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概要
本稿は，2017 年 2 月 25 日に関西学院大学において開催された言語文化教育研究学会第 3
回年次大会シンポジウムの記録である。
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方について，生々しい現状を踏まえつつ，未来への

1．シンポジウム概要

問題提起ともなった充実した内容であった。シンポ

本稿は，言語文化教育研究学会第 3 回年次大会に

ジウムの企画意図については，本誌特集の「シンポ

おいて，大会シンポジウムとして開催された「言語

ジウム趣旨」（p. 2）および本稿 2．1．をご参照い

文化教育のポリティクス」の記録である（2017 年 2

ただきたい。

月 25 日，関西学院大学上ヶ原キャンパス）1。当日

なお，本稿は基本的には当日の録音を基としてい

は，シンポジストの多彩さを反映して，日本語教育

るが，発表者が各自の判断で加筆・修正を行った。

のみならず英語教育関係者からも多数の参加者を迎

発表者ごとに加筆・修正の程度や体裁には若干の差

えることができた。また，本稿では編集の都合上割

があることを，あらかじめお断りしておく。

愛したが，各シンポジストの発表後には，参加者か
らの質問用紙に答える形で質疑応答も行われた。言

2．シンポジウム記録

語文化教育をめぐるポリティクスの実態とその捉え

2．1．企画趣旨説明（牲川波都季）
1

当日の発表スライドは，大会WEB サイトで公開されて

まず趣旨の説明を私の方でさせていただいて，庵

いる。URL：http://alce.jp/annual/2016/
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さん，寺沢さん，有田さんの順にご発表いただきま

そういう人数の規制がなくなりました。規制緩和で

して，その後質問用紙を回収いたします。質問をど

すね。これによってもう介護士と看護師の方達，そ

んどんしていただきたいんですけれども，質問がお

の候補というのは一気に日本に来るであろう，来る

ありの方は受付で質問用紙を配布したと思いますの

ように政策は進められています。そういう動きが日

で，そちらに書いてご提出ください。その後，10

本語教育である。他方，今日の寺沢さんの研究対象

分 15 分程度の休憩を挟んで，フロアと議論をしつ

でありますけれども，英語教育では 2011 年から小

つ，シンポジスト同士も話をしていくと。より深い

学校 5 年生からの外国語活動が必修化されました。

話に進めていくという形にさせていただきます。

新学習指導要領で 2020 年度からは 3 年生から必修，
5 年生からは正式な教科になるということでこちら

まずちょっと簡単に，今回の年次大会でなぜこう

も大きく動いています。

いうシンポジウムのテーマを企画したかを，説明い

こういう状況で，教育の現場というのは動かされ

たします。
きな臭い世の中と言いますか，言葉の教育の周辺

ざるを得ないと思うんですよね，その影響というは

も動きが活発になっている時代です。特に政策的に

大きいので。ただ，こういう一番近い動きだけ見て

は私の分野でいう日本語教育で言いますと，東日本

も私たちはそれを全部捉えられているか，正確に捉

大震災の復興と東京オリンピックの開催というのが

えられているか。この学会は教育の理念というもの

ありまして，そのために 2020 年度という年限でつ

を大切にして，その理念を生み出し，それを使って

きで建設・造船業の外国人が技能実習制度を利用し

どう実践をよくしていくかということをテーマとし

てたくさん呼ばれているという現状があります。で，

ているわけですけれども，では実際に理念を実現す

2018 年問題で，18 歳人口が減る，大学に入学する

るにはどうしたらいいか，それに対するためにはや

学生が減る，ということで留学生 30 万人計画とか

はり実態の把握というのが欠かせないと思います。

グローバル人材育成事業が始まって，留学生をどん

そして把握した上で何ができるのかということで

どん呼ぼうと，それで大学の定員を埋めようという

すね。今日はお三方をお招きしておりますけれども，

動きも以前からあります。さらには 2025 年問題で

三人とも研究対象もアプローチも全く違っていらっ

す。団塊の世代がみなさん後期高齢者になられると，

しゃいます。ただ，政策的な問題とともにある実践

75 歳以上になられるということで，介護士，看護

のことを見据えながら，解決の方向性を考えてこら

師，特に介護士の方は 38 万人足りないということ

れている点では共通しています。このお三方にそれ

が見越されていますので，去年いくつもの法律が作

ぞれその辺りのことをお話いただいて，フロアの皆

られたり改正されました。例えば従来は，海外から

様とも議論しながらこの問題の未来について考えて

の介護士の方たちは二国間協定で来られていました。

いきたいと思いますので，よろしくお願いします。

それがその枠組みだけではなくて，介護士を専門職

はい，では早速始めたいと思います。お一人目は

として認めよう，資格を取れば日本にある程度安定

庵功雄さんです。一橋大学国際教育センター教授で，

した立場で定住できるというふうに変わりました。

ご専門は日本語教育，日本語学でいらっしゃいます。

あとは看護師の受け入れ，以前から看護師は専門職

ちなみにフロアの方，今日，日本語教育関係だ，日

として認められていましたけれども，去年になって

本語教育よりだという方，どのぐらいいらっしゃい

看護師の養成学校に留学生を受け入れる際の教員の

ますでしょうか（会場の参加者手を挙げる）。はい，

数，以前は 5 人に 1 人必要とされていたんですが，

では日本語教育以外という方は（会場の参加者手を
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挙げる）。ありがとうございました。だいたい 7 割

で研究を行えるようにするということですね。そう

が日本語教育という感じですかね。そうしたら庵さ

いうのが目的でした。これは留学生センターってい

んのご紹介はいらないかもしれません。文法，教育

うのが，国立に作られたもともとの趣旨というのが

文法の研究をされてきて，近年は「やさしい日本

そういうことなんですね。それに対してそれ，つま

語」の提案もなさっています。今日は「大学におけ

りそういうのが野田尚史さんていう人は「日本語エ

る英語中心主義を生き延びるための留学生日本語教

リート」というふうに呼んでいるわけですけれども，

育と〈やさしい日本語〉」というタイトルでご講演

そういう人が教育の対象だったわけですけれども，

いただきます。よろしくお願いいたします。

今の「留学生センター」ではそういう人ではなく
なってきている，その主な対象者が。少なくとも国

2．2．発表 1：大学における英語中心主義を生き延

立の留学生センターではそうなっている。つまり言

びるための留学生日本語教育と〈やさしい日本語〉

い換えると日本語学習を少なくとも中心的な目的と
はしない学習者が多数派になってきているというこ

（庵功雄）
ただいまご紹介いただきました，庵と申します。

とです。そこで問題になるのはですね，つまりこの

今日はですね，「大学における英語中心主義を生き

日本語エリートの対象にしているときはですね，動

延びるための留学生日本語教育と〈やさしい日本

機付け，モチベーションっていうことは考えなくて

語〉
」ということで，先ほど牲川さんがお尋ねに

もよかったんですけど，どう教えるかだけをいわば

なったように，日本語教育関係以外の方にとっては

考えていればよかったんですけど，どう教えるか以

あんまりピンとこない話かもしれませんけれども，

前にですね，どうやったら日本語を勉強してくれる

一応必ずしも日本語教育だけではなくて，また外国

かということですね，それを考えないといけない。

語，英語はまあまあちょっと別かもしれませんけれ

そのことがむしろ非常に中心的な問題になっている

ども，少なくとも第二外国語教育に関しては同じよ

ということです。これはですね，おそらく日本人学

うなことが当てはまると思いますので，そういうコ

生相手の第二外国語でも似たようなことはあるかと

ンテクストに読み変えて聞いていただければと思い

思います。
その動機付けをどう確保するということですけれ

ます。
それでですね，留学生日本語教育を取り巻く環境

ども，一つはですね，それと，これはこの後ほど触

の変化ということで，一つは学習者の質が変わって

れますけれども，大学の留学生獲得戦略自体がです

きたということですね。それから大学の留学生獲得

ね，英語で授業をやって留学生を集めるっていうこ

戦略が変わってきた，という二つの側面があります。

とになっているという，それと合わせてですね，要

まず学習者の変化ということですが，これはですね，

するに大学は日本語でもう留学生を教育しなくても

今日の話は，私が所属している国立の「留学生セン

いいんだっていうことを，ぶっちゃけて言えばその

ター」，今は「留学生センター」っていう名前はほ

ように考えているところが多分にある。そうすると

とんどなくて，だいたい名前は変わっていますけれ

それに対応してですね，留学生センターがじゃあそ

ども，大学の中の留学生を担当する部局名として，

の下請けをやりますと。つまりそういう英語で学位

「留学生センター」という言い方を使いますけれど

を取りに来る人にとってですね，それでも生活の日

も，そこのもともとの趣旨っていうのは，日本語が

本語は必要だから，それをやりましょうっていうふ

ほとんどでできない状態で来日した留学生を日本語

うにその下請けをやります。そうするとまあいわゆ
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るサバイバルジャパニーズをやるっていうことにな

