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「架け橋」ではなく，共通の新しい場をつくる人に
書評：細川英雄，尾辻恵美，マリオッティ，M. 編『市民性形成と
ことばの教育―母語・第二言語・外国語を超えて』
有田

佳代子*

（敬和学園大学人文学部）

概要
本稿は，細川英雄，尾辻恵美，マルチェッラ・マリオッティ（編）『市民性形成とことば
の教育―母語・第二言語・外国語を超えて』の書評である。本書は，ことばの教育の目
的が「市民性形成」にあるとし，その理論と日本語教育にかかわる具体的な実践を提示す
る論考集である。本稿では，7 人の執筆者による各章の内容を紹介したのち，評者が身近
で感じる「カウンターの現実」を示した。そのうえで，本書の日本語教育界への貢献につ
いて述べた。
Copyright © 2017 by Association for Language and Cultural Education

キーワード ことばの市民性，対話，日本語教育，新自由主義，実践研究

本書（細川，尾辻，マリオッティ，2016）は，

在し続け人々の不幸を生む大小の暴力に対抗するた

ことばの教育の目的が「市民性形成」にあると明言

めに，わたしたちが携わることばの教育は，今まで

し，その理論と具体的な実践を提示し，こうした問

よりももっと大きく貢献していかなければならない

題意識を持つ実践研究の「先鞭たらん」（p. ⅳ）と

ということだ。人間が自分以外の人々と共存してい

する論考集である。すべての論考が日本語教育にか

くためにはなんらかの対立や抗争は必然的に存在し，

かわるものだが，副題が示すとおり，第二言語教育

それを暴力を使わずに調整するためには，「こと

か外国語教育か，そして母語話者への教育かという

ば」による他者との対話しかない。ことばの教育は，

領域を超えて，「ことばの教育」としての新しい方

そうした対話力を生む場を作り出さなければならな

向性を示している。

い，という主張である。また，もうひとつは，言語

わたしが読み取った本書の主張を大きくまとめる

教育を，新自由主義の文脈から切り離そうとするこ

と，以下の 2 つであった。ひとつは，この社会に存

とだ。この社会で人々と競争し生き残っていくため
の実用的なツール所有を促すという，新自由主義の
文脈でのみ語られる言語教育ではなく，わたしたち
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の間の「連帯」を生み出すことばの教育をめざすべ

とばを使って対話を続けようとする意思と力である。

きだという主張である。そして，この 2 つの主張を

そして，言語教育はそうした力の開発をめざさなけ

実現する意思や力を，本書では「ことばの市民性」

ればならない。
しかし，現状の言語教育は効率と効果をめざす技

と呼ぶ。
主として第 1 章，第 2 章で理論的枠組みが，続く

術至上主義に席捲され，「何のためにことばを学ぶ

第 3 章から第 9 章で具体的な実践が，そして終章，

のか」という議論が決定的に欠如しているとして，

あとがきで全体のまとめと今後の展望が述べられて

細川は今こそ「転換」が必要だという。すなわち，

いる。それぞれが独立した論考であるため，まずは，

市民性形成の理念の構築とことばの教育の実践こそ，

各章の内容について，わたし自身の読み取りに沿っ

言語教育関係者が全力を挙げて取り組むべき課題で

てまとめておきたい。

あるとする。
1．1．2．第 2 章「レパートリー，ことばの教育
と市民性形成―ことばの共生をめざす市民性形

1．本書の概要

成教育とは」
（尾辻恵美）
尾辻は，「言語」と「ことば」を明確に分ける。

1．1．ことばの市民性とは
第 1 章と第 2 章において，本書全体として言語教

それは，国や国民とモノリンガル的に結び付けられ

育の目標とかかげる「ことばの市民性」とはなにか，

た「言語」と，日常生活で用いられる言語資源とし

そして，なぜ言語教育において「市民性」をめざす

ての「ことば」である。
たとえば，オーストラリアの旧ユーゴスラビア出

のかが説明される。
1．1．1．第 1 章「市民性形成をめざす言語教育

身者たち，かつては「敵」として戦い，今はシド

とはなにか」
（細川英雄）

ニーの建築現場でともに働く人々が互いのコミュニ

第 1 章では，まず近代社会における市民性の概念

ケーションで用いるのは，
「セルビア語」「クロアチ

と，それを形成しようとするシチズンシップ教育の

ア語」
「ボスニア語」「マセドニア語」などという新

歴史的な流れと位置づけが示されている。「市民

しい国境で恣意的に分けられた言語ではない。また，

性」とは，もともと「国民」としての義務と権利，

彼ら以外にも，レバノン系，中国系，イタリア系な

そして「共同体の正当性観念の共有」とその共同体

ど様々な背景を持つ人々が共に働き，お昼時には皆

への結束性を個人の内部に作り出そうとする，帰属

で談笑するという。そこでは，さまざまな宗教，政

意識やナショナル・アイデンティティと結びつく概

治，言語イデオロギーが複雑に交差し，境界の否定

念であった。しかし，そうした「集団への帰属」や

や再構築を繰り返しながら，新しいことばや「場」

上からのアイデンティティ作り，すなわち，皆が同

が生成されている。そこにいる人々は，「言語」の

じ価値観や規範を共有しているのだとする幻想づく

犠牲者ではなく，「ことば」の構築者である。この

りは，対話を不要のものとしてしまう。

「ことば」の構築者として，日常生活において積極
的に多言語・多文化状況に参加していく意欲や力を，

そうではなく，わたしたちに必要なものは，対話
である。つまり，本書でめざす「ことばの市民性」

尾辻は「国家主義に埋もれない能動的な市民性」と

とは，それぞれの個人が「異質」であることを前提

呼ぶ。

として，異質なもの同士が共存していくためにそこ

そして，その市民性形成が「新自由主義の息のか

に必ず存在する対立や抗争を乗り越えるための，こ

かった言語教育」，すなわち，国際的な市場でそつ
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なく働ける能力や技術，ポスト・フォーディズム経

