺わせる発言も観察された。
日本人同士の会話に学習者が追いついていない様

は」「日本では」というのはあくまでも発言者の捉

子のところにコーディネーターが近づくと，「聴く

え方であるが，ステレオタイプ化の問題については

ことによる学習支援」の研修修了者であるボラン

後述する）。どちらの参加者も自分にとっての「あ

ティアがはっと気づいて自発的に学習者に理解の確

たりまえ」が崩されたことで，「いじめ」は何がど

認をしたり，一般参加者に対して「みなさん，もう

う問題なのかを考えさせられる展開となった。
「学校でのいじめ問題」という大きいテーマで話

少しゆっくり話しましょう」と呼びかけたりする場

が行き詰まったグループでは，日本の学校に通う外

面があった。
活動の最後に，全参加者がそれぞれに防災に関し

国人市民のこどもがいじめを受けないようにとい

て「次の週末にやること」をカードに大きく書き，

う，より絞った課題を考えていた。「困ったらボラ

それを掲げて会場を歩き回りながらお互いのカード

ンティアなど周囲の人が一緒に学校に相談に行く」

にコメントしあった。「あ，同じですね」「へえ，そ

という対処案から更に進み，「そういった事態にな

れも大事だね」といった声が交わされた。

らないように，学校の中で外国人のこどもたちやそ

4．1．3．事例 3「相互理解から行動へ」

の保護者を交えてお互いを理解する機会が必要では

「学校」のテーマクラスで「いじめ」が話題と

ないか」という話になり，PTA の集まりで外国人

なった。小さいこどもを持つ学習者が「自分の子が

の保護者に何か話をしてもらう企画を立てるという

いじめにあわないかが心配」と話した。子育て中の

具体的な案も出された。

学習者やボランティア，孫を持つ人，日本で今後子

この対話には，もちろん日本語だけではついてい

育てをする可能性のある人など，多様な参加者が日

けない参加者がいた。相互にやさしい日本語や媒介

本の学校で今問題になっていることという視点から

語，或いは文字で内容を説明する場面が見られた。

「いじめ」というトピックに向き合うこととなっ

例えばベトナム系フランス人の D さんの第一言語

た。

はフランス語であった。対話の内容はボランティア

自分のこどもが学校で友達にいじめられたらどう

によるやさしい日本語でも D さんに十分に伝わら

するかという問いについて，日本人参加者から「先

なかった。その時に突然流暢なフランス語で説明を

生に相談する」「こどもの話を受けとめ，暫く様子

始めたのは，中国の B さんだった。中国の大学で
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フランス語を専攻し，在仏経験もあるという。一同