げたモチベーションが低い学生が多くなっていると

るんですね。この戦略をとるとどうなるかというと

いうことにつながっています。今つまり二つの問題

ですね，要するに日本語教育の専門性っていうのは

があって，その一つ目は学習者がエリート中心では

あんまり関係ないわけです。そうなるとどうなる

なくなっている，日本語エリート中心ではなくなっ

かっていうとですね，それでなくても大学の当局は，

ているということ。そのことに関しては，出てくる

特に国立の場合，座布団（テニュアのポスト）を取

問題っていうのは日本語学習の動機付けが高いとは

り上げようとしているわけですから，まさにその方

限らないということ。もう一つは学内での英語重視，

向性に乗っちゃうんですね。そういうことになりま

つまり先ほど申し上げたように留学生教育っていう

す。つまりもう職を失うということ，ポストを取ら

のを英語をやるべきだっていう流れになっているん

れる，簡単に言えばオウンゴールになる。

ですね。

もう一つ留学生日本語教育を取り巻く環境の変

そうすると，ここを生き残るためにですね，サバ

化っていうことであるのは，大学の留学生獲得戦略

イバルジャパニーズに舵を切るっていうのは，さっ

の変化。これはですね，いわゆる大学の国際ランキ

き申し上げたようにオウンゴール。じゃあどうすれ

ングを上げたいということです。これ自体がどれぐ

ばいいかって言うと，日本語で教育を行っても，英

らい意義があるかっていうことはとりあえず問題な

語でやるのとそれほど変わらない速さで成果が得ら

んですけれども，しかし，これに動かされているこ

れる，っていうことを証明しないといけない。日本

とは多分にあると。そこから出てきている結論は

語をゼロから始めても，です。まあもちろんその前

じゃあ何かとっていうと，英語で授業をやらないと

提として英語では授業が聞けるっていう，それがな

優秀な留学生は集まらないという，まあ仮説という

いとだめ，それがないとそれはできっこないわけで

か神話というかですね，まあ幻想というかそういう

す。ただ英語で授業が聞けるだけだったら，結局わ

ものですね。そうすると留学生の教育は英語で行う

ざわざ日本に来る必要はないわけです。それから，

べきだ，ということ，つまり言い換えると留学生の

基本的にこれは今起こっている問題っていうのは理

教育を日本語でやっていたんでは，とてもじゃない

系の問題ではなくて文系の問題です。理系ではもう

けれども優秀な留学生は日本に来ない，だから英語

とうの昔からそういうふうになっているわけで，そ

でやらないといけないということになる。これ自体

れこそ大きな総合大学の「留学生センター」であれ

はほとんど意味がない，と私は思います。あとで触

ば，要するに理系の学生は日本語をやりたいと言っ

れますけれども。ただし，大学当局がこう思ってい

ても，指導教員が日本語を勉強する暇があったら英

るということは重要なんですね。そういうことを押

語を勉強しろっていうので来なくなるっていうのは

さえておくことは必要だと思います。

ごく当たり前に起こっていたわけで，今問題になっ
ているのはそれが文系に波及してきたということで

もう一つは日本人の海外送り出しを重視する。そ

す。

うするとバーターでこっちから送るたびに向こうか
ら引き受けないといけないっていうことで，いわゆ

で，そうするとじゃあ文系でやるのに授業を英語

る交流学生とか交換留学生と言われる留学生が増え

でやったら来るかっていうとですね，普通に考えて，

る。そうするとですね，その中にはもちろんモチ

例えば日本に来るっていうのは日本の歴史とか日本

ベーションが高い人もたくさんいますけれども，そ

の経済とかそういうことを学ぶために来るわけです。

うでない人もたくさんいます。それがさっき申し上

そうするとそういうことをやるのに英語でしか資料
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る方策を考えることが必要なんです。

が扱えない，または扱う必要がないんだったら，わ
ざわざ日本に来る必要はないわけです。だからそう

じゃあどうすればいいか。まず日本語教育に関す

いうところで本当に優秀な学生を呼ぶためには，日

る考え方を抜本的に見直す必要がある。でそこに

本語でも英語でも資料が扱えるようにしなきゃだめ

「やさしい日本語」っていうのが使えるんじゃない

なんです。だから英語だけでやったって学生は来な

かっていうのがこの発表の考えです。「やさしい日

い。だから実際にそういうふうなところは必ずしも

本語」っていうことの考え方の具体的なところにつ

成功しているとはいえない。それはまあ当然のこと

いては，岩波新書で書いた本（庵，2016）があり

なんですね。だからそれを，ただし，そういうこと

ますので，そちらに譲ります。ここでは，ごく簡単

だっていうふうに当局がみんな思っている，ある意

に触れますけれども，もともとは阪神淡路大震災の

味では思い込まされている，だからそういう状況下

時に出てきた，外国人に対してどうやって情報提供

でどうするかということです。そんなことやっても

するかっていう話から来ています。私たちの研究グ

無駄ですよって言ってたってしょうがない。それを

ループの問題は，関心はそこというよりは，普通の

言ってたら，その間に座布団を取られちゃっておし

とき，平時の定住外国人，主に大人に対する情報提

まいになる。ではどうするかっていうと，日本語教

供をどうするかっていうところから始まりました。

育に関する考え方を抜本的に見直す必要がある，と

そういうものをこの発表で言う「やさしい日本語」

いうのがこの発表の提案です。

と考えます。

じゃあなぜですね，そういうふうに抜本的に見直

これにはですね，二つの種類があって，一つは

す必要があるのかというと，要するにですね，座布

「居場所づくりのための「やさしい日本語」」。もう

団を取り上げられたらどうなるかっていうことです。

一つは「バイパスとしての「やさしい日本語」」で

今，要するに日本語教育とか日本語学とかいうとこ

す。詳しいことは先程申し上げましたように，岩波

ろの大学院で学位を取られた方，この中にもたくさ

新書の私の本（庵，2016）を見ていただきたいん

んいらっしゃると思いますけど，そういう人が座れ

ですけれども，最初の方について申し上げますと，

るポストがどんどん減っているわけです。それこそ

これは定住外国人が日本社会の中で安定した生活で

今私もそうですけど，テニュアの職に就いている人

きるための環境作りということから見たもの。それ

が辞めた後，新しい人を採らないという形になる可

には三つの側面があって，この三つ。これ自体をお

能性が極めて高い。そうすると大学院でいくら一生

話しすると，それこそきっちりやれば 90 分の講義

懸命やって学位をとっても日本国内で就職できない。

15 コマぐらい使うんですけど，まあ今日はそれは

特にテニュアで就職できない。そうするとどうなる

一切割愛しておきますけれども，要するに何が必要

か。これは孟子の「恒産無くして恒心なし」ってい

かって言うと，母語で言えることを日本語で言え

うことに言われているように，要するに安定した生

るっていうことを目指す。これが今日の話の後で効

活が保障されない限り，研究なんてできないわけで

いてくる。つまりそのためには体系的であり，かつ

す。そうすると，今この二つの学問分野のポストっ

簡単でないといけない。ということです。ここから

ていうのは，事実上，「留学生センター」に限られ

ミニマム文法ということが出て来ます。

ている。ということは「留学生センター」のポスト

もう一つはですね，そこから始まったんですけれ

を失う，座布団を取り上げられるってことはこの分

ども，その対象を広げる必要がある。それはどうい

野が消えるっていうことです。だからそれに対抗す

うふうに広げるかっていうと，言語的少数者，マイ
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ノリティに対する言語保障というもの。具体的には