が日常の職務の中で身に着けてしまうことにあると

済への対応力を言語教育の目的としてしまうことを

する。つまり，多くの日本語教育現場では教師の価

避けるために，「レパートリー」という概念を提唱

値観や好みはできるだけ排除して，できるだけ効率

する。レパートリーとは，「別々の言語に属すると

よく予定通りに「正しい日本語」を学習者に「入れ

社会的にはみなされている言語要素・資源をひっく

て」いくことを，教師は求められる。その「言語道

るめ」たものであり，上で見たシドニーの建設現場

具論」的な日本語教育は，新自由主義の競争原理と

で働く人々のように，他者とかかわるなかで個人は

知らぬ間に，そして容易に結びつき，道具を使える

レパートリーを駆使しながら，創造的にことばと

者と使えない者との間の階層と社会の分断を作り出
すことに加担してしまう。牛窪はそれを「言語の疎

「場」を作っていく。
こうした豊富なレパートリー構築を目的とする言

外」と呼ぶ。そして，そこで「ことばの教師」であ

語教育は，対象言語の習得というモノリンガル的な

りながら，自らの日本語が「やせ細った」と感じ，

教育理念から離れたものであり，ネイティブと会話

教師としての自分を「からっぽ」と感じるなら，そ

したりその文章を読むことを目的とするものではな

れは日本語教師にとっての「労働の疎外」に他なら

い。マルチリンガルな文脈の中で通用することばと

ない。

文化の能力，これが「ことばの市民性」であり，不

その，固定してしまった「日本語教師性」に揺さ

平等の再生産に加担してしまうことを回避するため

ぶりをかけるもの，それが「市民性」について考え

に，言語教育がめざすべきものであるとする。

ることである。すなわち，日本語教師が自分の仕事
の意義を「市民性」形成に置くことによって，知ら
ないうちに疎外されていた自分のことばを取り戻し，

1．2．「ことばの市民性」形成の実践
続く第 3 章から第 9 章で，「ことばの市民性」形

さらに，日本語教育が日本社会に新たな言語観を提
起する役割を担いうる力となるとする。

成をめざした実践の具体例が提示される。
1．2．1．第 3 章「日本語教師は市民となりうる

1．2．2．第 4 章「市民として教師として―日

か―『日本語教師性』をめぐって」（牛窪隆

本語教師としての自己言及的な視点から」
（佐藤

太）

正則）

第 3 章では，日本語教師が「市民性」について考

第 4 章では，前章牛窪の「日本語教師性」を受け，

えなければならない理由を，「日本語教師性」とい

佐藤自身の「日本語教師性」を事例として，日本語

う観点から議論する。「日本語教師性」は「社会的

教師の市民性を考察している。佐藤は，2000 年代

に構築され，教師になる過程において個人に求めら

初頭に初めて日本語学校で教えていた折，次のよう

れる，日本語教師としてのあり方」（p. 46）と定義

な教育観を持っていたという。オーディオリンガル

される。

とコミュニカティブアプローチの技術を折衷した方

しかし，その日本語教師性を身にまとった結果，

法で効率的に教え，「進学率」を保つために留学生

わたしたちは教師として「からっぽ」と感じたり，

の生活や進路指導をうまくこなすことが「優れた教

自分のことばを「やせ細った日本語」と自嘲したり

師」だとする教育観，すなわち「日本語教師性」を

してしまう。牛窪は，その原因が，言語を価値体系

職務の中で形成していた。

から切り離された単なる「道具」として教えうるも

しかし，地域交流活動やプロジェクトワークの実

のとする「言語道具論」的な言語観を，日本語教師

践を通し，その教育観・価値観に矛盾や葛藤を覚え
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るようになっていく。「教室では『できない』と言