す」という項目に対し，そのためには乾電池を準備

は偶然に驚きつつ，D さんに内容がきちんと伝わっ

しておくことが必要であるということ，また，必要

たことに安堵した。

であるという認識レベルにとどまらず，「ラジオ→

4．1．4．事例からわかること

かう→ヨドバシ」というように，これからの具体的

事例 1 では，K さんのドラマ作りへの関わりを記

なアクションにまで話し合いがなされたことがわか

述した。K さんは日本語の聞き取りは少しできる

る。「家具を固定する」という項目については，固

が，自分で話すときには普段英語になってしまう。

定場所が壁のどこでもよいわけではないこと，場所

しかし，このドラマの中ではセリフが淀むことなく

がわからない場合はだれかに相談したほうがよいこ

口から出ており，動作と一体化していた。K さんは

となど，現実的な解決策も生まれている。このグ

前週にスピーチで話した，生活上の実体験で感じて

ループに限らず書かれたものには文法や表記の誤り

きた不安や無理解，ことばが通じなければ何とか別

10

の手段で切り抜ける粘りなどをここではドラマの形

すことなく，防災について知り，行動を起こすため

で他者に伝えようとした。これが動画作品という形

のプロセスとなったことが後述するアンケートコメ

になったのは，K さんとコミュニケーションをとり

ントからも窺える。

があってもグループ活動の対話や協働に支障を来

ながら状況や気持ちを共有し，シナリオの日本語化

この活動では一般参加者かボランティアか学習者

と演劇に協働できた S さんの存在あってこそだっ

かを問わず，参加者が自分事としてテーマと向き合

た。

うことができた。参加の前には「外国の防災に関す

K さんのアンケートコメントにはクラス参加に

る話を聴きたい」「外国人に地震対策について教え

よって「学べた」と書かれている。もしこの活動が

てあげたい」と考えていた人々も，協働の中で期せ

K さん自身の現実を取り込んだドラマを作るもので

ずして「はたして自分は対策を実行しているか」

はなく，学習用テキストに載っている会話例を使っ

「いつやるのか」といった内省を余儀なくされたと

てロールプレイをするものであったら，K さんはど

いえる。

の現実場面を切り取ろうかと自分の生活を内省する

日本語学習の面から言えば，お互いの話を理解し

こともないし，言いたい（言わせたい）セリフの内

たり模造紙や宣言のカードを書いたり読んだりとい

容を考えてその日本語を書きとるプロセスを体験す

う全ての言語活動が学習と位置づけられた。「内容

ることもできなかっただろう。

中心」はこのクラスのねらいではあるが，一般参加

事例 2 における協働と日本語学習の様相はどうだ

者やボランティアがそれに没頭してしまえば日本語

ろうか。口頭でのやりとりに頼る活動は日本語初級

学習者への配慮が忘れ去られる。はっと気づいて，

者にとって負担が大きいが，紙やペンを使った協働

一般参加者に「もっとゆっくり話そう」と配慮を呼

作業であれば参加できることが増える。聞いた音声

びかけたり，漢字交じりで書かれた付箋に「ふりが

をその都度確認するのは難しくても書かれたもので

なをつけよう」と促したりするボランティアの行為

あれば指さして他の人に意味をきいたり辞書で調べ

は，外国人市民を社会とつなげるために一般市民を

たりでき，グループの一員として参加しやすくなっ
ていることが観察された。

10

「言語文化活動能力育成を目標とする場合は，正確さ

模造紙に書き出された項目を見ると，自助行為と

よりも，情報の質と量・説得性・意思伝達の可能性，

して例えば「ラジオを聞いています／情報は大事で

つまり学習者の『言いたいこと』が重要なものとな
る」（細川，2002，p. 285）
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巻き込む内容重視の活動の意義を端的に示している