といけない。そして，結局必要なのは，使えること

今主にやっているのは外国にルーツを持つ子どもた

です。これはさっき申し上げたように母語で言える

ちに対するものと，ろうの子どもたちに関するもの。

ことを日本語で言えるっていうことが必要だという

この共通点は日本語が第二言語である，ということ

ことです。もうその辺の具体的な話はちょっと日本

です。ろうの子どもたちは日本語が第一言語と思わ

語学的な話もありますので飛ばします。

れるかもしれませんが，そうでは決してありません。

じゃあ文法シラバスってどうするかっていうとで

ろうの子どもにとっての第一言語は日本手話であっ

すね，初級と中・上級に分けて考えますが，今のと

て，日本手話と日本語とは根本的に全く違うという

ころですね，初級前半から上級までを通した文法シ

ことです。ですから，ろうの子どもたちにとって日

ラバスっていうのを作っている。シラバス自体も公

本語は第二言語。もう一つは高校進学率が極めて低

刊しています。それで，単純に言うとですね，横に

いということです。ここが外国にルーツを持つ子ど

日本語の文法で必要な要素を並べるわけですね。こ

もたちと共通しています。ですから，上級までとり

れは単文についても複文についても並べます。そう

あえずいける，というところをバイパスとして確保

すると，ここの要素が当てはまることができれば，

しない限り，これらの子どもたちが日本人の子ども

母語で言えることを全て言える，つまり言語の違い

たちとまともに勝負にならないことは明らかです。

に関係なく，日本語として，こういう言い方があれ

ですから，そのバイパスとして「やさしい日本語」

ば，全て言えるっていうことがあれば，何語であっ

というものが必要だということです。これに関して

ても言えるってことですね。

は新しい文法シラバスということを提案しています。

で，中・上級っていうのはどういうことかってい

この文法シラバスの見直しっていうこともですね。

うと，初級では自分が言いたいことをとりあえずな

これもここの学会の今日のお話の主要なテーマでは

んか言える。例えば条件だったら，「と」「ば」「た

ないので，簡単に触れるに留めます。つまり今の日

ら」「なら」っていうのがある中で，「たら」だけ言

本語教育のやり方っていうのは，初級でいわゆる文

えればいい。それに対して，レベルが上がっていく

法っていうのは全部やって，そのあとはまあ文法と

ごとに，言えることが増えていく。つまりより細か

言っているけど，実質的には語彙的なものをやって

いことが言える。これが精密化，大人の話し方，大

いる。その今のやり方の弊害っていうのはですね，

人の文法っていうものが使えるようになるというこ

いらないものが多すぎる。ここで考えなきゃいけな

とで，それが中・上級になるっていうことです。初

いのは，理解レベルと産出レベルっていうことで，

級はとりあえずは文型としてはプリミティブなもの

要するに文法とか語彙に関してはですね，意味がわ

だけだけれども，とりあえず言いたいことがなんと

かればいいということと，わかった上で使えなきゃ

か言える。それをより細かいニュアンスとか，微妙

いけないものっていうのがある。どっちが，例えば

な違いとかを言い分けられるようになるっていうの

「事由」と「理由」というので言えば，これらの意

が中・上級だということ，それが言語習得だという
のが私の考えです。

味はほとんどいっしょですけれども，「事由」って
いうのは法律関係，行政関係のことにしか出てこな

以上のところが前振りで，ここからが主題なんで

い。だからほとんどの人にとっては使う必要もない

すけれども，必要なことはですね，今日のテーマに

し，一生涯一回も使わない人もたくさんいる。しか

とって必要なことは言語習得観を変えるっていうこ

し，「理由」はわからないといけないし，使えない

と。特に初級ですね。で，それはまず文っていうの
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がどうなっているか，これは日本語に限らず何語で