用いてグループごとにディスカッションしながらレ

われた学生が，子どもたちに囲まれて楽しそうに遊

ポ ート執 筆を 進め， 協働 して冊 子を 作成す る。

ぶ姿や，施設のお年寄りに，たどたどしい日本語で

Google グループや学内 LSN（学習管理システム）

やさしく声をかけ，関係性を取り結ぼうとする姿」

Moodle を用いたディスカッションは教員から指示
され，また Facebook では学生たちが自主的にグ

（p. 81）を見たことが，効率的な教え方や進学率の
確保という価値観への疑問視の契機になったという。

ループを立ち上げ，ディスカッションが教室外でも

そして，そうした矛盾や葛藤のなかで，佐藤は，

続けられる。あるクラスでは Moodle だけでひとり

日本語学校で学ぶ留学生たちへのライフストーリー

当たり平均 925アクセス・59投稿があったというか

研究を始めていった。本章では，4 人の学習者の語

ら，学生たちの意見交換の活発さと生き生きとした

りに，「第二のオーサー」として長い時間かけて向

授業の盛り上がりが想像できる。こうしたインタラ

き合う佐藤自身の，教育観の変容の過程が描き出さ

クションの中で，学生たちが自分の固定的な文化観

れている。そこで見えてきたものは，佐藤の考える

を疑問視したり（「ラブホテルは日本文化か？」），

日本語教育の枠組みが，「教室デザイン」という狭

教室内権力に対抗して独自の「目標」を設定したり

い領域から，留学生の人生全体へと越境していった

（学生たちは，教師＝権威＝マリオッティによる

ことだった。同時に，語り手としての学習者を，

「日本語のみ使用せよ」という指示に対し，秘密裡
にイタリア語でのディスカッションの場を設置し

「学習者」としてではなく，一市民として，具体的

「内容」について議論が白熱）して，ことばの行為

な他者として見るようになっていった。

者として市民性を獲得していく過程が示されている。

こうした自身の体験から，具体的な文脈，具体的
な他者との関係性の中で学習者の「声」に応答し対

1．2．4．第 6 章「地域社会はどのように『共

話し続けること，そして，「教師であることに責任

生』を支えるのか―『市民』としての意識化を目

を負いつつ同時にそれを批判的に相対化」（小玉，

指す活動へ」
（福村真紀子）

2003）していくこと，すなわち脱構築的実践が，

福村は，ボランティアによる「地域日本語活動」
の場での「市民」について議論している。半世紀近

「日本語教師性」を超えたところに見えてくる，日

くの経験を積んできた地域日本語活動だが，福村は，

本語教師の市民性であるのだとする。
1．2．3．第 5 章「社会的責任と市民性―外国

地域日本語教育についての多様な研究成果が実践者

語学習を通した自己認識によって『自由』になる

たちに届いていないとして，現場の「母語話者支配

こと」
（マルチェッラ・マリオッティ）

のイデオロギー」を批判する。たしかに，滞日する

第 5 章では，イタリアの大学での総合活動型日本

非母語者に「日本人的価値観」と日本語の一方的な

語教育実践のなかで，学習者どうし，そして教師と

押し付けについて，アカデミズムではすでに批判さ

学習者たちとの相互作用の成果としての，民主的市

れ切った概念であるとも思われる。しかし，福村自

民性形成のありようを示している。マリオッティは，

身が実際の日本語教室で見たのは，住民としての対

学部生・院生が混合した最大で 46 人という，総合

等な交流ではなく，あくまでも「日本語を教える」

活動型クラスでイメージされるよりもかなり大きな

ことを第一義とする「教室」であり，教える人・支

クラスでの試みを語っている。ゲストとしての日本

援する人としての母語話者と，教えられる人・支援

語母語話者は数名いるが，ほとんどがイタリア語母

される人としての非母語話者の非対等性であった。

語話者のクラスにおいて，クラスでは日本語だけを

そうした経験から福村は，「日本語を教えない日本
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語教育」の場，さらには日本語にこだわらない，自

1．2．5．第 7 章「平和構築への市民性形成―

由な自己表現とその受容の場の必要を知り，コミュ

シリアの日本語教師，日本語学習者の語りをてが

ニケーション・スペース「あいあい」を作っていく。

かりに」（市嶋典子）

そしてそこで，「日本だから日本語を使わなければ

この書評を書いている 2017年4月の時点で，化学

ならない」というイデオロギーと，「日本では何も

兵器によって多くの人々が死傷し，その対抗措置と

できない」という負の感情から抜け出して，生き生

して米軍による空爆が行われ，まさにことばも失う

きと積極的に日本社会で生きていこうとする学習者

ような混乱のシリアにおいて，日本語教育はどのよ

の姿を描いている。そうして「市民」として受け入

うな意義をもつのかを考察している。ここでは，市

れられていく非母語話者住民と同時に，「あいあ

嶋自身が実践者としてかかわってきたシリアの，元

い」の活動の中で「市民」として学び続けていく福

日本語教師マリアム，そしてラマの語りから，ナ

村を含む母語話者ボランティアの姿も，描き出され

ショナルな紛争状況と，にもかかわらずパーソナル

ている。

には「（日本語を）教えることは，世界，ライフ，

ここで福村がオスラー，スターキー（2005/2009）

命」とする自己表現への情熱との間で，矛盾に引き

を引いて説明する「市民」の意義が，わたし（評

裂かれながら自己と社会の関係を編みなおそうとす

者）には最も心に落ち着いた。少し長いが引用する。

る「ことばの市民」の姿を描く。

「市民」である人は，価値観，外観，学歴や

シリアを含む中東地域では日本語の社会的需要は

職歴，家族構成，性別，国籍，使用言語，セ

ほとんどなく，そこで日本語を学び続けてきたマリ

クシュアリティなど，あらゆる文化的背景や

アムたちにとっての日本語学習は，利益を得るため

身体的なものの異なりを人間関係構築の障害

でも単なる手段としての言語習得でもない。もとは

とは捉えない。他者の中に自分と共通の人間

趣味で始めた日本語学習だったのだが，日本語教育

性を見出して連帯し，多様な他者をコミュニ

にかかわる中で，マリアムは，他者理解と関係性構

ティへと包摂する。
（略）
「市民」は他者を排

築こそことばを学ぶ意義だと考えるようになる。知

除しない。自身が孤立したり，孤立の状態に

識習得重視の暗記学習や一方的講義式教育が主流の

いる他者を放置したりしない。他者やコミュ

シリアでほとんど見られないようなこうした先進的

ニティが抱える問題を無視せず，何らかの行

な考えは，マリアムの場合，既存の理論によったも

動を起こそうとする人。（p. 145）

のではなく，同僚教師や学習者とのコミュニケー

そして，「現われがリアリティを形成する」（アレ

ションの中で生成してきた「実践的見識」であった。

ント，1958/1994），すなわち，他者の前で表現する

そして，「世界，ライフ，命」と表現される日本語

自身の像こそリアルな自分自身であり，他者によっ

は，彼女にとって単なる記号や体系としての言語で

て見られ聞かれることがその人の「何者か」という

はなく，ことばを学び教える中で得た具体的な経験

実在を作るとして，地域日本語活動の場こそ，そう

や思い出が内在する彼女の人生であるのだった。そ

した個人のリアリティを形成し「市民」として共生

して，その人生とは，同僚教師や学習者など他者と

を支える場であるべきだと主張される。

ともに試行錯誤しながら考え，構築していった教育
のプロセスそのものであるのだった。
また，ラマは自身の日本語を「剣の代わりとなる
武器」として戦略的に用いることによって，母国シ
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リアを「静かに助けたい」という。母語でも英語で