ら，多様な言語・文化背景を持つ人が個々の背景を

と言える。意義のひとつは，支援者としての役割も

活かして場に関わっていることが見てとれる。それ

負うボランティアですら，あるときはその立場を忘

は「支援」という大仰な行為ではなく，対話活動を

れるほどに，参加者全員が地域社会の一員としての

成立させるための自然な協働であった。運営者もボ

アイデンティティで関われること，もうひとつは全

ランティアもその偶然に「驚き，安堵した」。日本

員がそのアイデンティティで関わることを実現する

語クラスという名称ではあっても全てを日本語でこ

ためには，言語運用力の差への配慮が欠かせず，そ

なす必要はない。むしろ多文化化する地域社会だか

の配慮に重要な役割を果たすのがボランティアであ

らこそ多様なことばで協働し得るのだ，ということ

ることをボランティア自身が認識する機会になる，

に気づかせてくれる出来事であった。

ということである。ここで「地域社会の一員として
のアイデンティティで関われる場所」とは「テーマ

4．2．アンケートコメントの分析

クラス」のことでありながら，「現実の地域社会」

本節では，クラスに持たせた 3 つの機能（2．

に置き換えることができる。つまり，一般参加者を

1．）の成立を確認するため，機能別に参加者のアン

交えることによって「現実の地域社会」に大きく近

ケートコメントを分類して検証する。データとして

づいた空間において，ボランティアは一般参加者に

日本語学習者，日本語ボランティア，一般市民参加

対して配慮を直接呼びかけたり，一般参加者と学習

者の 3 つの参加者層による自由記述コメント11を使

者との間をわかりやすい日本語で媒介したりする。

用する。コメント内容が特定のテーマに依存するも

そのことによって，自分の支援行為が日本語学習者

ののみ，テーマ名を文末に記した。日本語学習者の

に対してのみならず，一般参加者にも，ひいては社

コメントのうち，原文が日本語以外であったものは

会のありようにも作用を及ぼしていけることを実感

翻訳した。
4．2．1．日本語学習の場としての成果

できる。
事例 3 では，対話を経て問題の捉え方が深まり，

日本語学習者

現実社会を変えていく行動の創造までなされてい

1. たくさん新しい言葉を学びました。以前に使

る。その行動案は学校の一保護者が教員に働きかけ

わない言葉が多くありましたが，クラスのな

たり，PTA 役員として企画したりして実現が可能

かでたくさん復習したので，印象に残りまし

なレベルのものであった。行動の創造までの過程に

た

は，「いじめ」という社会問題を知ったり，自分な

2. このクラスの学び方はとてもいいです

らどうするか，出身国には同様の問題があるかを考

3. もっと参加したいです。日本語の勉強の助け

えて話したり，子を持つ外国人参加者の不安に耳を

になります。
4. とてもうれしかった。いっぱい日本語を勉強

傾けて心を寄せたり，という段階があった。それら
の過程には「ことば」が使われているが，様々な方
法で理解や産出の力の差を克服し同じテーマに向き

11

合えるように，参加者同士で工夫がなされているこ

アンケート用紙は参加者層ごとに異なるが，コメント
記述欄はいずれも定量評価のあとにあり，質問は「意
見や感想を自由に書いてください」（学習者用），「今

とがわかる。

日のプログラムの内容について印象に残ったことや感

ベトナム系フランス人の D さんに対して，中国

想を書いてください」（交流会参加者用），「コメン

の B さんがフランス語で説明をしたという事例か

ト・感想をご自由にどうぞ」（日本語ボランティア
用）である。
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13. スピーチは大変だが日本語が上達する 1 つの

