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論文

留学生と日本人チューターの学習活動
会話における評価に着目して
李

頌雅*

（大阪大学大学院文学研究科）

概要
本稿は日本の大学におけるチューター学習活動に着目し，言語社会化の観点から考察
したものである。約 15 時間の学習活動の会話データをもとに，8 組の留学生と日本人
チューターの学習活動を観察し，
特に言語使用や特定の行動に関する評価に着目した。
結果として，まず，否定的な評価が肯定的な評価より多く使用されることが分かった。
また，否定的な評価が行われた場面では，評価と理由説明，評価と反論などのターン
と連鎖のデザインが観察される。一方，留学生は同意，質問や反論などの行動によっ
て，チューターとともに学習活動を共同構築する場面が見られる。言語使用または言
動に対する評価を通して，言語使用及び社会的慣習が伝えられることがわかった。本
研究により，評価が Schieffelin と Ochs が述べた「言語使用への社会化」及び「言語
使用を通した社会化」へ貢献し，日本社会における適切な言語使用及び言動を身につ
ける学習の実践となっていることが示唆された。
Copyright © 2018 by Association for Language and Cultural Education
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本稿は，Schieffelin & Ochs（1986）などが提唱し

が進められている。チューター制度は授業外の支援

」の観点か
た「言語社会化（language socialization）

制度であり，同じ大学に在学中の日本人チューター

ら，日本の大学におけるチューター制度に着目し，

が自身の学習経験や文化的知識を生かし支援や指導

日本人チューターとの学習活動がどのように留学生

を行う。このように，学生同士の異文化交流を深め

の日本語の言語社会化に貢献するのかを考察したも

ながら，留学生が日本社会及び大学の学習生活へ適

のである。

応していくことがチューター制度の目的である（横

大学の国際化が進むにつれ，1970 年代以降，日本

田，白土，2004）。これまでは，制度面の考察（上

の大学では，留学生受入人数の増加に応じて，留学

田，藤本，2013；松本，2003；など），アンケート

生支援の一環としてチューター制度が実施され，日

などの書類報告調査（小林，2007；櫻田，島，松下，

本人の大学生チューターによる生活相談や学習指導

2005；など）やインタビュー調査（田中，1996；な
ど）などにより，チューター活動に対する留学生と
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チューターの意見がわかった。また，学習活動会話に
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おけるチューターの調整行動も注目されている（浦

フィーと関連が強く，相互行為上の能力が着目され

野，2016；副田，2010，2011；など）
。しかし，自然

る（Garrett & Baquedano-López, 2002）。 こ の 研 究

な相互行為の観点から，学習活動において実際どん

分野では，幼児や成人などの新参者が社会集団（組

なことが教えられているのか，チューターと留学生

織，活動などを含む）に適切に参加できるようにな

がどのように言語社会化に携わるのかについてはま

る過程に焦点が当てられており，その過程は幼少期

だ解明されていない点が多い。

だけではなく，生涯にわたるものであると考えられ

したがって，本研究は学習活動の会話を中心に，

る（Ochs, 1991；バーデルスキー，2014）。要するに，

特に会話における評価に着目した。チューターによ

成人も新たな活動に参加し，適切な言語使用を学び，

る不適切のな言語使用，または会話に登場した人物

その言語を通して社会化される。言語社会化のプロ

の言動に対する否定的な評価の産出や，評価の共同

セスは相互行為上の過程（interactive process）であ

構築などの行動によって，適切な言語使用や日本社

り，そこでは，言語的実践（language practices）を

会の慣習などがどのように伝えられ，学習されてい

社会，文化的能力への社会化のリソースとして捉え

くかを考察する。

ている（Ochs, 1996）。このプロセスを通してなされ
る社会化は，
「言語使用を通した社会化（socialization

1．先行研究

through the use of language）」と「言語使用への社会
化（socialization to use language）」の二つの側面が

1．1．日本語の言語社会化

挙げられる。「言語使用を通した社会化」は，言語を
通してその社会グループの文化，慣習ないしイデオ

近年，日本語の習得の研究において，社会文化的

ロギーを身につけることを指し，
「言語使用への社会

アプローチの一つとして注目されてきたのが「言語

化」は日常会話や組織活動で適切な言語を使用でき

」である（Duff,
社会化（language socialization，LS）

るようになることを指す（Schieffelin & Ochs，1986；

2007；Duff & Talmy, 2011；など）。Ochs & Schieffelin

バーデルスキー，2016；など）。最終的に，「言語上

（1984）によると，言語習得（言語学）と文化・社会

の慣習，語用論に関する知識，適切なアイデンティ

化（人類学）は異なる分野として扱われてきたと考

ティやスタンスまたはイデオロギーの受容，及び目

えられる。言語習得の分野においては，社会組織と

標とした社会団体での適切な行動や実践の習得」が

地方の俗信などの社会的要因は分離できるものと考

言語社会化の目的とされている（Duff, 2007, p. 310：

えられる。しかし，両者の研究が分離された結果，

原文英語，訳は筆者）。

習得と社会知識の伝達における言語の役割に対する

日本語の言語社会化の研究において，はじめて大

理解が足りないという欠点が指摘されている。言語

きく貢献した研究は，Clancy（1986）である。Clancy

習得は主に語彙，文法，音声の習得過程などに着目

は，日本人の母親と 2 歳の子供との自然会話に基づ

し，
文化の役割はそれほど注目されていない。一方，

いて，母親が直接的または間接的な指示表現や第三

人類学は言語の役割を重視していない。そのため，

者の情緒についての言及を通して，子供に思いやり

Schieffelin & Ochs（1986）は人類学と言語の発展の

を教えることを明らかにした。また，Cook（1990）

観点から言語社会化の概念を提唱した。言語社会化

は，日本人母親の終助詞「ノ」の使用が社会の慣習

は言語人類学的なアプローチであり，社会学，文化

やルールを指示し，子供の行為の管理に用いられる

心理学などのアプローチをも用いて，社会集団での

と述べている。例えば，
「テーブルを叩かないの」と

社会や言語上の能力を研究する（Duff, 2007）。また，

いう発話は社会のルールに言及し，養育者の個人的

言語社会化研究はコミュニケーションのエスノグラ

な権威を主張することになるとされている。上述の
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ように，初期の日本語社会化の研究は，日本の「思