会について，ほかの人とのつながりに関する理解が

もなく，日本語で，自身の考えを発信し，大切な人

深く」なり，さらに，中国と日本の教育制度比較と

や場所，自分の人間としての尊厳を守ろうとする。

いう博論のテーマと自身との関係について考え始め
るようになる。

市嶋は，彼女たちのことばに「いかなる圧力にも
屈せず，ことばによって，自身の人生を貫き，未来

また，そこでの教育実習生だった山本は，B さん

を切り開いていく生き方を志向する『ことばの市

の様子に衝撃を受け，「私が今まで行ってきた教育

民』像」を見る。つまり，紛争下にあっても，彼女

実践とは，一体何だったのだろうか。『日本語力向

たちが自己の人生の探求を起点に，未来への希望や

上のため』と，学習者に日本語のやりとりを促すも，

平和への力強い視点を持ち続ける，その可能性を担

学習者が日本語を間違えたら訂正し，正しい表現を

うもののひとつとしての日本語教育を，今，わたし

教える。そこには，形式的な日本語の習得という前

たちは強く意識しなければならないということだ。

提を疑うことのなかった私の姿があった」と振り返

本章は，「忘却された日本語学習者」への支援を願

る。

う，シリアに生きる具体的な個人を深く知る市嶋の

こうした細川の方法論は，欧州評議会による行動

祈りのようだった。同時に，どこであっても，学習

中心主義アプローチの具現化としての「相互文化的

者にとって「世界，ライフ，命」となりうることば

出 会 い の 自 分 史（ Autobiography of intercultural

の教育にかかわる者であることに，教師は常に自覚

encounters）
」の根幹思想と一致するものだという。

的でいなければならないとことを，わたし自身あら

そして，これまで「私語り」としてアカデミズムで

ためて心に刻まれた。

はむしろ否定的に捉えられてきた，この個人事象記

1．2．6．第 8 章「循環する個人と社会―市民

述から自己と社会の関係を考えさせることばの教育

性形成をめざすことばの教育」（細川英雄）

こそ，多様な他者とともに生きていくための「市民

細川は，自分の「テーマ」を問いつつ，それを

性」を形成するという。現況の言語教育には，その

「社会的な問題系へと開」（門倉，2004）こうとす

ための大きな「変革」が必要なのだと主張される。

る日本語クラスの具体例として，総合活動型日本語

1．2．7．第 9 章「生態的なことばの市民性形成

教育のクラスにおける学習者の変容を示す。細川は，

とスペーシャル・レパートリー」
（尾辻恵美）

アカデミック・ジャパニーズの実践の目標として

第 9 章では，ことばを「街」や「場」にひきつけ

「市民的教養」の育成をあげる門倉（2004）の指摘

（spatial／スペーシャル），エコロジカル（生態論

が，本書の「市民性形成」と方向性が符合すると評

的）な視点からことばの市民性を議論している。こ

価する。しかし，そこに「テーマと自分との関係に

こでは教育実践ではなく，尾辻が第 2 章で示したレ

向き合う」過程が欠落していれば，結局は「スキル

パートリーの教育理念の基盤となる，人々がそれぞ

の訓練」に収束してしまうと述べる。したがって，

れに持ち合わせる言語資源を持ち寄りながら，

細川の実践は，日本語の運用スキル習得を目標とせ

「街」で実際に発生する協調的で混合的で流動的な

ず，「めちゃくちゃな日本語を出しても，全然恥ず

「共通語＝メトロリンガ・フランカ」の実態が示さ
れる。

かしくない」「母語話者をモデルとしない」クラス
において展開する。そこで「うまい」「上手な」日

わたしたち日本語教師は，日本国内での一応の

本語の呪縛から解放された学習者 B さんが，ディ

「共通語」として日本語を非母語話者に教えるのだ

スカッションやインタビューを「自ら経験して，社

が，尾辻によれば，日本国内でさえも共通語の機能
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が変化してきているという。日本のバングラディ

語・多文化資源を有効に生かした包括的な言語教育

シュ系雑貨店では，ネパール語，英語，日本語，ベ

である。尾辻自身は，「トランスカルチャル・コ

ンガル語，タガログ語，ガーナ語，ヒンズー語の表

ミュニケーション」という，多様な背景を持つ日本

現や単語が飛び交い，その場に居合わせた客同士が

語学習者と日本語母語話者が参加するクラスにおい

助け合いながら携帯電話の値段交渉をしていたとい

て，使用言語に強い縛りを設けずにディスカッショ

う。また，モロッコ出身とアルジェリア出身の両親

ンを中心とした授業実践を行っているという。そし

を持つナビルが経営する神楽坂のフレンチ・ビスト

て，こうした方法論の蓄積が，今後の課題だとする。

ロでは，ナビル・客・シェフ・ウェイター間で英語，

1．2．8．終章「ことばの市民性形成の将来的展

日本語，フランス語（北アフリカ，カナダ，トーゴ，

望―社会観，言語イデオロギー，言語教育イデ

マダガスカル沖の島などのフランス語々！）が，発

オロギーの転換に向けて」
（尾辻恵美）

音や文型まで含めて複雑に混合してメトロリンガ・

終章は，「新自由主義に蝕まれた日本語教育」
（p.