しました。
5. 自国の紹介ができていい経験でした。日本語

方法であるし，他の外国人の日本語を聞くの
にとても良いと感じた。

が上達しました。たくさんの人の前で話して

14. ドラマ作成は短時間であるのにみんなで協力

とても満足しました

して作り上げる様子を見て大変そうであった
日本語ボランティア

が 1 人を理解して自分の役を演じることで日

6. 普段のマンツーマンでは気づかなかったが，

本語がとても身近になると感じた。
15. 中国台湾の人でも必ずしも漢字で意味が通じ

支援者が思っている以上に学習者は日本語を

るとは限らないことがわかったのが新発見

身につけているということに気づかされた
7. 学習者が自ら考え，シナリオ作り。うまくド

だった。

ラマが作れてとてもよかった。
これらのコメントから，ボランティアにとってこ
「日本語が使えるようになりたい，学びたい」と

のクラスでの関わりは過去のものではなく，今後の

いう学習者のニーズに対して，テーマクラスの活動

あり方に活かされる学びと捉えられていることが窺

は応えていると捉えることができる（データ 1.〜

える（8.，9.，12.〜15.）。また，自身が「聴くこ

5.）。また，日本語ボランティアのコメントから

と」を意識することによって学習者の表現を後押し

も，クラスの表現活動が学習者の力を引き出してい

する関わりこそが学習支援である，という考え方が

ることが窺える（6.）。このボランティアはマン

共有されていることがわかる（8.，9.，11.）。個体

ツーマン学習支援をしているペアの相手とともにク

能力主義的に学習者に変化を求めるのではなく，ボ

ラスに参加し，自分が捉えていた学習者の姿よりも

ランティア自身がコミュニケーションのあり方を向

日本語が運用できていると感じているからである。

上させることによって結果的に学習者の理解や産出

4．2．2．日本語学習支援の方法を知る場として

に寄与するという考え方は，ボランティア研修，

の成果

テーマクラスの趣旨説明文，クラスの実践現場で伝

日本語ボランティア

わっていると考えられる。

8. どのように質問をすればわかりやすいのか，

また，ボランティアが学習支援者としての関わり

どんな声かけをしたらいいのか，勉強になっ

を意識しながらもテーマクラスの活動を楽しんでい

た。

る，つまり，対話や協働によってテーマと向き合

9. 日本語がほとんどわからない学習者さんに

う，一参加者としての立場を大切にしようとしてい

「伝える方法」について考える機会になった。

ることが窺える（10.）。

10. 活動がただのおしゃべりに終わらないよう

4．2．3．相互理解と社会づくりの場としての成

に，頭を冷静にしていかないといけないが，

果

とても楽しく参加できた。

日本語学習者

11. 学習者が言葉を発するきっかけ作りや考える

16. 自分が悩んでいることを話したりいろんな解

サポートが少しできたと感じた。

決案をだしあいしたりしてとてもためになり

12. 自分自身が世の中のことや学習者の気持ちに

ました（学校）
17. 学校のいじめについてみんなと話しました。

寄り添う配慮が必要だと感じた。
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（葬儀）

みんなの考えが違って面白いです。（学校）

28. 同じ宗教でも国や地方によって違いがあるこ

18. 子供はそろそろ小学校にはいります。たくさ

とがよくわかった。
（葬儀）

ん心配がありますので，このクラスに参加で

29. 隣の家の人は知らないという人が多いコミュ

きてよかったと思います。
（学校）
19. 日本をより知るためにとてもいいクラスで

ニティーでの防犯アップにまずは挨拶して知
り合う事だ（防犯）

す。

30. 学習者の方から日本人の防犯意識が弱いと思

20. 今後道を歩いている時に，もっと気をつけた

うという意見も聞いた。たくさん日本語で話

ほうがいいと思います。（防犯）

せて充実した時間を過ごせた。（防犯）
31. 中国では赤ちゃんが盗まれると言うのを聞い

日本語ボランティア
21. 日本の教育制度について，外国人の子女が不

て本当に悲しく思った。自分の子供が盗まれ

安なく教育を受けられるかということについ

たり売られたりしたら本当に悲しいし，その

て，日本人も持っている不安を解消する必要

人の人生も赤ちゃんの人生も狂ってしまう。
（防犯）

がある。（学校）
22. 日本でこどもを学校に通わせる外国の人に

各層のコメントから，情報共有が生活課題の解決

とって，「いじめ」の問題は心配だと思った。

へ（16.，18.，20.，29.），対話が共感と相互理解へ

（学校）
23. 子供や若い人がたくさんいる国の学校の様子

（17.，22.，25.，26.，31）とつながっていることが

が新鮮に感じられた。（学校）

わかる。他者理解にとどまらず，自身の価値観の見

24. 国によって「死，葬儀，埋葬」に大きな違い

直しや，所属するコミュニティのありようの客観視

がある。次はもっとトピックを絞って話し合

も認められる（21.，27.，29.，30.）。

えれば。（葬儀）
25. 外国と日本で犯罪の様子が異なるのがよくわ

5．考察

かるセッションであった。ひったくりや置き
引き自転車盗難等が多い日本での防犯につい

本稿は，外国人市民のニーズと日本語教育が提供

て知ってもらう良い機会だったと思う。犯罪

したいものはずれているのか，という疑問から始め

に会うことのない楽しい日本滞在であること

た。問題を状況主義的に捉え，両立を目標として教

を願ってやまない。
（防犯）

室活動に日本語学習者とボランティア，一般市民を
取り込むことによって共に生きる社会の構成員同士

交流会参加者

として相互理解を深めつつ日本語学習支援となる教

26. 深いテーマだった。知りたいことはどんどん

室活動の一案を示すことができたと考える。そこで

広がる。万国共通なのは，亡くなった方を悼

重要なのが「学習支援」の概念と具体的な行為で

む気持ちを表すということ。人間としての共

あった。地域日本語教育は長年「学習支援」なのか

通点なのだろう。（葬儀）

「相互理解」なのかで揺れているとされている（森

27. いろいろな葬儀の考え方があり，今，日本の

岡ほか，2015 など）が，そもそもこの 2 つを二項

葬儀に疑問がある自分にとって自信がついた。

対立で捉えること自体が「学習」というものを個体
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能力主義的に見ていることを示すのではないだろう