だしなみを教えるために I-P-Rx-E 連鎖 2 が用いられ

いやり」や「甘え」の価値がどのように言語社会化

ることを観察した。日本の小学校では，一人の子供

の過程に取り入れられているかに着目するものが多

が回答した後，ほかの生徒同士による評価が求めら

い（Cook & Burdelski, 2018）。

れることが多く観察されている。生徒同士の評価が

日本人子供の言語社会化に関する研究は，主に家

求められることにより，子供は自分の行動を管理し，

庭内や学校教育の場面を中心に，
情緒（Herot, 2002；

能動的にほかの生徒の発話を聞くようになり，集団

など）
，敬語とポライトネス（Burdelski, 2011；など），

のほかのメンバーとの関係性が築かれる。このよう

ジェンダー（Burdelski & Mitsuhashi, 2010；など），

に，日本の集団社会の一員としての適切な言動が活

ナラティブとリテラシー（Minami, 2015；など），教

動の進行の中で学習されていくと述べられている。

室の相互行為への参加（Cook, 1999；など）に着目

前述のように，第二言語としての日本語の言語社

。
してきた（Cook & Burdelski, 2018 を参照）

会化については，教室内の学習活動に関する研究

一方，日本語を第二言語とした学習者の言語社会

が多いが，教室外の活動に関心を向けた研究には，

化研究 1 の着眼点は，学習者がどのように日本語と

Cook（2006，2008），クック（2014）が挙げられる。

日本社会の文化的慣習を身につけていくかに置かれ

Cook は日本のホストファミリーと外国人留学生と

ている。これまでの研究は，北米の日本語教室など

の日常会話（例：食事中の会話）を観察し，ホスト

の学習の場を中心に観察してきており，学習者の誤

ファミリーによるスピーチ・スタイルなどの言語使

用，教室内の学習活動におけるスピーチ・スタイル

用は，日本語学習者にとって社会化のリソースの一

及び終助詞の語用論的機能，日常の相互行為や教師

つであると主張している。特に，特定のスピーチ・ス

の役割などに焦点を当ててきた（Cook & Burdelski,

タイルが社会的アイデンティティ（social identities）

2018）
。一方，日本への留学を通して，日本語を第

の呈示につながることを，学習者はホストファミ

二言語として学習する留学生の学習に関して，主に

リーとの会話の中で理解していくと述べられてい

（1）
学習者の日本社会におけるアイデンティティと，

る。

（2）第二言語社会化の過程における双方向性に着目

これまで言語社会化研究で注目されている学習の

する（Cook, 2006, 2008）。

場には，家庭，学校，学習者同士，大学，職場など

多くの研究者は，学習者が言語活動を通じて社会

が挙げられるが，日本語学習者の言語社会化に関す

的知識を獲得する過程に関心を持つ。この観点から

る多くの研究は，教室内の言語学習活動に関心を向

考えると，教室などの場における学習活動は非常に

けていると思われる。

重要であり，そこで行われる日常の相互行為は学習

1．2．会話における評価

者にとって社会的知識を得るのに不可欠な活動であ
る（Cook & Burdelski, 2018）。例えば，Ohta（2001）
は，アメリカの大学の日本語教室における相互作用

会話における評価（assessment）は，語り手また

を観察し，そこで行われる評価活動などが学習者の

は聞き手による会話に登場した人物，または言及さ

社会化の過程で重要な役割を果たしていると述べて

れたことに対する評価や判断（evaluation）であり，

いる。また，Cook（1999）は日本の小学校教室内の
言語社会化を研究し，生徒に良い聞き手としての身

2

I-P-Rx-E 連鎖は，開始（initiation）‐呈示（presenta-

tion）‐ 反応（reaction）‐ 評価（evaluation）という一
外国語，第二言語の言語社会化は，第二言語社会化

連の連鎖を指す。また，教室内では，教師が複数の生徒

（second language socialization） と も 呼 ば れ る。（Duff,

に反応（reaction）を求める場合があるため，Rx と表記

1

する。

2007）
。
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それによって，話者が個人の経験，知識，感想や

設定し，震災体験についての語りの中の否定的な評

感情を呈示する（Goodwin & Goodwin, 1987, 1992；

価を分析した結果，評価は会話参加者が互いに理解

Pomerantz, 1984）。評価は評価的形容詞（assessment

を示しあう，または共感関係を築くために用いられ

adjectives），イントネーションや非音声の行動など

るが分かった。さらに，評価表現の文化の違いが明

様々なリソースによって呈示できる。Goodwin &

らかになっている。特に，日本語会話の評価は，評

Goodwin（1987，1992）は，発話中に現れる一つの

価の繰り返し，共感を示すための終助詞「ネ」の併

評価単位を「評価形式（assessment segment）」と

用，共同構築やオーバーラップが多く，それによっ

定義し，例えば，「美しい」という形容詞を評価形

て，会話参加者が感情の同調を示すと述べられてい

式とする。また，強調表現，イントネーションなど

る。

」とする。一方，
を「評価信号（assessment signal）

一方，Hayano（2011）は，日本語会話の評価に付

発話行為の観点から，一人の発話者が評価をする行

加される終助詞「ヨ」に注目した。Pomerantz（1984）

」と呼ぶ。さら
動を「評価行動（assessment action）

などの先行研究では，評価は話者の同意・不同意を

に，会話参加者が評価を産出し，かつ他者評価関連

示す手段としているが，Hayano は，最初の発話者

の行動をモニターするような動的な相互行為を「評

が評価を産出すると同時に，一種の認識的スタンス

」とする（和訳はザト
価活動（assessment activity）

（epistemic stance）を表出することになると主張し

ラウスキー，2013 を参照）
。

ている。こうした評価は終助詞「ヨ」または「ヨネ」
が伴い，話者の認識的優位（epistemic primacy）が

会話では，評価を通して様々な行動がなされる。

示されていることが多い。

例えば，会話参加者は評価を通して，情緒を示し，

上述の通り，会話分析の研究における評価が注目

相手に対する共感などを示すことができる。また，
物語など経験の語りにおいて，聞き手は評価によっ

されてきており，その中にも，母語話者と学習者及

て自分の語りへの参加を確保できる（Goodwin &

び，親や保育者などの大人と子供のような expert と

Goodwin, 1992）。産出された評価に対して，もう一

novice の会話に関するものがある。特に，大人と子

人の会話参加者は評価の格上げ（upgrade）により同

供の会話について多く言及されている。例えば，子

意を示したり，あるいは評価の格下げ（downgrade）

供と大人と子供の相互行為の中では，大人の評価や

を不同意の前置きとして使用したりすることもある

フィードバックが子供の言語や行動などの発達をガ

（Pomerantz, 1984）。発話者は評価をすることによっ

イドし，評価によって，子供はそれに従い行動する

て，
正当性を主張することが観察される（Pomerantz,

機会が与えられる（Goodwin & Goodwin, 1992）。ま

1986）
。実例として，Mondada（2009）などが挙げら

た，言語社会化の研究においても，子供をほめたり，

れる。Mondada はフランスの自動車売買の実演説明

子供の行動に対してコメントをしたりするなど様々

会話を中心に，評価活動の組織及び評価によってな

な場面で，評価の使用が観察されている（Duranti &

される実践について分析し，会話参加者が評価活動

Ochs, 1986；Schieffelin & Ochs, 1986；など）。この

を通して，同意など肯定的な関係性を示す一方，不

ような場面では，expert と novice が評価を通してア

同意，拒否などを示すこともしばしばあることを解

イデンティティを表すことが多いと述べられている
（Ochs, 1996；クック，2014；など）。例えば，三橋，

明した。
次に，日本語会話の評価の特徴に着目した研究に

バーデルスキー（2009）と Burdelski & Mitsuhashi

ついて述べる。まず，Strauss & Kawanishi（1996）

（2010）は，保育士と幼児の相互行為を観察し，「可

は，日本語，英語，韓国語の母語話者同士の会話に

愛い」という評価に着目した。日本語では「可愛い」

おける評価に着目した。話題を「震災について」と

を小さい，か弱いなどの対象に対して使用すること
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が多く，この評価を通して情緒的スタンス，さらに

などを示す手段の一つであり，子供の言語社会化に

ジェンダーに関するイデオロギーや人間関係が示さ

おいて，社会の規範を学習する重要な実践の一つと

れている。保育士は「可愛い」という評価をほめ言

言える。しかし，日本語の言語社会化における評価

葉として使用し，それによって優しさや思いやりな

の研究は，主に大人と子供の相互行為及び教師と生

どの感情を示す。また，幼児も赤ちゃんや女の子に

徒の教室内の相互行為に着目してきており，第二言

対して「可愛い」とい評価し，
「可愛い」という評価

語学習者の教室外の学習活動という場面を中心にし

基準への理解を示している場面が観察される。この

たものはかなり少ない。

ように，
「可愛い」という評価を通して，子供は日本

したがって，本研究は教室外のチューター学習活

社会における文化的要素を理解するようになり，社

動において，expert である日本人学生チューターが

会化されていくことが分かった。一方，保育士が園

使用する否定的な評価に着目する。また，留学生が

児に適切な行動を教える際，
不適切な行動を実演し，

評価に対する反応及び評価の共同構築などの行動も

子供たちから「ダメ」などの否定的な評価を引き出

分析に入れ，これらの行動と言語社会化の関連性を

す場面も観察される（Burdelski, 2010）。こうして，

考察する。

保育士が園児と否定的な評価を共有の知識とし，子

2．本研究の調査概要

供に保育所という集団の規範を教えていくと報告さ
れている。

2．1．調査対象：国立大学のチューター制度

一方，幼児が自ら評価を産出する場面も観察され
る。Burdelski & Morita（2017）は 2 歳の幼児の評価
産出に着目し，子供は評価を起こすことにより社会

