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「ことば」の教育・研究に対する転回
佐伯胖，佐藤慎司（編）『かかわることば』（2017，東京大学出版会）
森山

新*

（お茶の水女子大学）

概要
これまで「ことば」もしくは「ことばの教育」の研究者たちは，「ことばの意味」の
客観性（三人称的観点）を重視するあまり，その主観性（二人称的観点）を極力排除
しようとしてきた。その結果，本来ことばが持ち合わせているはずの「かかわる」側
面もまた排除されがちであった。本書の編者，著者らはその点を疑問視し，ことばと
その教育を扱う，発達心理学，教育学，社会人類学，国語教育学，英語教育学，日本
語教育学などの分野では，ことばの「かかわる」側面を重視すべきであると述べてい
る。グローバル時代を迎え，ことば，文化，そしてアイデンティティを異にする他者
と日常的に接する今日，本書が提示する「ことば」及び「ことばの教育」に対する新
たな転回は，この時代にともに生きるための「市民性」や，社会・コミュニティに積
極的に参加する「クリティカルな存在（critical being）」を育むための「ことばの教育」
や，その研究のあり方を考える上で，有意義な示唆を与えてくれる。
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1．はじめに ― 本書の概要

かわることば」とは何か，その役割は何かについて
触れたのち，その観点から，Ⅱ部で「ことば」とは
何か，Ⅲ部で「ことばの教育」はどうあるべきかに

本書（佐伯，佐藤，2017）は「ことば」とその教

ついて述べている。

育について考える人たちを対象として書かれてい
る。編者は佐藤慎司氏と佐伯胖氏であるが（以下敬

序章で佐藤は本書を概観する。まず「ことば」の

称略）
，佐藤は序章で，佐伯の「ことばの教育の固定

定義にふれ，「ことば」は日本語で「言語」「言葉」

それ
観念を打ち砕く」
（p. 12）という考えに共感し，

など，様々な言い方があるが，本書では広義に捉え

を基軸に，執筆者たちに声をかけ，本書が出版され

「ことば」と表記，狭義の定義でこぼれ落ちてしまっ

たとしている。構成は 3 部からなり，Ⅰ部では「か

た要素を重視するとしている（p. 3）。また「かかわ
ることば」と「かかわらない言葉」とを対比させて
用いている。
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これまで「ことばの意味」は，とりわけ科学的知

が前提としている二人称的関係を否定していると

の探求においては人の主観性を極力排除し，客観的

し，三人称科学は二人称科学へ移行すべきであると

に捉えようとする向きもあったが，佐藤はそれに疑

述べる。

問を投げかけ，ことばの意味は，コミュニケーショ
ンを行う人のポジショニングが反映したり，人と人

2．1．1．かかわることば，かかわらない言葉（1

とのやりとりの中で作りあげられるものであるとし

章）

。また「ことばの教育」でもそのよ
ている（pp. 8-9）

編者の一人である佐伯はこの章で，ポランニー

うな「かかわる」面が軽視されているのではないか

（M. Polanyi）を引用する。これまで「科学的知」の

と語る。本書のタイトルともなっている「かかわる

前提とされてきた「個人性からの

ことば」は，これまで「ことば」もしくは「ことば

23）に対し反論し，もう一つの理想としての「個人

の教育」に対し，ややもすると軽視されがちであっ

的知識」に賛同の意を唱える。そして「わかる」と

た「人と人とがかかわる」ことこそが重要である点

は対象を通して「自らの存在を変えること」
（p. 26）

を示そうとしている。

であり，自身（個人性）は「切り離される」べきも

切り離し 」（p.