フランカとして話されている。しかし，これはナビ

233），すなわち，言語を経済的要素に短絡的に結び

ルら個人が所有する言語レパートリーだけではなく，

つけ，競争の「勝者」と「敗者」の階層を保全し強

その場の習慣，行動，物質的な環境，互いのレパー

化してしまう日本語教育に，3 つの転換を迫り，こ

トリー，神楽坂という土地柄，フランスというある

とばの市民性形成の今後の展望としてまとめている。

種のブランド的文化資本など，その場のさまざまな

そのひとつは，コミュニティ・社会観の転換であ

資源をすり合わせながら相互交渉するなかで，全体

る。それは，たとえば，「日本社会」にはその構成

として構築されている。これを尾辻は，生態論的な

員の間に同じ言語と価値観が存在するという固定し

視点からスペーシャル・レパートリーと呼ぶ。そし

た考えから，そんな単純な「日本社会」ではなく，

て，協働的・複合的な共通語としてのメトロリン

もっと複雑で複合的で，人々の相互作用によって絶

ガ・フランカに，このスペーシャル・レパートリー

え間なく変化し形成され続けているという，動的な

の議論を加えることにより，尾辻は，トップダウン

コミュニティ・社会観への転換である。尾辻は，そ

的な複言語主義の市民性に折り合いをつけるための，

こではみなが必ずしも同じ言語を共有していなくて

ボトムアップの市民性形成を提唱する。

も，複数の言語を互いに駆使してコミュニケーショ

一方で，日本政府がいう「多文化共生」について

ン を と る 場 と し て ，「 コ ミ ュ ニ テ ィ 」 で は な く

は，日本人には言語・文化の単一的理解があるとい

「ゾーン」がふさわしいという。

う国家主義的なイデオロギーから抜け出しておらず，

そこでのコミュニケーションは，個人が持つ言語

日本人対外国人という二元論を日本社会に産んでい

資源をそれぞれの個人が持ち寄って，他者と自己と

る可能性が，批判的に指摘される。他者と「共に生

場が交差するところに生まれてくるものである。そ

きる」ためのことばが，環境や社会システムとの動

して，そこで使われることばは，必ずしも個人が

的なかかわりや他者との相互交渉のなかで混合的，

個々に所有しているものではなく，その場と，そこ

協働的に生まれてくるものであるなら，そこでの言

で互いに交渉しあう人々が協働して作る。つまり，

語教育には，この二元論からの大きな発想の転換が

それぞれの言語は個人が能力として所有していると

必要となる。尾辻が提唱するのは，「言語への目覚

いう従来の言語観から，そうではなく，ことばは，

め活動」（大山，2016）とも共通する，単一言語の

コミュニケーションが行われる場と，そこで交渉し

習得を学習目標とするのではない，教室内外の多言

あう人々によって協働的に複合的に作り出されるも
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のだとする言語観への転換，すなわち，二つ目の転
換の必要としての，言語イデオロギーの転換である。