できませんけど，例えば「日本経済の課題は財政再

もそうなんですけれども，ここでは日本語を定義し

建です。」っていうふうにすれば，同じ「A は B

ている。例えば「太郎が喫茶店でコーヒーを飲んで

だ。」でも大人の話ができる。教師は学習者の意図

いる」っていうこの赤で書いた部分が型なんですね。

を理解して，そこに現れる様々な問題に対応できる，

フレームです。そこに具体的に単語を放り込んでい

荒れ球を受け止められるキャッチャーになる。つま

く。そのことによって，いろんなものができる。そ

り学習者がどんな球を投げてきても，とりあえず私

うすると，文法っていうのは横のかたちを言ってい

が受けてあげますよという存在になる。なんでそれ

て，それでそのことによって，考えを言語化するた

が必要かっていうと，そういう形で出てきたテキス

めの鋳型を作ります。例えばゼリーの型っていうの

トは，学習者が本当に言いたいことであるから，練

が，文法だと。でも型だけでは一つしかできないん

習のための練習のものではないっていうこと，そこ

だけど，そこにいろんな色の，いろんな成分の液体

にオーセンティシティ（authenticity）が生まれる。

を入れていくことによって，いろんなゼリーができ

これで学習者の動機付けが高められるだろうという

る。そうすると，どっちが大事かっていうと，大事

ことですね。

なのは語彙であって，文法ではないということです。

もう一つ，こっちの方がより本質的なんですけれ

そのことを踏まえて，これまでのやり方とそれと

ども，コンピューター化，コンピュータライゼー

の違いを出す，ということになる。つまりこれま

ションと語学教育っていうことがあります。つまり

でっていうのは，日本語教育の初級というものは文

AI とか CAI の発達で，語学教師が不要になるって

型っていうものをどんどん増やす。つまり変数です。

いう可能性があります。これはもう，そんな遠い未

そうすると直接法で教えるので，語彙に縛りをかけ

来の話ではなくて，ここにあるオックスフォードの

ないと，何もできなくなる。縛りをかけないと，わ

論文だと，10 年後になくなる職業の中のリストの中

けがわからなくなるから，語彙を縛る。つまり語彙

に，語学教師っていうのが入っているんですね。実

を定数にして，文型を増やす，これが習得だと考え

際アメリカの英語教育なんかでは，そういうことが

る。しかし，そうではなくて，文型を定数にして，

進んできている，と言われている。つまり，今，行

文型をさっき申し上げたような最低限のものに絞っ

われているように，予定調和でこうなるっていうふ

て，語彙にはむしろ制限をかけない，なんでもいい

うなことを決めて，それに合うような授業をやって

から使いなさい，というふうにする。つまり文法を

いる限りにおいては，語学教育に人間を雇う必要は

定数にして，語彙を変数にする。最低限先ほどの文

ない。つまり，そういう意味で授業を真正なもの，

型を導入したあとは，語彙に制限をかけず学習者が

オーセンティックなものにできない限り，人間を雇

言いたいことをなんでも言わせる。これを実践をし

う必要はない。その理由において，「留学生セン

ているのが地域型の日本語教育で言えば，『にほん

ター」においてテニュアのポストが剥奪されるとい

ごこれだけ！』っていう本（庵，2010，2011）。こ

う可能性が一番，根本的な問題としてある。
まとめますと，こういう二つの問題があって，で，

れを学校でもやりましょうっていうことです。
例えばですね。「A は B です。」っていうのでもそ

「留学生センター」がこの流れに対抗して日本語教

うなんですけれども，これをですね，『みんなの日

育 の 専 門 性 を 主 張 で き な け れ ば ，「 留 学 生 セ ン

本語』の最初みたいに，「私はマイク・ミラーで

ター」のポストを守れない。ポストが守れなければ，

す。」っていうのだけでやったら，子どもの話しか

学問分野がなくなる。じゃあどうするかっていうと，

9

シンポジウム「言語文化教育のポリティクス」

解決案は，今日の発表の解決案はこの二つ。文法は

き申し上げたような，日本語で教育を行っても，英

鋳型であって，具体的に文を作り出すのは語彙であ

語で行うのとそれほど変わらない速さで成果を得ら

る。で，これは林四郎という人が，もう 50 年以上

れる，ということが証明される。そうすれば，日本

前に 60 年近く前に言っていることですけれども，

に留学することに意味があって，海外の優秀な留学

文型とは，心中の「想」が言語化されるに際して，

生が日本に来るということがおそらく保証できるよ

「想」の流れに一応のまとまりをつけるために，支

うになる。そうすると，英語シフトの中でも「留学

えとして採用される語の流れの社会的慣習です。こ

生センター」がポストを守りうるというふうに私は

のことが，いかに先進的かということについては，

考えます。私の方の話は以上です。ちょっと途中抜

もうすぐ出る論文集で，私が書きましたけれども，

いてしまったところとか，時間がなくて割愛したと

これは極めて重要な指摘だと思う。つまり文法のバ

ころなんかもあって，分かりにくかったかもしれま

リエーションを増やすのが習得ではなくて，限られ

せんが，とりあえず私の方のお話は以上です。あり

た文型，産出レベルの文型を使って，いかに自らの

がとうございました。

「想」を表現するかということを実現できるかって
いうことが習得に繋がるんだっていうふうに習得観

■牲川：庵さんありがとうございました。続きまし

を変えるということ。語彙の制限をかけずに，学習

て，寺沢さんのご発表に移りたいと思います。

者に自らの「想」を日本語で表現させることで成功

お二人目は寺沢拓敬さんで，本学，関西学院大学

体験を得させる。そして，教師の役割は荒れ球を受

社会学部の助教でいらっしゃいます。ご専門は言語

けられるキャッチャーに徹すること。そうすると，

社会学，英語教育制度とその歴史ということです。

予定調和ではなくなります。そういうふうにすると，

今日は「言語教育政策研究のあり方―英語教育政

事前に準備するっていうことはほとんどできなくな

策研究を事例として」というタイトルでご発表いた

る。だけれども，そういうふうに荒れ球を受け止め

だきます。では早速よろしくお願いいたします。

られるキャッチャーになることによって，日本語教
師の専門性を可視化することができる。そうなった

2．3．発表 2：言語教育政策研究のあり方―英語

ら AI 化になろうが，コンピューター化になろうが，

教育政策研究を事例として（寺沢拓敬）

そんなことは関係なく日本語教師の専門性があるか

よろしくお願いいたします。寺沢と申します。私

ら，日本語教師は雇うべきだということになる。

は英語教育について多く書いてきたんですけれど，

もう一つ申し上げると，今やろうとしていること

日本語教育の方やそれ以外の言語の研究をしている

は，学校型のステップ 1 から 6 っていうのを作って，

方が多い学会ということで，各言語教育の最大公約

それの総合教科書を作ろうとしている（庵，印刷

数的なことをお話ししたいと思います。

中）。そうすると，これを使って，大学 2 年生まで

私は，いままでに主に英語教育に関するポリティ

に，最初の段階では英語で専門を学びながら，日本

クス・ポリシーの研究をやってきました。今日は，

語の割合をだんだん増やしていって，日本語で学べ

英語教育に限定せずに，言語現象一般に抽象度をあ

ることの割合を増やしていっていって，専門に入る

げて，言語をめぐるポリティクスっていうものをど

大学 3 年生の段階では日本語でも英語でも研究がで

う分析的に理解すればよいか，ということをお話し

きるようにする，という日英デュアルトラックみた

したいと思います。

いなことができる可能性がある。そうすれば，さっ

ポリティクスは要は「人々の関わり」のことです。
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にもかかわらず，あえて「ポリティクス（politics）
」

がっていくというような学者が少ない状況がありま

という言葉が使われる理由は，現実は必ずしも対等

す。大学院で英語学や英文学，英語指導法を研究し

な人たちが関わりあうわけではないからです。つま

てきた人が，大学教員になったあと転向したり，政

り，互いに権力や資源に差がある諸アクターがお互

策にも興味があるから始めてみよう，こういう状況

いの利害を相互作用を通して調節する活動というの

が大半だと思います。なので，英語教育の大学院に

が，ポリティクスの重要な部分です。このようにポ

も，コースワークで政策研究とはこういうものだと

リティクスを定義した上で，お話ししたいと思いま

いうのを学ぶという機会があまりない。こういう事

す。

情から，政策研究の妥当な方法が，あまり浸透して

一応私の専門は英語教育政策でして，経験的研究

いないのです。それを踏まえた上で，今日は次の三

の立場から，批判的視座を持って，従来の英語教育

つの観点を考えたいと思います。一つ目は，複層的

政策および英語教育政策研究を見ていこうと考えて

な合理性に対する理解がない政策批判，二つ目の観

います。ただ残念ながら，英語教育政策研究は今ま

点は，実態に対する真剣な検討がない実態調査，そ

でたくさんなされてきていますが，特に日本だと質

して三つ目の観点が実現可能性。この三つを順を

が高いものは多くない。今日は，この質が高くない

追って見ていきましょう。

政策研究を反面教師として議論していきたいと思い

2．3．1．複合的な合理性

ます。質の高くない研究はたいていポリティクスの

まず最初の観点です。「複層的な合理性」。これは，

理解の仕方もおかしい。逆にポリティクスの理解の

簡単に言ってしまえば，合理性っていうものは複数

おかしさを指摘することで，どういう理解なら妥当

あって，それはアクターによって，人々によって，

性が高いのかということを反証的に示すことができ

異なって配分されているという考え方です。これは，

るかなと思います。

政治学とか公共政策とかの分野では当たり前の考え
方だと思います。ここで重要なのは，ある政策を分

英語教育政策研究であまりいいものがないという
のは，ちょっと不思議に思う方も多いかもしれませ

析する上で，各アクターの合理性を前提にすること。

んが，これには事情があります。一般的に，例えば

つまり違うアクターは違う合理性を持っていて，そ

教育政策とか，社会政策とか福祉政策とか，普通政

れはミクロの次元ではみんな正しいという話です。

策研究者っていうのは，○○政策のトレーニングを

英語教育政策研究ではしばしば文科省は○○に無理

大学院で積んで，その上でポスドクになって，その

解だ，無理解だからだめなんだという理解の仕方，

後，学者になっていくというキャリアパスが一般的

分析枠組みで研究する方が多いんですが，これは悪

だと思います。例えば教育政策でいうと，狭い意味

手だろうと思います。つまり社会制度のメカニズム

での教育学系大学院―つまり教育哲学とか教育史

を理解する上で，たとえば文科省の何々部局にはこ

を学ぶ同期と肩を並べて学ぶところです―に入っ

ういう合理性があって，その合理性が別のアクター，

て，そこで教育政策のゼミに所属して，博士論文を

教育現場とか研究者とかのアクターとぶつかり合っ

提出して，博士号を取る。まあそれですぐ就職って

ているという理解の方がポリティクスの理解として

いうのは滅多にないので，ポスドクで何年か，ある

妥当であるというふうに考えます。これは，もう少

いは十何年かやって学者になっていくというキャリ

し噛み砕いていうと，非合理的に見える他者にも合

アパスです。ですが，英語教育政策に関していうと，

理性がある，自身の合理性にも他者から見たら非合

ちょっと事情が複雑で，そのまま下からまっすぐ上

理的である，という事実を受け入れることだという
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ふうに言えます。ただし，ここで注意していただき

ます。この政策が実施されたら，かなり悲惨な状況

たいのは，これは道徳的スローガンではまったくな

になるんじゃないかと私は思っていまして，なぜか

くて，あくまで認識論的な分析枠組みの話です。み

というと，今現在構想されている小学校英語教育で

んな互いの立場を尊重しましょうみたいな道徳の授

は，担任の先生がこれから新たに研修をして，英語

業とは違います。ミクロの次元ではみんな合理性が

の先生としても教壇に立つことになっているからで

あるという認識枠組みの話です。ミクロではみんな

す。その研修については，例えば新たに英語の先生

合理的なのにマクロでは非合理的になってしまうと

になるための研修を施すから，他の授業の負担はし

いう現象はたくさんありまして，これは「合成の誤

なくていいですよ，というふうにその研修の時間と

謬」とか「合成のパラドクス」というふうに呼ばれ

か予算を確保してもらえるのかというとそんなこと

ています。あらためて定義してみますと，ミクロの

はなくて，個々人の負担，努力で新たに英語の先生

合理性が集まっても，マクロ的には合理的にならな

としてスキルアップしてくださいというふうになっ

い，関係者個々の合理的判断が全体として極めて非

ています。つまり限られたリソースのまま，小学校

合 理的な 帰結 になっ てし まうと いう ことで す。

英語教育政策という新たなプロフェッショナリズム

ちょっとこれだけだと抽象的で分かりづらいと思い

を，小学校の担任の先生に求めるということです。

ますので，私の専門の一つである小学校英語教育政

あまり報道されていませんが，実施され始めたら，

策の事例でお話ししたいと思います。

かなり深刻な労働問題に発展するんじゃないかと危

2．3．2．小学校英語政策

惧しています。

ご存知の方も多いと思いますが，現在すでに必修

なぜこういう惨事が起きるのか。ここで，唯一の

化されている小学校英語教育（正確には外国語活

悪玉みたいなのを想定してしまうと，例えば文科省

動）は，2020 年には教科化されることになってい

が小学校の先生の自主性を縛ろう，財務省が教育な

財界・政治家・⼀般市⺠
効果的な英語教育のために教育開始を早めたい

財務省
予算は無駄なく配分したい・不要な予算は切り詰めたい

⽂科省
新規施策で予算を獲得したい
限られたリソースの中で最善の政策を考えたい

⽀援者・研究者

限られたリソースでも成果が出るよう⽀援したい

⼩学校教育現場

限られたリソースのまま新規施策の導⼊
現場の教員による⾃⼰負担で補完

図 1．複合的な合理性の例
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んてどうでもいいんだと思っている，というふうな