日本の大学におけるチューター制度は，1972 年に

的行為を行うことが可能であると述べている。例え

日本の国立大学法人を中心に留学生を受け入れる機

ば，
「怖い」
，
「嫌」などの否定的な評価的形容詞を通

関に設けられ，当初は国費留学生への支援として行

して，幼児自身の感情，拒否や手助けの要求を他の

われていたが，1976 年から私費留学生にも適用され

参加者に表すことが観察される。このような評価を

るようになった（横田，白土，2004）。留学生の語

通して，まず参加の枠組みを共同構築することが可

学，生活，学業面などの支援だけではなく，チュー

能となる。さらに，評価の産出を通して，幼児は自

ター側の日本人学生にとっては，異文化理解のきっ

身の知識及び社会に対する個人的な観点を表し，他

かけにもなると考えられている。一般的に，学部留学

者との交渉を行っていることが分かった。

生には 2 年間，研究生や大学院生には 1 年間チュー

上述のように，母語話者同士及び親子の会話にお

ターを付ける（上田，藤本，2013）。チューターの

ける評価に関する研究がなされてきたが，第二言語

マッチングの仕方には，所属学部・研究科の指導教

学習者と母語話者同士の会話は着目されておらず，

員のチューター推薦と，研究室に適任者が見つから

特に教室外の言語学習に関する研究がほとんど見つ

ない場合，国際交流室などの留学生支援部門が代わ

からないのが現状である。したがって本研究は，日

りにチューター志願者を探してマッチングするとい

本語学習者と日本語母語話者の教室外の学習活動を

う二つの方法がある（上田，藤本，2013）。チュー

中心に，特に会話における評価に着目する。

ターの適任者は原則として日本人学生を対象にする
が，留学生が指名されることもある。また，チュー

1．3．問題のありか

ターを担当する学生には毎月活動報告書を提出する
義務があり，したがって毎月一定時間の支援や学習

1．2．で述べたように，評価は話者が経験や判断

活動が求められている。
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チューター学習活動の内容は大学によって少し異