「内容重視の批判的言語教育（CCBI）」12を論じる中

か。日本語を習得したいと願う外国人市民の声に応

で地域日本語教育の CBI を概観し，「異文化体験

えるために発信に耳を傾ける行為こそが「学習支

型」と「交流・参加型」という 2 つの型を挙げた。

援」であると考えれば，その行為は相手を尊重し，

「異文化体験型」として，民族や国レベルの文化的

存在を受け止めることに直結する。そこには「学習

作業の中で個人の声や顔を表す「言語に依存しない

支援＝相互理解」という姿が現れてくる。

活動」が，「交流・参加型」として，人間性心理学

更に「相互理解」から一歩進んで，テーマクラス

に基づく「交流型活動」，開発教育の手法を取り入

の学習活動では他者との未来の共有までをめざし

れた「参加型学習の活動」（この 2 つは「シミュ

た。細川（2015）は「行為者一人一人が，一個の

レーションやロールプレイ，ゲームといった仮想的

言語活動主体として，それぞれの社会をどのように

な活動」），そして日常生活について自由な会話を行

構成できるのか，つまり社会における市民としてど

う「おしゃべり活動」が挙げられている。森岡ら

のような言語活動の姿勢が求められるのかという課

は，これらの CBI が自己表現や他者理解に重点を

題と向き合う」という市民性の形成が「言語教育の

置いているものの，「多文化共生には，自分の生活

重要使命であり最終的な目的」（p. 56）であり，

や考え方の前提及び社会の枠組みの捉え直しや，問

「ことばの教育とは『ことばを教える』ことではな

題が社会的にどう作られているのかの把握が必要」

く，『ことばによって活動する』場をつくることに

（p. 63）であり，それらを意図した言語教育を地域

なる」（p. 58）と述べている。テーマクラスはこう

日本語教室でどのように実践していくかが課題であ

した構想の言語教育においてドラマや描画などさま

る，と述べている。

ざまな表現活動を「ことば」と組み合わせることに

翻ってテーマクラスの学習活動はといえば，生活

よって，個体主義的な日本語能力に依らない多様な

に密着したテーマにおいて言語や言語以外の方法を

人々の参画と発信を可能にした。そこに受け入れ社

用いて自己表現・他者理解しあいながら，「私たち

会の市民も参加した。ことばの力の差を乗り越えた

一人一人が社会とかかわりをもつにはどうしたらい

対話や協働の過程から，4．2．3．に見られるよう

いかという課題」（細川，2015，p. 56）に向き合う

な，よりよい社会づくりにつながる気づきが表れ

活動である。その意図と成果から，テーマクラスは

た。このことから，クラスが一般市民を含めたすべ

既存の CBI の課題を乗り越えて多文化共生社会の

ての属性の参加者に対して「社会の市民としてどの

実現を目的とした言語教育に近づこうとしていると

ような言語活動の姿勢が求められるのかという課

言える。対話によってよりよい社会の創造をめざす

題」に向き合う環境を提供していることがわかる。

学習活動，すなわち「対話・創造型」として位置づ

このテーマクラスの活動を地域日本語教育の既存

けたい。既存の CBI で養われる「自己表現」
「他者

の CBI の類型に照らして捉えることにより，多文

理解」を同じく基盤にしながらも，テーマを「仮

化共生社会の実現を目的とした日本語教育の実践の

想」から「現実」へ，内容を「民族や国レベルの文

ありようを考えたい。森岡ら（2015，pp. 58-63）は
12

「物事を論理的に分析する技能，知識などの習得や，
自分の置かれた現状や社会に内在する社会的・慣習的
な前提を問い直し，その維持や変革に能動的に関わっ
ていこうとする意識・視点・姿勢・態度の育成に焦点
を置く内容重視の言語教育」（佐藤，長谷川，熊谷，
神吉，2015）