調査がよくないよ，もうちょっとちゃんとやってく

悪玉の想定の仕方はあまり良くない。むしろ，これ

ださいよ，という話をしました。昨年の 8 月に全国

は合理性の複層性で説明できるということをこれか

英語教育学会で行った「英語教育学における実態調

ら示します。

査の批判的検討」という発表です。今日はそこから，

図 1 を下から上に見ていきます。支援者，研究者

この学会でも通用するような最大公約数的な話をし
たいと思います。

といったアクターは「限られたリソースで担任にや
らせる必要がある」という現実が見えている中で，

よくない実態調査のツートップは，アンケートを

だったらそれでも限られたリソースでも担任の先生

ばら撒きまいただけの量的調査，そして，ちょっと

ができるような英語教育のあり方を考えましょうと

だけインタビューをしてみましたといった質的調査

か，私の企業のこの教材を使って，限られたリソー

です。こういう調査には，実態に対する認識論的な

スでも，限られた英語力・英語教育経験でもできる

考察がない。実態なんて簡単にわかるという畏れが

ように支援しましょうというふうに善意で支援する

欠如しているんじゃないかと思います。実際，「実

わけです。すると，ぽつぽつぽつと成功事例が出て

態」なんてそんなに簡単にわかるはずがないんです

きます。そうすると文科省は「あ，良い成功事例が

が…。

あった，この成功事例をみんなに広めましょう」と

2．3．4．量的な実態調査

いうことで，文科省も善意でその成功事例を広めよ

まず量的実態調査についてコメントしたいと思い

うとするんですが，これは結果的に予算がなくても

ます。大前提として，量的調査で明らかになるタイ

英語教育ができるんだということの証左になってし

プの実態は，ある集団の数学的な意味での代表値で

まう。その上の財務省ですが，財務省も教育なんて

す。そして，その集団の実態に肉薄するような代表

どうでもいいというふうに思っているわけではあり

値は，ランダムサンプリングを経た調査でしかわか

ませんが，いろいろな優先事項，福祉とか金融政策

りません。なので，外国語教育研究でよく使われて

とか，いろいろな優先事項の中で，教育というもの

いる縁故サンプリング，知り合いにアンケートを

が，後回しになりがちです。その中で小学校英語を

配ってもらうというサンプリングは，これは教科書

導入する上で，あまり予算をつけなくてもできるん

的に言えば，どれだけケースを集めようと量的実態

なら予算がなくてもいいんじゃないですかというふ

を推測することはできません。もっとも，この種の

うに，その成功事例を予算削減の根拠にする。これ

調査に全く意味がない言っているわけではなくて，

は財務省の「予算の適正配分」という合理性です。

考え方を変えるべきだという話です。集団全体を考

このように，唯一の悪玉みたいなものを想定しなく

えられないのだから，量的な「事例」研究として理

ても，合理性の複層的な状況で，全体的には非合理

解すべきでしょう。つまり，ある特定の集団に関わ

的な政策が出来上がるという事例です。

る一事例を深く理解するため，数値的な要約に（部

2．3．3．
「実態」の理解の仕方

分的に）頼った調査をするんだ，そういうふうに理

次は，実態に関するお話をしたいと思います。英

解するべきものだと思います。
ではここで，実態，その平均的実態，数学的な実

語教育界で，私は実態調査というものをたくさん見
てきたんですが，まあよくないものが多い。今日は，

態と，私たちの実感はどういうふうにずれるかとい

日本語教育の方が多いところで，こういう話をする

う点について実例を二つ示したいと思います。一つ

のもあれですが，実は以前すでに英語教育学の実態

目は，英語力です。日本人の英語力が低いという話
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100%

知識皆無

90%

ラベル程度なら読める

80%
70%

基礎的な英語⼒

60%

⾼度な英語⼒

50%
40%
30%

データ アジア・ヨーロッパ
調査 2000年

20%

回答者 各国の18歳〜79歳
の男⼥
シンガポール

スウェーデン

ギリシャ

マレーシア

ドイツ

フィリピン

ポルトガル

タイ

フランス

スペイン

イタリア

台湾

中国

⽇本

韓国

0%

インドネシア

10%

抽出法 原則的に無作為抽出
標本サイズ N = 800
詳細 寺沢 (2015, 3章)

図 2．英語力保持者の割合

図 3．JGSS-2006 と JGSS-2010 の比較（詳細：寺沢，2015）

をよく聞きますが，これは統計的実態で見ると，そ

けれども，集計単位として，「高度な英語力を持っ

んなことはありません。たしかに日本人は英語力が

ている」「基礎的な英語力を持っている」「ラベル程

低いとか，韓国人は英語力が高いとか，ヨーロッパ

度なら読める」「知識が全くない」という四つのカ

の何々人は英語力が高い，とかいったことを言われ

テゴリーで集計しています。そうすると図のような

るかと思いますが，この無作為抽出を使った，アジ

感じになります。ここでわかるのは，確かに日本人

ア・ヨーロッパ調査という調査データを使って分析

は英語力が低いわけですが，韓国人も，中国人も，

したところ，そう簡単には言えないんじゃないかと

台湾人も，インドネシア人も，イタリア人も，スペ

いうことがわかります（図 2）
。

イン人も，みんな英語力は低いわけです。つまり，
基本的な事実として，旧植民地でもない限り，非英

私の本（寺沢，2015）に詳細が書いてあります
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減らしたんでしょうか？理由がお分かりになる方い

語圏の人は英語ができないのです。
もう一つ，英語使用ニーズに関する私たちの実感

らっしゃいますか？手が挙がっていますが，時間が

も，統計的実態と比較すると，全然変わって見える

ありませんので，みなさん自分で考えてみてくださ

という事例をお示ししたいと思います。今現在，グ

い（詳細は，寺沢，2015）
。

ローバル化が進んでいるので，ますます英語使用の

サンプリングの質の話もしたいと思いましたが，

ニーズが上がっている，日常レベルでも仕事レベル

ちょっと時間がないので，こちらはごく簡単に説明

でも英語使用のニーズは増加していると感じる方が

します。実態を調べるという方法にもいろいろなも

多いと思います。でも，これは統計的データで見て

のがあって，それに関しては，ランダムサンプリン

みるとかなり違います。

グだけがいい，ランダムサンプリングじゃなければ

図 3 を見て下さい。これも無作為抽出調査です。

全部だめかっていうわけではなくて，ランダムサン

同じ設問を使っている 2006 年と 2010 年の調査で比

プリングじゃない調査にも，質にはグラデーション

較しています。設問の内容は「あなたは過去 1 年間

があるんだよという話をしようと思いました。ただ，

に以下のことで英語を読んだり聞いたり話したりし

時間の関係上，図 4 だけ示して終わります。

たことが少しでもありますか」と聞いています。例

2．3．5．質的な実態調査

えば，2006 年は，21％の人が仕事で少しでも英語

で，次に質的な実態調査のお話です。質的な実態

を使ったことがある，というふうに答えている。約

調査は英語教育研究の中ではそんなにメジャーじゃ

2 割ってのはちょっと高い数値かなっていうふうに

ありません。多分日本語教育の方がメジャーだと思

思うかもしれませんが，少しでもありますか，と念

いますが，それでもまあ英語教育でも細々とやられ

押ししているのでまあこれぐらいの高さかなあとは

ていまして，例えば，先ほども言及した全国英語教

思います。で，これが，2010 年になると，ほとん

育学会の 2016 年大会において，全部で 270 件の自

どの英語使用場面で下がっています。ということは，

由研究発表がありました。その中で 17 件が質的研

これは「グローバル化で英語使用が増える」といっ

究でした。

た言説の明らかに真逆を行く統計的実態です。なぜ

この内訳を見ていくと，こういうことがわかりま

こんなことが起きたんでしょうか？何が英語使用を

す（表 1）。これが集計です。カテゴリー別の集計

代表性 ⾼い（狭義の計量研究的）

理想上の
全数調査
理想上の
無作為抽出
調査エラー
少ない

脱落者多数の
全数調査
回収率の低い
無作為抽出

割当抽出（理念型）

調査エラー
多い

ネットモニター利⽤

教室内アンケート

知⼈にばらまいてもらう

（既知の集団）

代表性 低い（事例研究的）
図 4．サンプリングの質
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表 1．全国英語教育学会 2016 年大会における質的研究

データ収集法
半構造化インタ
ビュー

質問紙調査と併⽤のイ
ンタビュー（混合）

出来事の振り返り
（録⾳・筆記）

参与観察

10 (件)