年までの調査では，日本語学習者の留学生たちの社

なるが，基本的にチューターの業務内容は学習と研

会化の過程や変化を記録するため，3 ヶ月以上をわ

究指導や生活支援が最も多いと報告されている（上

たって，それぞれ 3 回以上の録音と録画データを集

田，藤本，2013）。また，留学生のニーズに合わせて

めた。ほとんどの組は学期中にほぼ週に一回の学習

チューターの指導内容も異なり，主に（1）授業の

活動を定期で行っている。

復習の支援（学部生），
（2）大学院入学試験の勉強

本研究では，約 15 時間 48 分の会話データ（うち

（研究生）
，
（3）専門用語の知識，文献読解，発表の

約 8 時間 36 分は録画データ付）を分析する。

ための日本語能力養成の指導（大学院生）
，（4）日

2．3．分析方法

本語及び日本文化の指導（短期留学生）の 4 つが行
われているが，校内外の事務的手続きなどの援助が
すべての留学生を対象に行われていると報告されて

本研究は，2．2．で述べたデータをすべて数回観

いる（櫻田，ほか，2000）。一方，チューター学習

察し，トランスクリプト 5 を作成する。録音，録画

活動は留学生への支援を目的とするが，一方的な学

とトランスクリプトを繰り返して観察し，共通のパ

習活動ではなく，日本人学生に異文化接触の学習及

ターンを引き出して分析する。会話データの部分に

び国際交流体験などの機会を与える効果もある（田

関して，主に会話分析（conversation analysis, CA）

中，1996）
。

の手法を用いて分析する。Zuengler & Cole（2005）

本研究は，チューター制度における学習活動の会

によると，CA はミクロな分析アプローチではある

話に着目する。留学生がチューターを担当する場合

が，そのミクロな証拠の分析を通して，マクロな特

もあるが，本研究では日本人学生のチューターと留

徴がみられると考えられるため，言語社会化研究に

学生のペアのみを対象とする。

おいて最も注目すべき研究方法となっている。例え
ば，相互行為の中で観察された人称代名詞などの

2．2．データの概要

指標性（indexicality）のあるものや様々な手続きに
よって，参加者が所属した社会のカテゴリーないし

本研究では，関西にある A 大学のチューター制度

民族，国籍などが示されている（Duff, 2007；など）。

に着目し，日本人学生チューターと留学生が月に数

また，録画データ付きの場面では非言語行動も分析

回（一回 30 〜 120 分程度）の学習活動を行っている

に取り入れる。そのほかに，留学生の振り返りのイ

場面を中心にデータを収集した。会話データはすべ

ンタビューから，留学生の学習活動に対する評価及

て関西地方の A 大学に在学する 8 組の留学生と日本

び学習した内容に対する反省なども分析に入れる。

人学生を対象に，留学生とチューターとの教室外学

分析の際，1．2．で述べた，会話参加者一人一人

習活動の会話を録音・録画 3 したものである。調査は

が行う「評価行動」に着目し，その評価行動中の言

2015 年から 2017 年まで行った。なお，調査の協力

語使用，つまり「評価形式」及びイントネーション

者となった留学生は，台湾出身 6 名と中国出身 1 名

やジェスチャーなどの非言語行動，つまり「評価信

4

である 。以下はすべて仮名で示す。2015 年の調査は

号」を細かく観察して分析する。それから，会話参加

一回の録音データとなっているが，
2016 年から 2017

者同士が共同構築した「評価活動」という全体的な

3

概念を 4．で言語社会化の概念と合わせて考察する。

録画のデータ収集は，協力者の承諾を得た場合のみ

行う。
4

5

本稿のトランスクリプトの転記記号は，田中（2004）

の文字化規則を参照し，筆者が加筆修正したものであ

学期によりチューターが変わる組について，留学生

る。詳細は付表を参照されたい。

が同じ人であっても異なる組と見なす。
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3．分析結果

いため，上記以外のものを「その他」（24 例）6 とし
て加算する。

本章では，
「評価」という言語社会化につながるコ

観察された評価には，肯定的な評価（「いい」，
「面

ミュニカティブな実践（communicative practice）に

白い」，
「かっこいい」など）及び否定的な評価（「お

着目する。コミュニカティブな実践は，言語的実践

かしい」，「だめ」，「良くない」など）がある。肯定

や非言語的要素などを含め，社会的な視点から相互

的な評価は主に留学生のアカデミック・ライティン

行為への参与を捉えるものである。具体的には，修

グに対して行われている。例えば，スピーチの原稿

復，ことばの定義，謝罪など様々な実践が挙げられ

に対して，チューターが産出した「流れはいい」の

ている（Burdelski, 2013；Takei & Burdelski, 2018）。

ような評価が見られる。ただし，肯定的な評価より

学習活動の会話データから見ると，テキスト，原

も，否定的な評価の出現頻度が高く，言語使用だけ

稿などアカデミックな素材を使用して学習すること

でなく，行動も否定的な評価がなされる対象となる。

が多いが，学習の合間や学習の目的を持たない時間

また，こうした否定的な評価により，チューター自

では，雑談が行われる。雑談の内容は，日常生活の

身の認識によっ言語使用または言動に関する規範が

出来事が中心であるが，留学生の文化体験や母国に

築き上げられ，規範から逸脱された言動が指摘され

関する話題もあり，また，チューターから日本文化

ている。こうした否定的な評価を受けて，留学生は

について説明する場面もしばしば観察される。この

自ら使用した言葉を直したり，またはチューターが

ような場面では，留学生が使用した日本語，または

指摘した言動に対して受け入れたり，反論したりす

留学生の語りに登場した第三者の言動に対して，評

る。最終的には，言語社会化へ導く。そのため，否

価が行われる。評価により，発話者が評価対象に対

定的な評価に着目することは，日本における言語使

するスタンスや価値判断が示されており，日本社会

用や言動の規範がいかに伝えられ，交渉されている

における適切な言語使用及び行動の指針が表されて

かを明らかにし，日本語を第二言語とした成人の学

いる。

習者の言語社会化の過程を捉えることができると考

したがって，本研究は学習活動会話における日本

えられる。

語または日本の社会や文化的慣習などを対象とした

したがって，本研究は主に否定的な評価に着目し，

評価を中心に分析する。結果として，会話データに

評価の産出が含まれた発話連鎖を中心に，質的分析

現れた評価は 51 例が観察される。日本人チューター

を行う。評価対象は主に留学生の言語使用と，会話

による評価の産出が多いが，留学生による評価の産

の中で言及された第三者の言動であるため，まず 3．

出も観察される。

1．で「言語使用に関する評価」について分析し，3．

評価がなされた文脈において，主語は主に留学生

2．では「言動に関する評価」について述べる。

が使用した日本語の表現や，会話の中に登場した人
物の言動である。
また，
産出された評価の種類は様々
あるが，
「おかしい」
（10 例）が最も多く，他に「だ
め」（5 例），
「良くない」
（2 例）
，
「変」（2 例），
「違和

6 「その他」の評価には，
「如何わしい」（1 例），「回り

感がある」
（2 例）
，「ざっくり」
（2 例）
，「ぼやけた・

くどい」（1 例）
，「正しい日本語じゃない」
（1 例）など

ぼやけている」
（2 例）
「いい」
，
（2 例）などの評価が

日本語の使用に関するものもあれば，
「悪い」（1 例）な

観察される。1 例しか観察されない評価の種類が多

ど他者の言動に関するものもある。なお，肯定的な評価
は「いい」（2 例）の他に，
「間違っていない」，「かっこ
いい」
，「話が上手い」
，「面白い」
，「日本的」
（それぞれ
1 例）に限られている。
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3．1．言語使用に関する評価

3．1．1．評価と理由説明
研究室，大学の授業における論文，レポートなど

留学生が所属しているゼミ，研究室，授業などが

のアカデミック・ライティングにおいて，日常生活

含まれる大学は一種のアカデミック・コミュニティ

で使用される日本語と異なるジャンルのことばづか

である（Duff, 2010）。学習活動において，チュー

いが必要である。このような知識がチューターの評

ターがレポートや論文などの原稿添削を行い，留学

価により伝えられることが多い。特に，否定的な評

生の言語使用に対して評価を行うことが多く観察さ

価を受けた場合，単に評価を与えるだけでなく，そ

れる。特に不適切な言語使用に対して，チューター

のことばがなぜ否定的な評価を受けるのかについて

が評価によって不適切さを表出することが多い。一

説明する必要があると考えられる。その際，チュー

方，
雑談など特定な目的を持たない活動においても，

ターは母語話者として，言語使用の規範に言及し，

留学生のことばづかいがトラブル源（trouble source:

規範から逸脱したことばの使用がもたらした結果な

Schegloff, Jefferson, & Sacks, 1977）となった場合，

どを示すことが多い。以下の事例 1 は，ヨウが自分

チューターが評価の行動によって，ことばのイメー

の書いた期末レポートを綾乃に見せ，文法をチェッ

ジなど語用論上の知識を伝えることがある。

クしてもらう場面の会話である。原稿を見ているう
ちに，ヨウは「ちょい」ということばについて質問
し始める（01 行目）。以下は，
「→」で評価の箇所を

事例 1．ちょい（2017 年 2 月） ― 綾乃：20 代前半，女性／ヨウ：20 代前半，男性
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

 ࣚ࢘㸸࠶ࡢ㸦.㸧ࡕࡻࡗ⪺ࡁࡓ࠸࡛ࡍࡅ㹙㸦0.6㸧㹛࡞ࢇ㸦1.2㸧
 ⥤㸸               㹙࠺ࢇ࠺ࢇ㹛
ࣚ࢘㸸ࡕࡻ࠸ࡗ࡚ゝ࠸ࡲࡍࡼࡡ
⥤㸸ࡕࡻ࠸?
 ࣚ࢘㸸ࡣ࠸=
⥤㸸=࠺ࢇ࠺ࢇ࠺ࢇ
 ࣚ࢘㸸ࡕࡻ࠸ࡣ㹙㸦0.5㸧 㹛ࡕࡻࡗࡢព࡛ࡍ?=
 ⥤㸸 
㹙ࡕࡻ࠸๓㹛
=ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ࠺=
 ࣚ࢘㸸=ศࡾࡲࡋ㹙ࡓ 㹛
Ѝ⥤㸸   
㹙ࡕࡻ㹛࠸ࡣ㸦0.4㸧࡛ࡶṇࡋ࠸᪥ᮏㄒࡌࡷ࡞࠸ᛮࡗࡓࡢ
=
 ࣚ࢘㸸=>ᮏᙜ࡛ࡍ㹙?㹛<
э⥤㸸 
㹙࠶ࡢ㹛㸦0.5㸧 㹙ⱝ⪅ࡇࡤ 
 㹛
 ࣚ࢘㸸
㹙>࡛ࡶࡳࢇ࡞ゝ࠸ࡲࡍࡀ<㹛
 ࣚ࢘㸸࠶㸦0.3㸧ᮏᙜ࡛ࡍ"
 㹙ྠࡌࡋ- 㹛
⥤㸸㹙ࡸࡤ࠸㹛ࡑ࠺࠸࠺ឤࡌࡢ㹙hhhhhhhhhh㹛
ࣚ࢘㸸      
    㹙ࡣ࠸
㹛
⥤㸸࠶ࡢ㸦0.5㸧࡞ࢇࡔࢁ࠺㸦0.5㸧ࡵࡗࡕࡷ㹙㸦0.6㸧㹛ࢎ࠶ࢎ-ྠࡌ
 ࣚ࢘㸸
㹙ࡣ࠸㹛
 ࣚ࢘㸸ศ㹙ࡾࡲࡋࡓ㹛
 ⥤㸸 㹙hhh ឤࡌ hh㹛hhh㹙hhhhhhhhhhhh  㹛
 ࣚ࢘㸸     
 㹙ຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓ㹛
э⥤㸸ࡔࡽ࣏࣮ࣞࢺ࡛ࡗ㹙ࡓࡽ hhhhhhhhhhhhhhh㻃ඛ⏕
㹛
ᛣࡽࢀࡿ㻃=
 ࣚ࢘㸸   
  㹙ࡣ࠸㸦.㸧ศࡾࡲࡍ㸦0.4㸧ศࡾࡲࡍࡑࢀࡣ㹛
=ࡣ࠸
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ターンの引取りなどで評価を共同構築し，それに