2．「カウンター」の現実から

そして，三つ目が，第 2 章，第 10 章で尾辻が示

率直に言って，わたしは本書の各章で見たそれぞ

した豊富な「レパートリー」構築を目的とする言語

れの，教師として，そして研究者としての実践に，

教育への転換である。それは，ひとつの対象言語習

あこがれた。どの章からも，権力におもねらない意

得を目指すモノリンガル的な言語教育イデオロギー

志的な情熱と先進的な知性，そして，人としてのあ

から，多言語環境のコミュニティに積極的に参与し

たたかさと誠意を感じた。わたし自身も，こんな教

貢献しようとする意欲と能力の形成，すなわち，場

室を作りたい，こんな教育をめざしたいと，願った。

と空間の形成に結び付いた市民性の形成をめざす言

たとえば，第 5 章でマリオッティが，第 8 章で細川

語教育への転換である。

が示すような総合活動型のクラス，また第 9 章で尾

1．2．9．あとがき「『母語・第二言語・外国

辻が示す多文化状況でのディスカッションを中心と

語』という境界線を崩す過程」（マルチェッラ・

する協働活動を取り入れたクラスなど，年によって

マリオッティ）

そのクラスでの「手応え」には濃淡があり毎年コン

あとがきで，非母語話者として日本語に向き合っ

スタントに「非常に上首尾」といくわけではないも

てきたマリオッティが，本書の各章の内容に照らし

のの，わたしも本書でいうところの「市民性」形成

合わせながら，自身の実践（プラクシス）の軌跡を

をめざそうとする教室を担当している。だから，こ

語る。言語能力の「罠」に陥り自分に不満を持った

うしたクラスでの実践で日ごろ考えていることが

り，日本語学習の意義を問い直したりしながら，妻

しっかりと言語化された本書を読み，あこがれと同

であり母であり教師であり研究者であり，そして一

時に，心強さも感じた。評者としてのわたしの本書

市民である自身の「文化」やアイデンティティが，

に対する基本的立場は，以上のとおりである。

社会的行為者としての日常生活の実践のなかで変容
してきた軌跡である。そこから，「文化」もアイデ

2．1．「N1 対策クラス」のこと

ンティティも，多くの人々との出会いと交渉のなか

そうした前提のうえで，一方では以下のようなこ

で動態的に構築され続けるのだから，母語・第二言

とも同時に考えた。わたしは上に述べたような活動

語・外国語を超えてことばの教育は，マリオッティ

型，協働学習を中心としたクラスと同時に，「日本

自身が経験したように，そうした「文化」やアイデ

語能力試験対策クラス」も担当している。職場の非

ンティティを産み出す場となりえるし，ならなけれ

母語話者学生のなかには N1 に合格していない者も

ばならないとする。すなわち，他者との関係のなか

いるため，在学中に N1 に合格したい/させたいとい

で自分を「歴史的な存在」として認識できる場，社

う，本人たちと大学側（そして，日本語教員である

会的行為者としての自己認識を持てる場，社会に対

わたし自身も）の要望に沿う形で開設されたクラス

する責任を感じながら行為する人間＝市民として自

である。こちらのクラスでは，担当教員であるわた

分を認め，認められる場に，ことばの教室こそがな

しが自ら言うのも変なのだが（しかし，学期はじめ

りうるし，ならなければならないとして，本書の主

の授業オリエンテーションで受講者である学生たち

張をまとめている。

にも同様に言うのだが），時間を区切ってひたすら
問題をガツガツ解いていくような，学生にとって説
明が必要な部分はできるだけ「効率」よくわかるよ
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うにチャッチャと説明して進んでしまうような，ほ

話者がともに学ぶ日本語表現クラスが，同一日に連

とんどぜんぜんおもしろくないようなクラスである。

続の時間割りで配置されていた。ある日，まず日本

折々に模擬テストの答え合わせをグループでやり，

語教育学クラスで，「やさしい日本語」について文

結果の点数を「競わせる」ような「活動」もするの

献を読み，みなで議論した。「やさしい日本語」と

だが，基本的には講義式で黙々と進めていくという

は，本誌の読者の多くには周知のことだと思うが一

タイプのクラスである。わたしとしては，「おもし

応説明を加えると，阪神淡路大震災をきっかけに災

ろくないよ」と正直な気持ちを履修登録前の学生た

害時に外国籍住民の安全を守るという目的で作られ

ちに話しているのだが，しかし，学生たちには結構

た概念である。1995 年の震災時，命にかかわる重

人気があり（とはいえ，N1 に合格したいため履修

要な情報が日本語の難しさのために外国籍住民に十

せざるを得ないという背景もあるのだが），ここ数

分に届かず，被害が大きくなってしまったのだから。

年，毎回満員である。ここでは，「対話」はぜんぜ

しかし，非常時に「やさしい日本語」を機能させる

んないとは言えないが，少ししかない。必要な語彙

ためには，平時の取り組みが欠かせない。そして，

や文型，そしてどんどん問題を解いていくコツのよ

たとえば市役所などからの重要な情報をわかりやす

うな受験テクニックを，学生たちの頭と体にバシバ

く伝えることは，外国籍住民にとどまらず，障害を

シ「入れて」行く（つもりだが，そうなっていない

持つ人，子ども，高齢者など，つまり，わたしたち

かもしれない）。このクラスでの日本語は，これか

みんなにとって大切だ，というような考え方だ。数

ら社会での競争に生き残るために必要な「道具」で

名の非母語話者の学生たちから，「やさしい日本語

あり，ここでは学習者の母語は多少出現することが

だけを学ぶのでは，二流の日本語話者として軽蔑さ

あるものの，ほぼモノリンガルの空間である。教員

れてしまうのではないか」「わたしは日本人が普通

であるわたし自身には，本書で示される「市民性」

に使う普通の日本語を学びたい」などの意見が出て

形成が言語教育の最終的な目標であるのだという，

きたのだが，クラス全体としては概ね「意義を納得

そうした思いは本書と共有している。しかし，この

し大賛成」「これからの日本社会になくてはならな

「めざせ N1 合格」クラスでは，そうした「理想へ

い」というような意見が多数派だった。

の転換」は思い切り影を潜め，どこかに追いやられ

昼休みを挟んで次の時間は，日本語表現クラス

てしまう。「日本語能力試験」という評価制度をこ

だった。ここでは日本語非母語話者学生と日本語母

そ変革していかなければならないという，より本質

語話者学生がディスカッションや協働学習を通して

的な態度とそれにともなう行動が，教師としてのわ

異文化間コミュニケーションの力を養うという目標

たしに求められるのかもしれない。しかし，学生た

と同時に，レポートの書き方やプレゼンテーション

ちの，今，ここの要求（ニーズ）を「それは要らな

の方法などを含め 4 技能を開発しようという目標も

い」と切り捨てることができないのも，わたしに

ある。この日は，意見文のピア添削の前のウォーミ

とっての現実なのだった。

ングアップとして，話し言葉を「書き言葉的表現」
に変えるというタスクをグループごとで行った。例

2．2．「やさしい日本語」とアカデミズムでの「書

を挙げると，「P 市の人口はだんだん減っている」

き言葉らしさ」

を「P 市の人口は次第に減少している」に，「わざ

また，別のクラスのことも考えた。昨年度，日本

と間違えた」を「故意に間違えた」に，「両国は

語教育学を学ぶクラスと，日本語母語話者と非母語

切っても切れない関係にある」を「密接な関係にあ
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る」に直すとか，そういう問題を解いていく。わた