2

4

1

対象者数
1⼈

2－5⼈

5-9⼈

10-14⼈

15⼈以上

2

7

4

2

2

ひとりあたりの調査時間
29分以下

30分

31分以上

記載なし

3

3

2

9

⼈数×収集時間×調査回数
1時間未満

1〜4時間

4.1〜10時間

10.1時間以上

計算不能

1

3

3

1

9

で，ここでは結論だけ述べますと，データの情報量，

た対話的収集，理論的飽和，理論生成に対する志向

質的研究の質的データの情報量，ここでの量はボ

というのは，顧みられることがなくなってしまうと

リュームという意味で，ボリュームに無頓着な質的

思っています。

研究が多い，ということが言えます。ここ，一番下

実は，ここまでの話を総合して，私は実態調査の

のカテゴリーを見てください。人数×収集時間×調

フローチャート（図 5）を提案しています。こちら

査回数は，どれだけフィールドの人あるいは被調査

もご参照下さい。

者にアクセスして，どれだけ多くの情報量を引き出

2．3．6．実現可能性

したかを示す指標と言えると思いますが，驚くべき

最後に実現可能性について述べたいと思います。

ことに，1 時間未満の質的研究が 1 件，そして 4 時

実現可能性というのは読んで字の如くですが，ある

間未満も 3 件，そして 10 時間未満が大体半分ぐら

政策をしたら，それが本当に実現するかどうか，当

いあるということです。これで有意味なデータが取

初想定された成果は実際に現れるかという話です。

り出せるのかと言ったら甚だ疑問です。この点で，

言い換えますとこれは因果的な効果・有効性がある

質的研究においても「実態を把握する」ということ

かという問いです。要は，因果関係です。ですが，

の意味がないがしろにされているんじゃないかな，

英語教育政策研究には因果的な言葉遣いをしている

という問題提起を行いました。

のに，因果効果を推定可能なリサーチデザインを採

もう少し具体的に言いますと，質的研究の優れた

用していないものが結構あります。例えば海外の学

特徴として対話的にデータを収集できる，理論的に

校を訪問してみました，授業を観察してみました，

飽和するまで見ることができる，理論生成に対する

あるいは関係者にインタビューしてみました，とい

志向がある，といったものが重要な観点だと思いま

う研究です。こうした研究は，必ず最後に海外の学

すが，こうしたデータの量に無頓着な場合，こうし

校に訪問してみて，こういう先進的な英語教育を視
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図 5．実態調査のフローチャート

察して，いっぱい示唆が得られました，というふう

ていうふうな話はよく出てくるんですが，実際，政

な形で結んでいるものが多いんですが，しかし実際

策研究において因果関係っていうのは非常に重要視

その示唆がどれだけ有用性があるのかということは

されています。公共政策，社会政策でも，福祉政策

論じません。なぜこういうことができるかというと，

でも，教育政策でも，因果関係というのは真面目に

示唆という言葉に問題がありまして，示唆には，非

捉えられています。もちろん非常に測定しづらい概

常に濃淡，グレードがあります。非常に役に立つ示

念ではありますが，一応哲学的には，基礎付けられ

唆，たとえば海外の知見をそのまま日本に適応でき

ていまして，因果関係というのは一応，形式化でき

るような非常に優れた示唆から，ほとんど使えない

るというふうに考えられています。なので小学校英

けれど参考程度に聞いておいてもいいかなくらいの

語に関しても，ミクロの状況を見るだけではなくて，

示唆までいろいろグレードがあります。ですが，こ

ある施策をしたらそれが最終的にハッピーな結果な

ういうグラデーションが示唆という言葉で一元化さ

るのか，アンハッピーな結果になるのか，きちんと

れてしまう。なのでここでは示唆という言葉はあえ

因果効果を見て，実現可能性を考えることが必要か

て禁止にして，実現可能性がどれだけあるかという

なと思います。実際，施策 X，たとえば小学校英語

観点で考えるべきだと思います。

を導入することによって，それが直線的にハッピー

ここで，因果モデルの話をしますと，私の業界で

な結果 Y に繋がるわけではありません。その間に

は，教育に因果関係なんていう言葉はなじまない，

は実現可能性を左右する様々な要因があります。で

教育は複雑な現象だから因果関係では語れない，っ

もこれも込みにした上で，その施策 X と結果 Y と
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いうものをきちんと因果関係で考える。これが真面

ないかと思ったんですけれども，本人はとっても

目に実現可能性を考えるという認識枠組みになって

がっかりして，こういったメールを私に送って来た

いると思います。

んです。ここから私たちの職場としての日本語教育

私の話は以上で，あらためて今日お話しした内容

を考えてみたいというのと，私自身が日本語教師と

をまとめさせていただくと，次の三つの観点です。

して，そして小規模ですけれども教員養成現場の教

ポリティクスを理解する上で，第一に，複合的な合

員としてどんなことができるんだろうか，というこ

理性という認識枠組みが重要である。第二に，実態

とを考えていくようなお話をしていきたいと思いま

解明に対する畏れを持つことも重要だと思います。

す。よろしくお願いいたします。

そして第三に，実現可能性です。因果関係に関して

それでは最初にちょっと 20 年以上前の新聞なん

真剣に議論すれば，ポリティクスに対する理解が

ですけれども，これは同志社女子大学の丸山先生に

もっと深まるだろういうふうに思います。私の話は

教えていただいた記事なんですけれども，「資格は

以上です。ご静聴ありがとうございました。

取ってみたものの受け皿ない日本語教師，嘆く志願
者『これは詐欺だ』」というようなタイトルです。

■牲川：寺沢さんありがとうございました。では 3

ちょっとざっと見てみると，24 歳の女性で，日本

人目の有田佳代子さんのご発表に移りたいと思いま

語教育主専攻学部出身，筑波大学出身の女性です。

す。有田さんは現在は敬和学園大学人文学部特任准

で，週 4 時間勤務で全然お給料はなくって，他の先

教授でいらっしゃいまして，海外の日本語学校，国

生たちもお給料はありません。この人は高校の時に

内の日本語学校でも教えられた経験をお持ちです。

日本語の先生になりたいと思って，筑波大学に行っ

ご専門は日本語教育，多文化共生論ということで，

て，就職活動の時に片っ端から日本語学校に電話を

今日は「『奨学金返済ができないので夢をあきらめ

かけて，仕事に就いたんだけれども，結局なじめず

ました』から考える日本語教育」というタイトルで

に辞職してしまった。今は別の仕事をしながら日本

ご発表いただきます。ではよろしくお願いします。

語教育への情熱も捨てられずに，ボランティアで教
え続けている。役に立っていると思うと嬉しいんだ

2．4．発表 3：「奨学金返済ができないので夢をあ

けれども，就職口もお金もない，というような新聞

きらめました」から考える日本語教育（有田佳代

記事です。これが 1994 年なんですが，この 2 年前

子）

に，やはり筑波大学の高田先生が『月刊日本語』に

有田です。私のタイトルはちょっと長くて，そし

こういった記事を書いていらっしゃいます。「卒業

て寺沢さんの後でなんとなくこう，べたべた感のあ

生に活躍の場を与えてほしい」という記事なんです

るタイトルなんですけれども，「奨学金返済ができ

けれども，ちょっと読んでみます。「日本語教育を

ないので夢をあきらめます」っていうのは，私の職

主専攻とする大学として，すでに卒業した 200 人

場の何年か前の卒業生のことばです。とても日本語

以上の学生たちに犠牲を強いてきたのではないか，

の先生になりたいなりたいと言って，就職活動もい

日本語教師になる夢を抱いて入学し，専門的な勉強

ろいろやったんですけれども，結局こういう理由で

をし，資質，能力を養ってきた。しかしいざ卒業す

あきらめますということで，メールが来ました。私

ると，きちんと待遇してくれる場はほとんどない。

としては，日本語の先生になることは全然逃げない

彼らの多くは志半ばにして日本語教師の道をあきら

ので，まずはとりあえず普通に就職していいんじゃ

め，他の道に方向転換していった。こんなコースを
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作って誰も日本語教師にならない，教員たちはどん