示し，
「⇒」で理由説明の箇所を示す。
事例 1 において，ヨウは「ちょい」ということば

よって留学生がチューターの評価に対して同意を示

の意味を綾乃に質問し，終助詞「ヨネ」を通して，

す場面もしばしば観察される。事例 2 の少し前の会

「ちょい」
ということばの知識の共有を確認する（01，

話では，シンが友達の結婚式に参加する話をしてお

03 行目）
（滝浦，2008）。
「ちょい」という日本語の表

り，その後，友達が人妻になると話したが，人妻と

現は評価対象と見なされ，綾乃はそれを「正しい日

いうことばに対して理子が笑い声を挟みながら「如

本語じゃない」
（11 行目）
，「若者ことば」
（13 行目）

何わしい」と評価し，そして二人は「人妻」の意味

と評価し，カテゴリー化する。ただし，
「正しい日

について検索し始める。その途中，隣に座っていた

本語じゃない」という否定的な評価には「と思った

留学生の先輩が会話に参加し，ことばの説明に加わ

の」という主張を弱めるような表現が付加されてい

る。この事例では，
「→」でチューターが産出した評

る（11 行目）
。さらに，綾乃は評価した後，
「ちょい」

価を示し，「⇒」で留学生が産出したものを示す。

は「若者ことば」
（13 行目）であると説明し，特定

事例 2 では，シンの友達の結婚という話題につい

の集団（若者）に関連付ける。これは，なぜレポー

て話しているシンの「人妻」の言語使用が問題となっ

トに使用してはいけない理由となる。また，
「若者言

ている。理子はまず 08 行目でシンの「ジンサイ」
（06

葉」の他の例として，
「やばい」
（17 行目）と「めっ

行目）の読み方を訂正し，その後，笑いを挟みなが

ちゃ」
（19 行目）を挙げて「ちょい」に関連づけて

ら「違う：：：意味に」（17 行目）と発話する。そ

おり，その説明を展開していく。さらに，
「だから」

れに対して，シンは「違う意味？」（18 行目），「ど

という理由説明の接続詞を用いながら，
「レポート

ういう意味」（19 行目）と説明を求める。それに応

に使ったら先生に怒られる」
（24 行目）と，アカデ

じて，理子は「ちょっと如何わしい意味に聞こえる」

ミック・コミュニティの権威者による否定的な反応

（20 行目）と否定的な評価を与える。

が生じると説明し，ヨウにアカデミックなコンテク

次に，シンが「人妻」の意味を検索しているうち

ストで「ちょい」を使用しないようにアドバイスし

に，理子はことばの使用場面について説明し（25 行

ている。
「先生に怒られる」という受身表現は，情緒

目〜 46 行目），そして再び「如何わしい」（49 行目）

的スタンスを示しており，
「正しい日本語じゃない」

という否定的な評価を産出し，さらに，あんまり良

と否定的に捉えられた「ちょい」をレポートで使用

い意味で使われることがないと付け加えている（51，

することで，ヨウが不利な状態に陥ることを意味し

53 行目）。その説明を踏まえて，シンは「良くない意

ている。チューターはアカデミックなコンテクスト

味」（54 行目）というように，自ら否定的な評価を

において，
「ちょい」が不適切なことばづかいである

産出する。理子もまた，
「そうですね」及び「良くな

という語用論上の知識をも留学生に伝えている。こ

い意味」というシンの評価の繰り返しと「うん」の

うして , チューターの否定的な評価はレポートなど

承認により，シンが産出した否定的な評価に同意を

アカデミック・ライティングというジャンルにおけ

示す（56 〜 57 行目）。最後に，シンは「なるほど」

る「ちょい」不適切さを表していると同時に，その

と，理子の説明に対して同調を示す（58 行目）。こ

理由を説明し，不適切な言語使用がもたらした不利

うして，
「人妻」ということばに対して，理子とシン

な結果をも示している。

が共同で否定的な評価を与えている。この行動を通
して，シンは自ら評価を産出し，言語使用の規範に

3．1．2．評価の共同構築

従う姿勢を示している。

留 学 生 が 使 用 し た 不 適 切 な 日 本 語 に 関 し て，
チューターは否定的な評価を与えるたあと，二人が

事例 2 に見られるように，母語話者であるチュー
ターが日本語に関する自らの権威を評価によって表
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事例 2 ．人妻（2016 年 7 月）― 理子：20 代前半，女性／シン：20 代後半，女性／先輩：20 代後半，女性
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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27
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30
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32
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34
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39
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
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52
53
54
55
56
57
58
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 ⌮Ꮚ㸸࠺ࢇ
㸦1.7㸧
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 ࢩࣥ㸸࠼ேࡢጔ࠸࠺㸦1.0㸧ゝ࠸᪉ࡣ㸸㸸㸸㸸㸸ࢪࣥࢧ
    㸦3.0㸧
 ⌮Ꮚ㸸㻃ࡦ࡙-ேጔ㻃hhhhhh㻃ࢎࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࢎ㻃hhh㹙㻃࡞ࢇேጔࡑࡢ࡞ࢇ
hhhhh ࡕࡻࡗ㐪࠺Ẽࡀࡍࡿࢇ࡛ࡍࡅ㻃㹛
 ࢩࣥ㸸                   
㹙hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
㹛
    ࠾㸦0.3㸧࠾㐪࠺
 ⌮Ꮚ㸸㹙㻃࡞ࢇ㻃㹛
 ࢩࣥ㸸ேጔ?
    ࡌࡷ࡞࠸?
 ⌮Ꮚ㸸㹙ࡦ-ேጔࡗ࡚ゝ࠸ࡲࡍࡅ㸬ேጔࡗ࡚࠸࠺࡞ࢇ㸦0.6㸧㹛࡞ࢇ
 ࢩࣥ㸸㹙hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 㹛
    㸦1.5㸧
Ѝ⌮Ꮚ㸸㐪࠺㸸㸸㸸ព hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 ࢩࣥ㸸hhhhhhhhhhhhhh 㐪࠺ព?
    ࠺࠸࠺ព
Ѝ⌮Ꮚ㸸㻃ࡕࡻࡗዴఱࢃࡋ࠸ព⪺ࡇ࠼ࢎࡿࢎ㻃
㸦㸦୰␎ࠋࢩࣥࡣࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣥࠕேጔࠖࡢពࢆ᳨⣴ࡋ㸪ே᳨࡛⣴ࡢෆᐜࢆㄞ
ࡳୖࡆ࡚࠸ࡿ㸧
㸧
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㸦2.9㸧
    ࡔࡽ=
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 ࢩࣥ㸸㸽=  㸦
 ⌮Ꮚ㸸=hhhhhh
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㹙㹛
 ࢩࣥ㸸㹙࠾ 㹛
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㸧
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 ⌮Ꮚ㸸                㹙hhhhh㹛
 ඛ㍮㸸ࢥࣥࣅࢽ⾜ࡗࡓࡽЌࡡ
 ⌮Ꮚ㸸㸦0.5㸧ࡲ࠶ࡑࢇ࡞ឤࡌ࡛ࡍࡡ
    ࡞ࢇ㹙ࡑ࠺࠸࠺㸦0.7㸧
㹛ࡕࡻࡗ࠶ࡢࡲ࠶ hhhhh
 ࢩࣥ㸸   㹙hhhhhh㸦.㸧࠾ 㹛
    ࡞ࡿ㸦.㸧ࡌࡷ࠶㸻
Ѝ⌮Ꮚ㸸㸻ዴఱ㹙ࢃࡋ㹛࠸㸦.㸧>ዴఱࢃࡋ࠸ࡗ࡚࠸࠺<㸦0.2㸧
 ࢩࣥ㸸   㹙࠺ࢇ㹛
Ѝ⌮Ꮚ㸸ࡲ࠶㸸㸸࠶ࢇࡲࡾⰋ࠸ព࡛
 ࢩࣥ㸸Ⰻ࠸ព=
Ѝ⌮Ꮚ㸸=ࢃࢀࡿ㸸㸸ࡇ࠶ࢇࡲࡾ࡞࠸
эࢩࣥ㸸<Ⰻࡃ࡞࠸ព>
    㸦1.3㸧
 ⌮Ꮚ㸸ࡑ࠺࡛ࡍࡡ
Ѝ   Ⰻࡃ-Ⰻࡃ࡞࠸㸦0.4㸧ព㸦0.6㸧㸦1.2㸧࠺ࢇ
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出し，日本社会における適切な言語使用の規範を明