別のベクトルへ強く引っ張る現実の力も見なければ

しは，グループ活動を見守りながら，「わたし，矛

ならない。

盾したことしているんだなあ」と猛烈に思っていた。

大学教員が行った地域日本語活動ボランティア向

前のクラスでは「やさしい日本語」の必要性につい

けの研修のあと，ある教室では学習者の母語を教え

て議論しつつ，このクラスでは話し言葉のわかりや

る「各国語教室」も開こうということになった。そ

すい日本語をむずかしげな日本語に書き直している。

れは外国人学習者のエンパワーにつながり，日本人

しかも，両方のクラスを同時に履修していた母語話

ボランティアの学びにつながり，ひいては日本社会

者の学生がいて，彼女も相当違和感を感じ，わたし

の多文化化を推進する力につながるのだ，という思

に「先生，これ，やっぱりやらなければならないこ

想にメンバーが共感したからだ。しかし，結局うま

となんですよね…。だって，必要だものね，これ。

くいかないのである。当の外国人学習者が，「わた

でもでも，さっきのクラスでの『やさしい日本語』

しは日本語を学びたいのであって，自分の母語を日

の考え方とは，ぜんぜん反対のことですよね…」と，

本人に教えている時間はない。できるだけ早く，わ

困ったように訴えたのだった。

たしは日本語をマスターしたいのだから。ここに来
るのは，自分の言語を教えたいからではなく，日本

たしかに，非母語話者の学生たちが日本語でアカ

語を学ぶためなのだから」と言うのである。

デミックな文章を書かなければならないとき，「ア
カデミズムで認可される」言葉遣いができなければ，

もちろん，「あいあい」のような場がわたしたち

つまり「スキルの習得」がなければ，内容以前に読

に必要なのだ。しかし，今の段階では，まだ「あい

んでもらう（査読してもらう）こともできない。
「め

あい」の理念を実現できない場も多いのではないか。

ちゃくちゃな日本語」では，自分を表現する以前に，

たとえば，わたしが勤務する地域には，生活に必要

その場に立たせてもらえないというのが，この社会

な日本語を学べる学校はほぼ見当たらず（本来なら，

の現実でもある。そういう社会を変えるための「市

わたしの勤務する大学にこうしたクラスがあるのが

民性」を形成していくという，本書の主張には共鳴

一番いいのだが，残念ながら地域に住む非母語話者

する。しかし，だからと言って，この過渡期の社会

の「生活者」の多くを受け入れられる体制が，地方

にあって，「過渡期だからしかたなし」として，今，

の小規模大学には整えられない），結局は地域の日

目の前にいる学習者が現実社会で不利益を被ってし

本語活動ボランティアのみなさんに，交流のみなら

まうことは，避けなければならないのではないか。

ず，言語補償まで担ってもらわなければならないの

そうするとそこには，市民性形成への目配りと同時

が現状である。「日本語を教えない日本語教育」（p.

に，徹底的にスキルを叩き込むという段階も必要だ

136），「いろいろなかたちの作業などを行う，活動

し，教師としてそうした作業を軽視することはでき

中心のコミュニケーション・スペース」（田中，

ないのではないか，とも考えるのである。

1996）を成り立たせたくてもそうできない現場が，
今はまだこの社会に多いことは，認識せざるを得な
いのではないかと思う。

2．3．地域日本語活動についても
もうひとつ思い出したのは，第 6 章の地域日本語
活動についてだ。福村の理念に，心から共感する。

2．4．「言語道具論」と「市民性」のねじれ

日本のどの教室も，こんなふうになっていったらい

また，本書で使われる「市民性」や「人間形成」

いと思う。しかし，わたしたちは一方で，ぜんぜん

ということばが，安易に「道徳」や「モラル」など
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と結びついてしまうなら，その危険性，あるいはそ

主義的なイデオロギーから離脱し」（p. 23）ている

こに危険を感じる日本語教師が一定数いることの合

ことだ。本書は，「日本文化を発信するための道具

理性は，認識しておかなければならないと思う。た

としての日本語教育ではなく，多様なアイデンティ

とえば，現在の日本語教授法に大きく影響を与えた

ティを承認する複数性の社会という政治的・社会的

長沼直兄は，1950 年代に次のように述べている。

選択の中で，新しい公共的な文化の可能性を探る担

「語学の先生というのは，こういうと少し当たり

い手を構想することができる」（p. 15）日本語教育

障りがあるけれども，テニスのコーチなどと同じな

への筋書きである。そして，戦前戦中の「文化理解

のであって，そんなに偉い理論的指導者である必要

のための日本語教育」者たちが，「文化」や「言

はない。初歩の段階においては，むしろ水泳の先生

語」を伝統に根差した，どちらかというと固定的で

とか，スキーの先生とかと同じようなものでなけれ

静的なものであるととらえがちであったのに対し，

ばならない。それを先生方は他の学科の先生と同じ

本書においては「文化」も「言語」も「アイデン

ように考えようとする。ここに問題がある」（言語

ティティ」も，動態的で複層的で常に変わるものと

文化研究所，1981，p. 43）

してとらえられている。加えて，ナショナリストた
ちの「文化理解のための日本語教育」が具体的な方

この発言は，本書で批判される「言語＝道具」論，
すなわち，ツールとしての「正しい日本語」を，教

法論に乏しく抽象的概念だけを喧伝しがちであった

師の好みや価値観などはできるだけ排除して効率よ

ことに対し，「ことばの市民性」を目指す本書には

く習得させていこうという，いわば実用主義の日本

いくつかの具体的な授業の方法や実践例が示されて

語教育の根幹となる考え方だ。日本語に「日本精

いる。こうした点は，決定的に異なっている。
しかしながら，ともに「言語＝道具」論を批判し，

神」を重ねて他国の人々に扶植しようとした戦時期
の日本語教育への反省のうえに成り立った，戦後の

ことばの教育を用いて「人間形成」に関与しようと

日本語教育の出発点である。

する点は共通している。戦前戦中の実用性重視の日

そして，こうした長沼の，言語を道具・手段とし

本語教育を批判した「文化理解のための日本語教育

て考える実用性重視の思想は，戦時期には，学習者

者」，あるいは教師自身の「政治性」を啓発しよう

の「精神を陶冶」しようとする「文化理解のための

とする日本語教育者らは，次のように述べる。「日

日本語教育者」（堀，1941）たち，すなわち，「や

本語教育者は就中その責任が重大であるから，単な

れ日本語の言霊がどうの，日本文化がこうの，日本

る語学者に止まるべきにあらず」（白木，1941，p.