るものをそのまま持ってきてしまったんですが，日

な指導をしているのかという批判がある。しかし

本語教育能力検定試験の受験者数の推移です。一番

我々としては社会の要請に応えて人材を育成し，送

こっち側，平成 14 年度，2002 年ですね。この 70％

り出した。この人材を受け止めて活躍の場を提供す

から下のところが 35 歳未満の人たちなんですけれ

るのは日本社会，国の役目ではないかと言いたいの

ども，2002 年の段階では 70％ぐらいいる若い年齢

である」というような，読まれた方もいらっしゃる

層 が，ど んど んやは り減 ってき て， 昨年度 だと

と思います。しかし，現在の筑波大学の日本語日本

35％ぐらいにこう減ってきています。一方で紫色

文化学類の学部の学生さんたちは，筑波では先生に

のところが 50 代以上の受験者ですけれども，50 歳

なりたい人は大学院に行きなさいということをいろ

代以上の人たちが 10％ちょっとだったのが，昨年

いろなところで謳っているので，筑波の学生さんた

はこうして 35％ぐらいに増えているということで，

ちにこういう学生さんは今そんなにいないんじゃな

やはり高齢受験者が多い，若い人が離れていってい

いかと思うんですけれども，少なくとも，例えば私

るということは言えると思います。
じゃあその若い人たちがこの業界に入りにくい原

の職場の学生には，今もまだこのような状況が当て

因なんですけれども，一つはやはり先ほど言いまし

はまってしまうということが言えると思います。
ただ，最近特に国内では売り手市場ということを

た，経済的に不安定だということが挙げられると思

言われていて，養成講座等も修了前に割とみんな仕

います。新しく日本語教師として働き始めた先生た

事が決まっているというようなことがあるようです。

ち，これは主婦の先生たちのインタビューの SCAT

実際に数値を見てみると，これは留学生数だけなん

分析の結果なんですが，「日本語教師になって後悔

ですけれども，全体でも，留学生数全体でも，前年

するのはどんなときですか」という質問に対して，

に比べて 13.2％増えているし，特に日本語教育機関

やっぱりその収入面に不安や不満があって，労働力

に在籍する，これは日本語学校ですけれども，前年

に見合わない時給であるし，時間外にも対価が支払

に比べると 25.2％ということで，ぐっと増えている

われない，昇給もない，優秀な若い人たちがこの仕

ので，確かにその売り手市場ということは言えると

事を選ばないんじゃないかと心配だ，というふうに

思います。では，じゃあ私も含めてですけれども，

言っていますが，本当に若い人たちが実際に離れて

どういう年齢層の人たちが先生になっているかとい

いっているわけです。

うと，それも国内だけなんですけど，やはりその若

この収入面と合わせてもう一つの理由として，や

い人たちが少ないというのがこのグラフからわかる

はり教室の中で授業するのがとっても難しいという

と思います。無回答の人たちがけっこう多いので，

状況が，今また顕在化しているということがありそ

これを入れるとやはり 50 代，60 代，70 代という高

うです。日本政府の基本的な立場として「いわゆる

齢の先生が，半数以上を占める，高齢化した職場だ

移民政策はとらない」，これは安倍首相の言葉です

というふうに言えるんじゃないかと思うんですね。

けれども，けれども外食産業含めて労働力不足に悩

これはもともと日本語教師だった人が，時間が経っ

む日本企業，この日本企業は自民党の票田としての

て高齢化したということよりも，むしろ新規に参入

日本企業は守りたいというところから，なんとかぐ

してくる日本語の先生たちの年齢が高いということ

ずぐず，フロントドアからではなくて，バックドア

が言えそうです。こちらのグラフはちょっと見づら

とかサイドドアから外国人労働者を導入しようとす

いんですけれども，国際教育支援協会の公開してい

る政策があって，留学制度というのも，この側面で
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考えられる，そんな側面もあるように思います。そ

いくつかの要因を考えました。一つは言語教育政策，

れに加えて，本当に先生たちの努力とか学生を引き

この国の言語教育政策がないっていうことです。昨

つける授業をしたいとかっていうようなこととは全

日，日本語教育学会からのメールでも，日本語教育

然かけ離れたところですけれども，留学生の送り出

議連というのができて，そしてその法的な基盤作り

し国の失業率が高かったり，貧しかったりという状

をこれから進めていこうとはしているとは思います。

況，それに絡みついてくるような送り出し国だけ

つまり，現状ではこの政策理念に一貫性がないとい

じゃなくって，日本にも，留学ビジネスとか人材派

うことは言えると思います。EPA の人たちでもここ

遣ビジネスのようなちょっとこうブラッキーなビジ

は外務省で，ここは厚労省で，ここは経済産業省で，

ネスがある。そこから勉強，日本語を勉強する意欲

というようなふうにバラバラになっていて，その混

というか意志がない人たち，進学や資格取得を目的

乱のしわ寄せというのが学習者や現場に来ていると

としない人たちが留学ビザを持って日本語の教室に

いうような状況があるんじゃないかと思います。そ

いたりします。そして，頑張ってアルバイトして勉

の背景として，先ほど言いましたけれども，労働者

強もしようと思っていた学生でも，本当に週 28 時

は欲しいけれども定住はしないでください，という

間というのを全然通り越した長時間労働によって，

ような日本政府の基本的な姿勢ではあるけれども，

疲労困憊しちゃっているというケースもあると思い

あの政府を選んでいるのは私たちなわけで，日本社

ます。最悪なのは，就労目的の学生と，でも一生懸

会の本音としてこういうことはあるように思います。

命勉強して進学したいとする学生たちが，一つの教

ですので，すぐに帰る人たちだから日本語教育はい

室に混在してしまっているということによって，す

らないでしょ，ちょっとやるんだったらば，経済的

ごく混乱して，先生たちはどういうふうに授業を

な基盤がある人たちのボランティアでちょっとお願

やっていいんだろうということもあると思います。

いします，というような状況というのがあるように

これはもちろん全部の学校ではなくって，私の職場

思うんですね。例えば私の職場でも，日本語のクラ

の卒業生でも日本語学校ですごく楽しく生き生きと

ス増やしてくださいって言って，まあ実際に増えた

やっている学生もいるんですけれども，ただこうい

んですけれど，でもそこには，いやいや日本人の学

う状況というのも，ごくごく限られた例外的な学校

生が TA とかチューターとかで教えればそっちのほ

だというには，ちょっと今の段階では言えないよう

うが上手になるでしょ，予算が厳しい中なんだから

な状況というのもあるように思います。ですので，

非常勤の先生にお願いしなくても日本人学生がボラ

日本語教師の主流というのはリタイアした年長者，

ンティアでやればいいでしょ，みたいな意見もけっ

あるいは主婦の先生たちが多くって，売り手市場と

こう出て来てしまったりするのですが，社会全体と

は言いながら，こうした経済的基盤を別に持つ人た

してこういう雰囲気というのは未だあるのではない

ちが日本語教育業界に参入しやすい。そして，若者

かと思います。

は日本語教育を離れがちになってしまう。どうして

これと関連して二つ目ですけれども，やはりジェ

も日本語教師になりたくてこの業界に入ったとして

ンダー性，日本語教師に女性が多いというのは今ま

も，キャリアを積んでいくためにはすごくいいとは

でも言われて来たことかと思いますが，ただ文化庁

言えない労働環境，あるいは教育環境だという，そ

とか基金とかでは男女比っていうのは出ていないん

ういう状況があると思います。

ですね，最近性別がでないのが普通かなとは思いま
す。しかし，例えばこの日本語教育能力検定の受験

じゃあどうしてこういうふうになってくるのか，
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者数で見ると，男女比が 1：2.6，去年の段階で 1：

ですね。もちろんあの二項対立的ではなくて，複雑

2.6 ぐらいですね。実はこれちょっと均衡してきて

な関係性というのもあるんですけれども，でもあえ

いて，数年前だと平均で 1：3.5 とか 1：4 ぐらい

てシンプルに単純に言ってみると，例えば日本語教

だったのが，先ほど言いましたリタイアした男性が

育の現場で生計を立てようとする若手の先生たちに

この試験を受けているので，1：2.6 ぐらいにちょっ

対して，やりがいとか自己実現を求めるボランティ

と均衡してきています。それから日本語教育学会の

アの先生，あるいは配偶者控除の範囲内で働く先生

構成比ですけれども，これは今公開していないよう

たちというのは利害をめぐる対立が起こりがちです。

ですけれど，2013 年の段階では大体 1：3 ぐらいで

あるいは N1 合格とか大学進学を最優先する先生に

した。ですのでこうした数値を見ても，まだ圧倒的

対して，言語教育っていうのは人間教育だしアイデ

に女性が多いということは言えると思います。この

ンティティを形成していくことが，私たちの最終的

背景として，介護職等の福祉職との類似というのは

な目的だというふうに考える先生たちというのもや

前から言われてきたかと思うんですけれども，困っ

はり対立や分断が起こる可能性があるかと思います。

ている外国人のお世話係であるとか，ケアは女性の

それから組織の一員として，そして非常勤の先生た

仕事であるとか，日本人なら誰でもできる非熟練労

ちの人事権を一定程度握っている専任の先生たちに

働であるとか，供給源は無尽蔵だ，というような考

対して，来年度のコマ数を確保しなければならない

えというのもやはり要因として一つ挙げられるので

非常勤の先生たち，というのもやはり利害をめぐる

はないかと思います。

対立があるかもしれません。また大学の日本語の先

三つ目が聖職者的教職観というのは，これは日本

生たちに対して，日本語学校の先生たち，大学の先

語教師だけではないですけれども，先生全般にやっ

生にはわからない，というようなことを私も実際言

ぱり学習者に関わる全ての事項への関与，高潔な人

われたこともあるんですけれども，ここにも分断が

格とかリーダーシップとか博愛とか，何から何まで

起こる可能性があるかもしれません。また，こうし

の際限のない努力と奉仕への社会的期待がある，そ

て学会に来る日本語教師に対して，私も学会に行か

れを私たち教師も内面化しているということがあり

ないこといっぱいあるんですけれども，学会に来な

ます。しかし一方では実は日本語教育を含めて，言

い，学会に関係しない日本語教師というのも，お互

語教育は諸科学の準備のための補佐的な学習という

いに関係のない人たち，あるいは見えない，消えて

ふうに認識されがちで，ちょっと強い言葉ですけれ

しまっている，いないような存在として対話が成り

ども，
「言われなき蔑視」であるとか，
「日本語教師

立っていないというような状況というのも，認識し

の用いる日本語を揶揄し，その教授法を見下し，日

ておく必要があるかなというふうに思います。

本語教育という営みを蔑む」，なんていうふうな内

こういう状況の中で，私自身が，一般論ではな

部からの指摘もあるように，教育機関の中で下に置

くって，私自身がどういうことができるんだろうか

かれがちだというような現実というのも要因の一つ

ということを考えていくと，まず一つは先ほど言い

として言えるように思います。

ましたが，私の職場にも小さな日本語教員養成のプ

四つ目なんですけれども，これはあんまり言われ

ログラムがあるので，大学としては日本語の先生に

ていないことかなとも思うんですが，私たち日本語

なれます，っていうとけっこうこうキラキライメー

教育関係者の内部での，信念とか利害をめぐる対立

ジがあって，学生たちが寄って来るんですけれども，

や分断というのがあるのではないかということなん

ここは必ずしも日本語の先生を目指す人たちだけ
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じゃなくって，これからの社会に必要な力を鍛えて