48

『言語文化教育研究』14（2016）pp. 33-54

化的作業」から「個人レベルの文化的作業」へ，形

げていったら大変興味深い議論になる」など，改善

を「おしゃべり」から社会の創造を意識した「対

点が挙がっている。テーマクラスは 1 期の回数（3

話」へと引き上げることによって「対話・創造型」

時間×3 回）を少なく構成することで参加しやすく

となり，市民参加の地域日本語教育の実践は「相互

しその意義を広く知ってもらえるよう図ったが，参

理解」を超えた内実に向かう。

加のしやすさと内容の深さのバランスを熟考しなが

ところで，どれほど社会的に意義のある教育を構

ら教室活動の内実への挑戦を続けたい。

想しても参加者がいなければ「場」にはならない。

研究としての課題は，「日本語学習」「対話・協

あくまでも「日本語クラス」や「交流会」という魅

働」の両側面における効果の測定である。実践の省

せ方で人々の参加を得たことが本実践の鍵であるこ

察では事例と参加者コメントを分析の対象として成

とを主張したい。日本語を学びたい，日本語学習を

果が確認されたものの，果たして「多文化共生の社

支援したい，外国人市民の話を聞いてみたい，とい

会づくり」につながったのか，外国人の望む日本語

う明示的な「ニーズ」を捉え，敢えて「日本」「○

能力向上が認められたのか，という観点での効果は

○国」あるいは「日本語」という切り取り方をし

長期的視点で読み取らねばならない。例えば，対

た。そこを「入り口」としながらも，対話・協働の

話・協働の中で生まれた「社会に働きかけるアク

過程を経た「出口」では国籍や民族で区切ることの

ション」の実現や，参加学習者における日本語習得

できない一人一人の文化に参加者が気づき，地域で

状況や意識の変化などは追跡調査による効果測定が

共に生きるために寄り添える関係性が参加者間に生

必要である。

まれている，という構図を描いたのである。地域日

ミクロの視点では，クラス活動におけるファシリ

本語教育事業の中で市民性形成をめざすときにはこ

テーターや各参加者層の相互性と学習活動の成果と

の構図が現実的かつ効果的であると言えるのではな

の関係を明らかにすることが研究課題となる。具体

いだろうか。無論，文化をステレオタイプ化して集

的なやりとりを分析することによって，お互いのど

団で捉えることを助長しないように活動の内容と運

のような声かけがこのクラスの意図する成果につな

び方には入念な検討が必要であることを，事例やア

がるのかを可視化できる。この研究は次に述べる

ンケートから教えられる。

「普及」にも寄与する。
最後に，普及に向けた課題を考えたい。「多文化
共生の社会づくり」は一市区町村の単位では実現で

6．今後の課題

きないスケールのものである。本稿の実践に社会的
な意義が認められる場合，地域内外での普及に向け

今後の課題を，実践の場として，研究として，普

た具体策が求められる14。他地域の日本語教室や交

及のために，という 3 つの観点から考察する。
まず実践の場での課題として，活動内容の充実を

流協会など，地域日本語教育の主体が同じ取組を行

めざした検討が挙げられる。「内容重視」であるこ

う場合の要件は何だろうか。
文化庁委託事業として CCIA でクラス実施に至っ

とには参加者から肯定的な評価を受けているもの
の，参加者からのコメント 13 には「時間が足りな
い」「具体的なテーマに分けて，段階を経て積み上

14

文化審議会国語分科会日本語教育小委員会（2015）
は，日本語教育の行われていない地域で取組が促進さ

13

4．2．で挙げた「学校」以外のテーマクラスにおける

れるよう，日本語教育機関や自治体が連携することを

参加者アンケートコメントによる。

提言している。
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た条件をコーディネーターの視点から考察すると，