不適切な言動に関して，チューターが否定的な評価

示している。また，チューターの評価を受けた留

を与えることが多い。一方，留学生はチューターが

学生も，自ら否定的な評価を産出することにより，

評価した事柄を自身の経験と照らし合わせて，反論

チューターの評価に対する同調及びそのことばの不

する場面も観察される。事例 3 の直前の会話では，

適切さに対する認識を示している。つまり，留学生

二人はマクドナルドのメニューについて話してい

もチューターが示している適切な言語使用の規範に

る。テイが台湾のマクドナルドにはあまり行かない

同意し，不適切なことばを否定的に捉えることもし

と言ったため，真也は他の店に行くのかと質問する。

ばしば観察される。学習者自身の評価産出による同

その後，テイはモスバーガーに行くと答え，そこは

意の表明なども，自ら言語使用の規範に従うことを

静かなので，勉強するには良い場所であると話して

選択したと言えるため，一種の主体性（agency）を

いる。事例 3 では，
「→」でチューターが産出した評

示していると考えられる（Duff, 2012）。

価を示し，「⇒」で留学生の反論の箇所を示す。
この事例の冒頭部分では，テイは台湾のモスバー

3．2．言動に関する評価

ガーによく行っており，モスバーガーは勉強には良
い場所という意見を述べる（01-10 行目）。しかし，
そのテイの意見に対して，真也は「日本では（0.3）

3．1．で述べられた「言語使用に関する評価」の
他に，日本社会において不適切だと思われる言動に

この（.）モスバーガーとかで（0.2）勉強したらだめ

対する評価もあり，主に雑談会話の中で観察されて

なんですよ」
（12 行目）というように，
expert として

いる。日本語の言語社会化研究において，子供の不

日本の社会慣習について話し始める。まず，日本の

適切な言動に対して，親や保育士などの expert が指

モスバーガーで勉強するという行動に対して，
「だめ

摘し，謝罪または改善を促すことが多い（Burdelski,

なんですよ」と日本社会では否定的に捉えられてい

2009, 2013；など）
。本研究のデータにおいて，
日本語

ることを言明する。そして，テイが「だめですか ?」

を第二言語とする大学生の学習者に対して，チュー

（13 行目）と質問して確認し，真也は再び「大体だ

ターが不適切な言動を指摘する場面が観察される。

めです」（14 行目）というように「だめ」と言明し

ただし，子供の言動に対する親の行為指示や促しが

ているが，「大体」という副詞の使用により「だめ」

多く観察された子供の言語社会化と異なり，このよ

の否定の度合いを弱めている。そして，「なんか出

うな場面では，主に会話で言及された第三者の言動

て行けとか゜言います゜」（15 行目）とモスバーガー

に対して，否定的な評価を与える。チューターによ

の店員の発話を引用し，店で勉強する行動がもたら

る第三者の言動に対する評価によって，留学生が日

すネガティブな結果をテイに教える。そして，テイ

本社会の慣習などを知り，適切な言動の規範を理解

が示した驚きの反応（16，18 行目）に対して，真也

する機会か作られていると考えられる。以下は，雑

は「おしゃべりはいいんですけど（0.3）勉強したら

談会話に現れた日常生活及びビジネス場面の行動に

（0.4）Get out!」（19 行目）と，おしゃべりすること
は許容されるが，勉強することに対して，店員の発

対する評価を取りあげる。

話を再び引用し，さらに英語で引用することにより，

3．2．1．日常生活における言動に関する評価と反論

店内で勉強すると注意されると強調する。そして，

雑談会話において，留学生の出身地と日本との文

「ひどいです」（24 行目）の否定的評価により，テイ

化上の異なりが表出され，特に慣習や行動規範の違

の驚きに同調する。その後，テイは，真也が説明し

いが会話により明らかにされることが多く観察され

た社会慣習に対して，「でも先日行ったときあの：：

ている。このような事例では，日本の生活における

勉強した人がありました」（28 行目）と，自分が観
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事例 3．モスバーガー（2017 年 1 月） ― 真也：20 代後半，男性／テイ：20 代前半，女性
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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15
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17
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20
21
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24
25
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ࢸ㸸࡛ࡶ㸦0.2㸧ࣔࢫࣂ࣮࣮࢞ࡣࡓࡪࢇ㸦1.1㸧ࡶࡗ㧗࠸ࡅ
┿ஓ㸸㧗࠸ࡅ㸦.㸧ࢎ࠺ࢇࢎ
ࢸ㸸࠶ࡢẼศࡣ㸦.㸧ࡶࡗ
┿ஓ㸸࠸࠸
ࢸ㸸㟼
┿ஓ㸸㹙࠶㸦.㸧 㹛㟼࡛ࡍࡡ=
ࢸ㸸㹙࠺ࢇ㸸㸸㹛
=ࢎࡓࡪࢇࢎ㸦1.1㸧ຮᙉࡍ-㹙࠶ࡢ㹛㸸㸸ࡓࡪࢇ
 ┿ஓ㸸              㹙࠺ࢇ㹛
 ࢸ㸸ຮᙉࡍࡿࡢࡣࡓࡪࢇ㸦.㸧ࡶࡗ㸦.㸧࠸࠸ᛮ࠺
 ┿ஓ㸸࠺ࢇ㸸㸸㸸㸸㸸㸸㸸
Ѝ   ᪥ᮏ࡛ࡣ㸦0.3㸧ࡇࡢ㸦.㸧ࣔࢫࣂ࣮࣮࡛࢞㸦0.2㸧ຮᙉࡋࡓࡽࡔࡵ࡞
ࢇ࡛ࡍࡼ
 ࢸ㸸ࡔࡵ࡛ࡍ?=
Ѝ┿ஓ㸸=యࡔࡵ࡛ࡍ
    ࡞ࢇฟ࡚⾜ࡅࢎゝ࠸ࡲࡍࢎ
 ࢸ㸸࠼࠼?ࡌࡷ㸦0.3㸧࠶ࡢ㸸㸦.㸧ᗙࡗ࡚㸦.㸧࠶ࡢ㣗ࢎࡿࢎ=
 ┿ஓ㸸=࡚⤊ࢃ㹙ࡾ㹛
 ࢸ     㹙㣗㹛-⤊ࢃࡾ?
┿ஓ㸸࠾ࡋࡷࡾࡣ࠸࠸ࢇ࡛ࡍࡅ㸦0.3㸧ຮᙉࡋࡓࡽ㸦0.4㸧Get out!
㹙hhhhhhhhhhh㹛
 ࢸ㸸㹙࠼?ᮏᙜ? 㹛
㸦1.3㸧
 ࢸ㸸࠼㸸㸸㸸㸸
Ѝ┿ஓ㸸ࡦ㹙࠸࡛ࡍ㹛
 ࢸ㸸  㹙ࡌࡷ࣐㹛ࢡࢻࡶ
 ┿ஓ㸸୍⥴୍⥴
㸦3.3㸧
 ࢸ㸸࡛ࡶඛ᪥㸦0.4㸧⾜ࡗࡓࡁ࠶ࡢ㸸㸸
㸦0.3㸧ຮᙉࡋࡓேࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ
 ┿ஓ㸸࠺ࢇ?
эࢸ㸸ࡑࡢඛ᪥=
 ┿ஓ㸸=࠺ࢇ
эࢸ㸸࠶ࡢ࣐ࢡࢻ⾜ࡗࡓࡁ=
 ┿ஓ㸸=࠺ࢇ=
эࢸ㸸=ຮᙉࡋࡓேࡀ㹙࠶ࡾࡲࡋࡓ㹛
 ┿ஓ㸸      㹙࠸ࡲࡋࡓ 㹛
    ࠶㸸㸸㸸㸸㸸㸸
Ѝ   ࠶ࢀࡣ㸦0.2㸧Ⰻࡃ࡞࠸࡛ࡍ
 ࢸ㸸ࡩࢇ㸸㸸㸸㸸㸸㸸㸸㸸㸸㸸㸸