いていく，っていうこととか，あと，職場の中でも

いくんだっていうことを，ちょっとはっきり言って

他の言語の先生，英語だけじゃなくて，中国語とか，

いかなくちゃいけないかなって思っています。ただ

フランス語とか，ドイツ語とかの先生たちと，私た

大学としては多文化共生プログラムとかっていって

ちがやってることってこういう意味があって，これ

も，誰も来ないよって言われたりしますけれども，

で英語の勢力に対抗していかなくちゃいけませんよ

私の職場は入ってから選べるプログラムなので，学

ね，みたいなことをちょっとまだできないんですけ

生たちに個人的にはきちんと現実的なところを言っ

ども，やっていかなくちゃいけないかなというのは

ていかなくちゃいけないかなっていうふうに思って

思っています。あと福祉の分野との協働っていうの

います。それから日本語教師にどうしてもなりたい

も必要かなと思っているんですが，どういうふうに

という人に対しては，自分を守るためにやっぱり大

授業をやっていくかということだけじゃなくって，

学院に行きなさい，というふうに言わざるを得ない

ここにどうやってアクセスしていくのかっていうの

というふうに考えています。それから地域のボラン

も，考えていかなくちゃいけないかなと思います。

ティアの先生たちと割と昔から交流があったんです

そして最後に人と競争するための，生き残ってい

けれども，日本語学校の先生たちと，今まで何回か

くための武器としての外国語っていうのはもちろん

アクセスしているんですけれども，なかなか難しく

大切で，それは本当に大切だと思うんですけれども，

て，というのも今回こうして考えてみて，やはり日

それだけじゃないよねっていうことを，特に教師教

本語学校の先生たちと，まずは勉強会とか読書会と

育では徹底的に議論していかなくちゃいけないかな

かを組織していかなければいけない，というふうに

と思っています。できれば日本語教室でも議論して

思っています。

いきたいと思うんですけれども，いろいろな言葉遣
いがあると思うんですが，私としては外国語を勉強

それから日本語を外国人に教えていく中で，この
人たちとどういうふうにしたら一緒に場を作ってい

するっていうのは違う価値観を知るっていうことで，

けるのかとか，お互いにどういう風にしたら成長し

それはほかの人たちの立場も想像できる，そして自

ていけるのかっていうことは，私たち日本語教師と

分の中の独善性とか差別意識も客観視できるってい

して，技術とかスキルを持っているわけで，それを

う力だよね，そしてヘイトスピーチとかっていうの

もうちょっと上手にわかりやすく言語化して，マ

はごく限られた人しかやらないかもしれないけれど

ジョリティに日本人に伝えていかなくちゃいけない

も，それを生む土壌っていうのはけっこう私たちの

な，というふうに思っています。今までもこれって

近くにもあって，例えばテレビを観ながらお父さん

言われてきたことかと思うんですけれども，あんま

が，「またなんとか人だ。
」とか「あの連中は来ない

り具体的に議論されてこなかったのではないかと思

でほしい。」とかっていうふうに言ったときに，そ

いますが，例えば日本人学生向けの授業を開発して

れにクエスチョンマークをつけられる，そこにこう

いったりとか，あるいは市民講座に手を挙げてやっ

闇雲に反抗していくのではなくって，
「お父さんど

ていくであるとか，一般社会向けの著作，庵先生の

うしてそういうふうに思うの」みたいに，ちょっと

ように岩波新書が書けるかっていうとちょっとクエ

理想論ではあるんですけれども，そういうふうな対

スチョンマークですけれども，日本語教師向けの教

話をしていけるのが外国語を勉強する意味だよねみ

材集だと本当に限られてしまうので，もうちょっと

たいに学生たちに言うんですけれども，そうすると

広く，広い人たちに読んでもらえるようなものを書

学生たちは「いやいやいや，俺は全然そういうこと
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考えてねーし」なんて言うんですが，でも議論の

ようと。それはもう学習者同士はわけわからなくな

きっかけにはなるのではないかと思って，それは

るんじゃないですかとか，そういう細かい話は置い

やっていきたいというふうに思っています。ちょっ

ておいて，そういうふうにするんだという考えがあ

と時間が過ぎてしまったかもしれませんが，私から

れば，そういう教室作りとかシラバス作りになって

は以上です2。

いくというご提案だと思います。そのように専門性
が変わったとして，しかし日本語教師それぞれは難

■牲川：有田さんありがとうございました。ではこ

しい文法を教えることや，語彙を自分がコントロー

れで第一部と言えると思うんですけれども，3 人の

ルして握っているというところにアイデンティティ

シンポジストの方からの発表は終了ということにい

を持っていたりするので，その辺りは有田さんです

たします。

ね。専門家の中でも信念の対立というのも大きくあ
りますし，ボランティアの人，無償で働く人と有償

2．5．まとめ3（牲川波都季）

で働く人との間にもあるはずです。多分庵さんのご

一応予定の時間は来ていますので，私からちょっ

提案を聞けば，ボランティアでも簡単に教えられる

とコメントと言いますか，まとめ的に，また今回の

ようになるんじゃないかという発想にも繋がりやす

年次大会の，これからが口頭発表とかポスターとか

いですので，そこで有償で大学で教えるっていうこ

本番といえば本番ですので，そこに繋げられたらな

ととの関係が問われていくだろうという気がしてい

と思うんですけれども。まず庵さんのご発表は，ス

ます。

リーエーネットワークの有名な辞書 2 冊（松岡，

最後の寺沢さんの，ご発表としては真ん中にして

2000；白川，2001）を書かれた著者がですね，文

いただいたんですけれども，本当に重要な，当学会

法をミニマムにするんだと，一番少ない文法で語彙

にとっても非常に重要な投げかけでした。今回の

をどんどん入れて，自分が言いたいことを表現でき

テーマとして，ポリティクスですから，ポリティク

るようにすることが，日本語教師の専門性だとおっ

スをまず理解するための実態の調査そのものが非常

しゃったことそのものが，私にとってはいろいろ驚

に難しいし，手間がかかる。さっきちょっと休憩中

きというか，どういう転換があったのか。あるいは

に「寺沢さんのような手法で実態解明をしようとし

別に転換はなくて，その延長上にあったのかもしれ

ている英語教育の政策研究者は他にいるんですか」

ないんですけれども，その背景として日本語教師の

とお尋ねしたら，寺沢さんが共感できる形ではいな

ポストを守るということはあるにせよですね，言い

いと，皆無だとおっしゃっていました。日本語教育

たいことを言うための文法って一体なんだろうとか，

でも同じ状況がありまして，庵さんも文法研究者で

語彙はどんどん増やしていいという，驚きの発言が

ありながら，日本語教育の実践に関わっていると，

ありました。そこに制限をかけて教師が語彙のコン

有田さんもそうですよね，研究者かつ実践者，私も

トロールをして，少しずつ乗っけていって，その人

そうですが，研究するのと実践するのが表裏一体に

のレベルをいわば規制していくのが日本語教師の専

なっていますので，長い目で見て量的に豊富なデー

門性と言われていたので，そこを大きく羽ばたかせ

タを使って，実態を把握しておく担当の人がいない
んですね。全部一人の人が実践の理念も提案すれば，

2

当日の発表スライドもあわせて参照されたい。URL：

その背景に，なんでこういう提案をしなければいけ

http://alce.jp/annual/2016/arita.pdf
3

ないのかっていうことも示さなくちゃいけないとい

質疑応答は割愛。
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う状況がありまして，研究者の層が薄いんですね。
今回の学会がちょっと出発点になって，その層が一
人でも増えていけばいいかなと考えてこの企画をや
りました。
ちょっと時間も過ぎますので，このシンポジウム
としてはこれで終わりにさせていただきます。では
みなさん，長い間ありがとうございました。2 日間，
楽しく実り多きものにしたいと思いますので，よろ
しくお願いいたします。
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