る」という批判が出るのは必至である。参加する日

必要な人材による「協働」が挙げられる。人材と

本語ボランティアに対して趣旨や望まれる姿勢を研

は，①企画とコーディネートを担った日本語教育

修あるいは文書説明で事前に示すことが必須であろ

コーディネーター，②ネットワーク等のリソースを

う16。

活 用して 広報 や連携 先へ の協力 依頼 で実働 した

体制整備の観点から言えば，傾聴型の学習支援の

CCIA 職員，③中核的にクラスに関わり，運営や検

具体的な方法を学べる「ボランティア研修」と，学

討に協力した複数のボランティア，の 3 者である。

習支援と対話・協働が両立する「モデルクラス」の

2 年間でテーマクラスの活動内容と準備の手順は

両方を整備することが不可欠である。「対話」や

ある程度定型化され，テーマを変えても応用がきく

「交流」を強調したボランティア研修が増加してい

ことが経験的に明らかになった。基本構成を他地域

る（日本語教育学会，2014）ものの，実際に受講

で利用しようとする際，必要なのはガイドとなる資

者が日本語教室の現場に入れば外国人から「日本語

料であろう。テーマクラスに限らず，文化庁委託で

を勉強したい」と言われ，また自己表現が難しい初

ある「『生活者としての外国人』のための日本語教

級学習者と対峙して愕然とし「まず日本語を教えね

育事業」の報告書や教材等の成果物は各地域が参考

ば対話などできない」と感じてしまうことは想像に

にするためにインターネットで公開されている 15

難くない。

が，実施にあたって最も必要なコーディネート段階
の情報をそこから抽出することは難しい。普及には

7．おわりに

それを目的とした資料が必要である。地域の実情や
ニーズ，リソースはそれぞれ異なり，本来は各地の

本稿では多文化共生社会の実現をめざした言語教

日本語教育コーディネーターが企画を立てることが

育の入り口となる活動の具体的な形を，日本語教育

望ましいとはいえ，叶わない地域も多い（文化審議

コーディネーターとしての視点で考察した。日本語

会国語分科会日本語教育小委員会，2015）。実施ま

教育コーディネーターは多文化社会コーディネー

での具体的な手順を示すガイド類があれば日本語教

ターでもあり，「参加」→「協働」→「創造」のプ

育事業予算を効率的に使うことにもつながると考え

ロセスをデザインしていく役割を負っている17。理

る。

念を形にするためには，まず構想者が確たる教育理

但しこのクラスは「聴くことによる学習支援」を

念を持つことが重要である（細川，2002）。しか

提案する日本語ボランティア研修と表裏一体となっ

し，市民に向かって理念をふりかざすだけでは「参

ており（3．3．1．），その受講者の協働を前提とし

加」は得られない。地域日本語教育がその対象とす

た。もし「日本語を教える」という関わりに慣れた
16

ボランティアが多数を占める場でこのクラスを行え

CCIA ではテーマクラスにボランティア研修未受講の
ボランティアが参加する場合，クラスの趣旨と大切に

ば，本稿の事例で示したような対話や協働の形には

していることが伝わるように文書を配布した。

ならないであろうし，「初級者には内容が難しすぎ

17

「多文化社会コーディネーター」とは，「あらゆる組
織において，多様な人々との対話，共感，実践を引き
出すため，『参加』→『協働』→『創造』のプロセス

15

「ちば多文化協働プロジェクト」https://www.facebook.

をデザインしながら，言語・文化の違いを超えてすべ

com/chibatabunka26/

ての人が共に生きることのできる社会の実現に向けて

文化庁日本語教育コンテンツ共有システム http://www.