えられることを示している。そして，「ひどいです」

察した日本社会の現象との不一致を提起し，expert
が示した日本社会のルールに反論する。それに対し

（24 行目）という店員の注意に対して否定的な評価

（37 行目）
て，
真也は「あれは（0.2）良くないです」

を示し，真也自身がテイと同じく，驚きなどの情緒

と，
「良くないです」と否定的な評価を与える。

的スタンスを表している。この評価により，真也は

この会話において，真也が与えたいくつかの評価

テイとの連帯関係を示している（Ohta, 1999）7。最後

を見てみると，まず「だめなんですよ」（12 行目）

に，テイの観察に登場したマクドナルドで勉強して

と「大体だめです」（14 行目）という否定的な評価
は，日本社会ではモスバーガーなどの飲食店で勉強

7

する行動は不適切であり，それが一般的な常識と考

評価は会話参加者が同意や連帯関係（alignment）な

どを示す一つの方法である（Ohta, 1999）。
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いる人という第三者の言動に対して，
「良くないで

日本社会の行動規範となっている。しかし，敬語の

す」
（37 行目）と否定的な評価を示し，その言動は

使用は文化背景によって事情が異なる場合もあり，

日本社会で批判される対象となることをテイに伝え

留学生は必ずしも日本の敬語使用を理解していると

ている。テイも反論の過程の中で自身の経験を表出

は限らず，チューターの評価により行動規範を明示

し，単に真也の「だめです」という否定的な評価を

する場面が観察される。このような場面では，留学

受け入れるのではなく，一種の主体性を示している

生が自身の文化背景と比較しつつ，チューターが説

のである。

明した規範や慣習に対して否定的な評価を産出し，
不同意を示すことがある。ここで，ビジネス場面に

3．2．2．評価による不同意の表明

ついての会話事例を取り上げる。事例 4 では，テイ

3．2．1．で示したように，
留学生が日本での留学

と真也が食事中の会話で，日本語の敬語は難しいこ

生活を通して，日本と母国の慣習の違いを様々な出

とについて話している。テイが会社で敬語を使わな

来事によって直面することがしばしばある。
例えば，

い人について話しているが，真也はその想定した人

会社などのビジネス場面では敬語を使用することは

物に対して「だめです」と「話になりません」など

事例 4．会社の人と敬語（2017 年 1 月） ― 真也：20 代後半，男性 / テイ：20 代前半，女性
01
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この事例において，真也は「だめです」，「話にな

の評価を与えている。事例 4 では，
「→」でチュー

りません」及び指を×印のように交差させたジェス

ターの評価を示し，
「⇒」で留学生の評価を示す。
最初に，テイが敬語を使わない会社の人という仮

チャーにより，日本の会社で敬語を使わなければ批

定の場面を作り出す（01 行目）
。テイの発話により，

判を受けることをテイに教える。一方，テイは「か
わいそう」と「厳しい」という否定的な評価を通し

「敬語を使わない会社の人」
が評価対象として特定さ
れる。そして真也は，
「だめみたい゜
です゜」
（02 行目）

て，日本で敬語を使わない社会人への批判に不同意

とすぐに否定的な評価を示す。この評価は
「みたい」

を示している。このように，チューターが仮定の第

により弱められているが，その後，テイの「だめ（.）

三者（敬語を使わない会社の人）に対して評価を行

（03 行目）という驚きの発話に，真
え ? そうか ?」

う例が観察される。さらに，チューターの評価にお

也が「そうなの（0.3）だめですよ（.）だめですよ」

ける終助詞「ヨ」の多用（04，06 行目）によって，

（04 行目）と 2 回「だめ」という否定的な評価を繰

チューターは日本社会の行動規範に対する認識的優

り返し，終助詞「ヨ」によってテイに言明する。そ

位を示していると考えられる（Hayano，2011）。ま

（05 行目）と説明
れに対して，テイは「どうして ?」

た，否定的な評価は言語行動だけでなく，指を×印

を要求し，敬語を使用しない社会人が批判されるこ

のように交差させたジャスチャーをするなど非言語

とに疑問を示している。しかし，真也は「どうして

行動によりなされることも観察される。複数の否定

じゃないですよ（0.3）これはもう（.）話になりませ

的な評価によって，チューターが日本社会における

ん」（06 行目）と説明をせず，敬語を使わない会社

敬語使用の重要さを強調し，会社で敬語を使用しな

の人に対して，
「話になりません」とさらに否定的な

ければ，
「だめ」，
「話になりません」という批判を受

評価を与えている。そして，
「会社でこれできなかっ

け，規範から逸脱することになる。つまり，「会社

たらもう」と言い，その後は指を×印のように交差

では敬語を使用する」という日本の社会的規範を評

させたジェスチャー（08 行目）を 4 回行い，非言語

価行動によって，留学生に伝えていることが分かっ

行動によって否定的な評価を示している。一方，テ

た。ただし，留学生はそれに対して否定的な評価を

イの 03 行目，05 行目，09 行目の発話から，彼女は

与え，それによって自身の「日本人ではない」とい

敬語を使用しない会社の人が「だめ」及び「話にな

う外側の立場を表すことも可能である。

りません」と否定的に思われることを知らなかった

4．考察 ― 評価による適切な言語使用

と考えられる。

と言動の規範の言語社会化

真也の否定的な評価に対して，テイが驚きを示し
ながらも，
「最初はだ￥め￥」
（10 行目）と真也と同
調し，
「だめ」と評価しながら笑う。真也は，
「最初

「3．分析結果」に見られたように，会話中の評価

からだめです」（11 行目）とテイの評価に対して他

によって，日本における言語使用及び言動の規範が

者修復を行いつつ，
その評価を繰り返して強調する。

明示されている。日本語の言語社会化の目的は，日

それを受けて，テイは「かわいそう」
（12 行目）と

本語が適切に使用できるようになると同時に，日本

いう評価を通して，真也が否定的な評価をした，日

の社会慣習，規範やイデオロギーなどを理解し，日

本の会社で敬語を使わない人に対して，同情の情緒

本社会の一員としてのアイデンティティを構築する

的スタンスを示す。さらに，テイは「厳しい」（23

ことであると考えられる（Duff, 2007；Ochs, 1996；

行目）と，日本の社会を評価する。真也も，「厳し

など）。留学生とチューターとの学習活動に見られる

いっす」
（24 行目）とテイの評価を繰り返し，同調

評価は，主に言語使用及び日常生活やビジネス場面

を示す。

における言動を評価の対象として行われている。事
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例に見られるように，評価は主にチューターにより