精神がああのといって威張った」（山口，1942）日

9），「語學を教えるためでなく，人間を作るため」

本語教育者たちによって，「政治性や文化性がな

（秦，1942，p. 1）の日本語教育，「語學教授上最も

い」として批判されたのであった。

合理的であり効果的」な直接法の「合理主義論理性

本書で主張される「ことばの市民性」は，戦中の

に對して一つの大きな疑惑を感じつつある」（秦，

長沼らの実用性重視の日本語教育を批判する「文化

1944，p. 12）。こうした発言は，本書の「『能力育

理解のための日本語教育」者たちの「文化」とは，

成』から『人間形成』へ」（p. 13），「効果と効率を

言うまでもなく，異なるものである。それは，後者

めざす技術至上主義」（p. 12）への批判などとの，

の「文化」がナショナリズムに強く裏打ちされた

一定の近似性が指摘しうる。

「日本文化民族優越論」（蔡，1987，p. 138）を基盤

また，長沼とともに「実際家」として知られる大

としているのに対し，「ことばの市民性」は「国家

出正篤は，「日本民族を代表して大陸民族を指導す
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べき重任があるのだと壮語」（大出，1941，p25）

ター」の切実な現実も身近に感じるわたしは，かな

する「國士型」の日本語教師が，初歩の実用的な話

り宙ぶらりんである。そうした立場から，本書から

しことばの教授についての知識もスキルも持たない

得た知見として，次の 2 点を述べたいと思う。

ことを批判した。大出は，日本語教育者には，「日

ひとつは，本書の主張に対する，2．で述べたよ

本精神」を大言壮語する力よりも，語学教育の実際

うなカウンターの現実だけを知る教師や教育現場，

に必要なことばの機能的知識や，現場に即した教授

あるいはカウンターの現実にとどまらざるを得ない

方法の訓練が必要だと主張したのである。そして，

教師や教育現場との，対話を続けるということだ。

それは，現在の日本語教育界における「内容重視」

「日本人のような日本語」を，「効率的に」教えなけ

的教育への偏向を批判する，文法研究者の次のよう

ればならない場面も，現実にはたしかにある。そう

な懸念と，一定程度符合してしまう。「日本語教師

ではないような社会を作るための方向を見据えつつ，

の『専門性』を示す 1 つの指標は，いかに，早く効

しかし，既存の現実に誠実に対処しようとする努力

率的に『日本語で』学べるようにできるかを示すこ

に対する敬意とともに，対話を続けていかなければ

とにあるように思います。そして，ここには『語学

ならないということだ。また，日本語教師という仕

的』要素が不可欠だと思うのですが，現在の日本語

事そのものが，職業アイデンティティについても，

教育界では，この点の議論が不当に矮小化されてい

知識や技能の形成過程においても，「日本人」
「日本

るように思います」（庵功雄氏（一橋大学）からの

文化」などのナショナルなものに対する情緒的な一

私信）
。

体感を，社会から求められやすく，教師自身もそう
した期待を内面化しやすいという現実がある（有田，

さらには，「市民性」ということばが，細川も指
摘する通りに，国民国家の成員としての権利と義務，

2016）。だから，「国家主義的な言語イデオロギー

集団への帰属意識と結びつきやすい概念であること

の転換」などということばに対する，自己防衛的で

から，万が一「市民性」ということばだけが独り歩

条件反射的な激しい拒否反応が出現する可能性はあ

きしていってしまった場合，ある「ねじれ」が生じ，

る。そうした場面で，絶望的にヤケッパチになって

誤解を恐れずにいれば，そこに「うさん臭さ」や危

相手を軽視したり，
「わからない人たち」「遅れてい

険を感じる教師もいるのではないだろうか。

る」などと見下げることでうっぷんをはらしたりし
たくなるかもしれないと自戒を込めて思うのだけれ
ど，しかしそうではなく，対話の継続への努力を諦

3．おわりに

めてはいけないということだ。なぜなら，わたした
ちは「ことばの市民」をめざすのだから。

日本語教育に限らず，「教育」にかかわる者に

もうひとつは，本書の各章での主張が現在の日本

とっての最大の葛藤のひとつは，既存の社会に有益
で安定を守る力を育成しなければならず，一方では，

語教育界にあって「多数派」とは言えない状況のな

この不完全な社会をよりよく変革しようとする力を

かで，本書の問題意識とそこからの貴重な提言を，

育成しなければならないということの，相克ではな

できるだけ多くの日本語教育関係者が知らなければ

いか。

ならないということである。2020 年のオリンピッ

本書の主張に強く賛同し自身も「ことばの市民」

ク・パラリンピックを控えて，日本政府は多言語化

となりたいし，多くの人々が「ことばの市民」にな

多文化化を進めて外国人を迎えようとしている。訪

る教室を運営したいと熱望しつつ，一方で「カウン

日する外国人観光客数も，増加している。留学生数
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は，目標の 30 万人に届く勢いで伸びている。高齢

川の両岸をつなぐ人たちではなく，いつの時代でも

化に備えて，介護分野も外国人技能実習の項目に

大きく重なり合っている場（ゾーン）で，楽しげに，

入った。一部の特区では，外国人家事労働者も受け

忙しげに，そして淡々と，「実践（praxis）」しなが

入れるという。しかし一方で，一見平穏に見えるか

ら新しいものを作っていく。

もしれない日本社会だが，一皮めくると国籍，民族，
言語や文化の違う人々に対する，無造作に投げつけ
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