プログラムを構築・展開・推進する専門職」（杉澤，

nihongo-ews.jp/

2009，p. 20）と定義されている。
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る，外国人市民，ボランティア，一般市民のそれぞ

未来のために』（pp. 241-263）ひつじ書房．

れが持つ関心に寄り添って「参加」の「入り口」を

池上摩希子（2007）．「地域日本語教育」という課

設定してこそ，「協働」によるよりよい社会の「創

題―理念から内容と方法へ向けて『早稲田大

造」の機会が生まれる。参加者が事前に想像したの

学 日 本 語 教 育 研 究 セ ン タ ー 紀 要 』 20 ， 105-

とは異なる「出口」へ導くことができたなら，そこ

117．http://ci.nii.ac.jp/naid/120000785312

で初めて理念が実践として形に表れたということが

池上摩希子（2011）．地域日本語教育の在り方から

できよう。理念を形にする際の障壁の一つは，日本

考える日本語能力『早稲田日本語教育学』9，

語学習者としての外国人もボランティアとしての日

85-91．http://hdl.handle.net/2065/31753

本人もが持つ個体主義的な「学習」のイメージであ

石黒広昭（1998）．心理学を実践から遠ざけるも

る 18 。それらを乗り越え，理念を形にしていきた

の．佐伯胖，宮崎清孝，佐藤学，石黒広昭『心

い。多様な人々が共に生きるため，社会課題に対し

理学と教育実践の間で』（pp. 103-156）東京大

て状況主義的アプローチで向かうことが重要である

学出版会．
尾崎明人（2004）．地域型日本語教育の方法論的試

とともに，実践現場で立ち現れる課題に対しても，

案．小山悟，大友可能子，野原美和子（編）

事業主体，コーディネーター，ボランティア，外国

『言語と教育―日本語を対象として』（pp.

人市民，地域市民の相互性に着目して解決にあたる

295-310）くろしお出版．

ことが求められている，と感じるのである。この難
しくも取り組み甲斐のある現場で，実践を探求して

佐藤慎司，長谷川敦志，熊谷由理，神吉宇一（2015）
．

いきたい。

「内容重視の言語教育」再考―内容重視の「批
判的」日本語教育に向けて．佐藤慎司，高見智

文献

子，神吉宇一，熊谷由理（編）『未来を創ること

青木直子（2011）．学習者オートノミーが第二言語

ばの教育をめざして―内容重視の批判的言語教
育の理論と実践』（pp. 13-36）ココ出版．

ユーザーを裏切る時―3 つのレベルの社会的
文脈の分析．青木直子，中田賀之（編）『学習

シ ョ ー ン ， D. A. （ 2007 ）． 柳 沢 昌 一 ， 三 輪 建 二

者オートノミー―日本語教育と外国語教育の

（訳）『省察的実践とは何か―プロフェッショ
ナ ル の 行 為 と 思 考 』 鳳 書 房 ．（ Schön, D. A.

18

例を挙げれば，CCIA でテーマクラスへの参加を呼び

(1983). The reflective practitioner: How profes-

かけても「勉強があるから参加できない」という理由

sionals think in action. New York: Basic Books.）

を述べてすぐ脇のスペースでテキストを用いた学習を
続ける学習者とその支援者が少なくない。細川

新矢麻紀子（2012）．定住外国人に対する「学校

（2002）は「『学習者ニーズ論』の陥穽」として，ニー

型」地域日本語教育実践の批判的検討『比較文

ズに合わせることが使命と考えるのは「教育の前提を

化研究』103，75-86．

失った議論である」と指摘している。地域日本語教育
で課題となるのは，学習支援を行うボランティアが学

杉澤経子（2009）．多文化社会コーディネーター養

習者の「勉強したい」というニーズに合わせることを

成プログラムづくりにおけるコーディネーター

「学習者に寄り添う行為」と捉えてしまうという事実

の省察的実践『多文化社会に求められる人材と

である。テーマクラスの参加者からの「この日本語の
学習方法はよい」「勉強になった」「もっとみんな参加

は？「多文化社会コーディネーター養成プログ

すればよい」という声は「『学習者ニーズ』は明確な

ラム」―その専門性と力量形成の取り組み』

教育観にもとづいた学習プロセスの中で変化するも
の」（細川，2002，p. 281）であることを示していると

（pp. 6-25）東京外国語大学多言語・多文化教育

言える。
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研究センター．http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/
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