達する場面が観察される。例えば事例 1 では，チュー

与えられているが，留学生が評価することもある。

ターが「ちょい」をレポートで使うと，先生に怒ら

このような否定的な評価を通して，日本社会におけ

れるとレポートの添削者でもある大学の権威者の否

る言語使用または言動の規範が表出され，留学生が

定的な情緒スタンスに言及し，そして「怒られる」

規範を理解する言語社会化の実践となっている。

という受動態の使用により，不適切な言語使用が留

レポートや論文などアカデミック・ライティング

学生に迷惑をもたらすと説明する。この情緒的スタ

の原稿添削では，チューターの評価対象は主に言語

ンスの表出により，留学生にレポートなどのアカデ

使用である。その中には，特定のことばの使用に対

ミックな文章における適切な言語使用の必要性を教

する評価と，留学生が書いた原稿の言語使用に対す

えているのである。さらに，大学における「先生」

る全体的な評価がある。特定のことばの使用に対し

と留学生の「学生」というアイデンティティの関係

て，
否定的な評価を行うことにより，
留学生にそのこ

性が示されている。一方，事例 3 のように，チュー

とばの使用が不適切であることを教える。また，特

ターが説明した社会慣習や文化の知識に対して，評

定のことばづかいが特定のイメージとつながること

価により情緒的スタンスを示し，自身の経験との不

を，チューターによる評価を通して伝える。それに

一致をチューターに知ってもらう機会が作られる。

沿って，留学生が自らことばに対して評価し，選択

学習活動では，単にチューターから教わった情報を

する。否定的な評価は，アカデミックな文章におけ

受け入れるだけでなく，留学生は自ら学習の内容を

肯定的な評価は，
る不適切なことばを留学生に示し，

選択し，積極的に学習活動に参与することも観察さ

原稿のことばづかいがが適切であることを示す。つ

れる。つまり，留学生自身も選択や参与により，大

まり，これらの否定的な評価は，Schieffelin & Ochs

学というコミュニティの一員としてのアイデンティ

（1986）が述べた「言語使用への社会化」に貢献する

ティを構築している。あるいは，事例 4 のように，

と考えられる。特に，留学生が自ら評価して，こと

留学生が日本社会の規範に対して「厳しい」などの

ばを選択することにより，アカデミック・コミュニ

評価により，自身の規範に対する情緒的スタンスを

ティの規範に従うようにアイデンティティを構築す

示している。こうして，留学生自身の経験や価値観

る行動が注目される。

なども言語社会化の過程に表出されると考えられる

一方，
雑談会話における評価に関して，
留学生の不

（Duff, 2008）。

適切なこどばづかいを指摘する際，言語使用に対す

なお，本研究により，成人の日本語の言語社会化

る否定的な評価が行われる。これも「言語使用への

と子供の言語社会化の相違点を明らかにした。子供

社会化」につながると考えられる。また，生活やビ

の言語社会化研究では，親が「ごめんなさい」など

ジネス場面など様々なシーンにおける言動に対する

の謝罪表現の使用を促すことにより，子供の思いや

評価が注目される。特に，会話に登場した人物の言

りを育み，人間関係などの構築などを教える場面

動に対する否定的な評価は，その言動が不適切であ

が観察される（Burdelski, 2013；バーデルスキー，

ることを指摘し，さらに，社会人は敬語を使用する

2016）。一方，本研究の事例では，チューターが情

などのような日本における行動規範，社会慣習を示

緒的スタンスの表出により留学生を思いやりなどの

している。従って，言動に対する評価は，主に「言

情緒への社会化に導くのではなく，大学ないし日本

語使用を通した社会化」に貢献すると考えられる。

社会などのコミュニティの規範を教え，その規範に

また，学習時間の会話における評価は，
情緒的スタ

従わなければ，不利な結果がもたらされることを示

ンスを示すこともしばしばある。情緒的スタンスの

すのである。日本の大学，または日本社会の一員と

表出により，留学生に適切な言語使用の重要性を伝

してのアイデンティティを構築する際，規範からの
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学国際教育交流センター研究論集』17，31-41．

逸脱が他人に否定的に捉えられることを，否定的な
評価によって示されるのである。要するに，チュー

浦野萌（2016）．中国人日本語学習者との接触場面に

ターと留学生は原稿添削や雑談など様々な活動を通

おける日本語母語話者の役割『名古屋外国大

して，会話に現れたことばづかいや登場人物を利用

学外国語学部紀要』51，209-248．

し，言語使用及び言動の規範を学習する場を作り上

クック峰岸治子（2014）．言語社会化理論における指

げていることが分かった。留学生はチューターとの

標研究と第二言語習得『第二言語としての日

教室外の学習活動を通して，日本社会における適切

本語の習得研究』17，80-96．
小林浩明（2007）．チューター制度の改善と留学生ア

な言語使用と言動の規範への理解を深めていくと同
時に，
自身の経験や考え方などを会話の中で表出し，

ドバイジング『北九州市立大学国際論集』5，

それはチューターにも伝えられている。このような

53-62．

学習時間の会話は，日本人チューターが評価を通し

櫻 田 千 采， 島 弘 子， 松 下 美 知 子（2000）． チ ュ ー

て，自身が認識した「日本の大学」
，
「日本社会」と

ターの異文化理解とチューター制度について

いうコミュニティの規範や慣習を築き上げており，

― チューターからの報告を中心とした実

適切だと考えられた言語使用と言動に関する情報を

態調査より．『金沢大学留学生センター紀要』

伝えている。一方，留学生も日本における言語使用

3，77-84.
ザトラウスキー，P.（2013）．食べ物を評価する際に

と言動の規範や慣習に対して，評価の共同構築など
によって受け入れの態度を示したり，あるいは反論

用いられる「客観的表現」と「主観的表現」

や否定的な評価によって驚きなどの情緒を示してい

について『国立国語研究所論集』5，95-120．

る。こうして，異なった文化背景や個人の経験が生

副田恵理子（2010）．チューター学習活動における日

かされながら，言語社会化がなされていくと考えら

本人学生の学び ― 日本人チューターと留

れる。

学生のインターアクションの分析から『藤女
子大学紀要

5．今後の課題

第 I 部』47，87-102．

副田恵理子（2011）．チューター学習活動における日
本語学習支援の実態 ― 留学生の視点から

本稿は，留学生と日本人チューターとの学習活動

『藤女子大学紀要

第 I 部』48，95-112．

の会話における評価がいかに言語社会化に貢献する

田中共子（1996）．日本人チューター学生の異文化

かを解明し，否定的な評価に着目してきた。今後の

接触体験 ― ソーシャル・サポートとソ ー

課題として，本稿で扱わなかった肯定的な評価の言

シャル・スキルおよび自己の成長を中心に『広

語社会化の過程における役割が挙げられる。学習活

島大学留学生センター紀要』6，85-101．

動の会話において，評価によってなされる社会的行

田中博子（2004）．会話分析の方法と会話データの記

為及び言語社会化における意義を，全体的に考察し

述法．山崎敬一（編）『実践エスノメソドロ

ていかなければならない。

ジー入門』（pp. 71-84）有斐閣．
滝浦真人（2008）．『ポライトネス入門』研究社 .
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Abstract
This paper investigates the assessments used in learning activities of international
students and their Japanese tutors at a Japanese university, focusing on the process of
Japanese language socialization. Audio-visually recorded data were collected from 8 pairs
of students, totaling 15 hours of observations, and relevant reading and writing materials
were collected from 6 to 9 months. In this paper, I focus on the ways that native Japanese speaking tutor made assessments on the spoken and written language use of these
international students and third parties in the conversations. The findings show the following three things: 1) negative assessments were used more frequently than positive
assessments, 2) the turn and sequential design of assessments, such as assessments
+ explanations, and assessments + objection were observed, and 3) through these assessments, Japanese tutors convey to the international students the appropriate use of
language in Japanese as well and the normative rules and cultural knowledge of Japanese
society. In addition, international students co-construct the learning activities with their
tutors, including aligning with the assessments, questioning them and showing disagreement to the tutors assessment. In their conversations, tutors convey to international
students how to act appropriately as a member in Japanese communities by making
negative assessments about the third parties who act in an inappropriate manner. This
research shows that assessments contributes to both socialization to use language and
socialization through the use of language proposed by Schieffelin and Ochs, and that
assessments are a central practice for international students to become enculturated into
appropriate language use, cultural knowledge and social norms of Japanese society.
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