のであるばかりか，むしろ「かかわる」ものとすべ

本書全体で貫かれている「
（かかわらない）言葉」

きであると言う。

と「
（かかわる）ことば」の切り分けは必ずしも明確
に切り分けられない場合もあり，それを貫くことに

さらに発達心理学者レディ（V. Reddy）などの研

は若干の無理も感じられよう。しかしあえてそれを

究成果を引用，これまで心理学者はものごとを「三

行うことで，これまで「ことば」の教育や研究で軽

人称的」に見ようとしてきたが，実際には，赤ちゃ

視されがちであった「人と人とのかかわり」を見つ

んは母親に対し個人的，二人称的に「かかわろう

め直そうとする本書の目的達成には大きく寄与して

（engage）」としており，それを個人から「切り離し
て（detach）」「三人称的なアプローチ」を用いてと

おり，その点で十分評価に値しうると思われる。
本稿では本書の内容を各部ごと，各章ごとに紹介

らえようとすれば，
「二人称的にかかわろう」として

していくが，それぞれの最後に，簡単なコメントを

いるほんとうの子どもの姿をとらえることができな

加えることで，それらの意義を私なりに整理して行

いと述べている。

く。そして 3．では，本書がことばを教え，ことば

母子の関係にとどまらず，ことばを用いた対話で

の教育を研究する者にどのような示唆を与えてくれ

は，その前提として話し手と聞き手との間で談話の

るかについて総合的な考察を加える。最後の 3．お

状況や関心事を共有（共同注視）する必要がある

よび 4．では，あえて「私」を登場させ，本書の意

（Tomasello, 2003）。また，ことばは「対話関係」の

義について「私とのかかわり」から言及することで，

中で生まれたはずであり，そう考えれば，とりわけ，

本書の意義を「かかわることば」で語ることにする。

ことばの理解，ことばの研究には，科学的知の探求
が前提としてきた「三人称的アプローチ」は似合わ

2．各章の内容

ず，
「二人称的なアプローチ」が重要であると述べて
いる。

2．1．かかわることば，かかわらない言葉（Ⅰ部）

本章の最後で佐伯は，「人間の脳はもともと他者
と「かかわる」ようにできており，他者との「かか

Ⅰ部（1 章）ではまず，佐伯が「かかわることば」

わり」で驚くべき機能を発揮する」
（p. 56）ものであ

とは何かについて説明している。科学がややもする

り，それゆえに「二人称的アプローチ」からの究明

と中立性や三人称的観点を重視するあまり，ことば

が必要であるとしている。また，その意味で 2013 年
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に Behavioral and Brain Science 誌に発表された「二

ラグッチ（L. Malaguzzi）の「百のことば」という言

人称的神経科学へ向けて（Toward a second-person

語観と出会い，その言語観は大きく変化した。マラ

neuroscience）」は，「他者とかかわることの科学」，

グッチの言語観とは，百人の子どもはそれぞれに百

「二人称科学」の始動を意味すると述べ（pp. 56-59），

の方法で世界とかかわっており，それが子どもの絵
にあらわれている（pp. 68-72）というもので，それ

この章を終えている。
このように本章（Ⅰ部）では，これまでの「こと

にもかかわらず，大人はその多様性を奪いとってい

ば」の見つめ方に対し，問題提起を行い，
「ことばの

るという。こうした「百のことば」という言語観に

教育」に対し示唆に富んだ提案を行っていくための

出会うことで，これまで「かかわらない言葉」と思

重要な視点が明確に示されている。

われていた「ことば」が，そして子どもの絵もまた，
「かかわることば」に見え始めたという。そして刑部

2．2．ことば（を使う）とは，どういうことか（Ⅱ

はある子どもの絵の変化に注目する。教師がその子

部）

に関心を示し，かかわればかかわるほど，その子の
絵は「ますますにぎやかにしゃべり始めた」
（p. 75）

続くⅡ部では，
「ことばの教育」に入る前に，まず，

というのだ。子どもは自身を受け止めてくれる存在

「ことば（を使う）
」とはどのようなことかを，刑部

に対しては「かかわることば」を発するが，そのよ

育子，奥泉香，井本由紀・徳永智子がそれぞれの学

うな存在がいないとそれを発することができず，
「か

問分野で語る。刑部（2 章）は「ことば」は「かか

かわらない言葉」しか発することができないことを，

わる」ものであり，聴く人の存在を前提としている

生まれて間もなく親を失った施設の子どもの泣き声

と述べる。奥住（3 章）は，書記テクストは書き手

から聞くことができたという。それらの知見から，

と読み手とが「複数のモードからマルチモーダルに

最後に刑部は，言語教育で重要なことは「かかわら

かかわ」
（p. 105）っていること，井本・徳永（4 章）

ない言葉」でなく，
「かかわることば」が生まれる教

は本書紙上にて「対話的オートエスノグラフィー」

育環境を作ることである（p. 83）と述べる。
本章では佐伯の視点を発達心理学の分野で応用，

を試み，断絶された科学的な「言葉」を，より人間
中心的な「ことば」につなぎ直すことの重要性を明

展開したものである。本書が掲げる「ことば」に対

らかにしている。Ⅰ部で提起された重要な視点，す

するパラダイムシフトが，子どもに対する見方を変

なわち「かかわらない言葉」を「かかわることば」

え，それはさらに親の姿勢や「ことばの教育」に対

にパラダイムシフトすることで，それぞれの学問分

する重要な提言をも導き出しており，注目に値する

野でどのような変化が起きるのかが明快に語られて

と言えるだろう。

いる。

2．2．2．文字や表記システムと社会的実践として
2．2．1．絵の中で豊かにしゃべり始めた子どもの

かかわる（3 章）

「ことば」
（2 章）

かつて書記テクストは中世の彩色写本に見られる

本章は，発達心理学者（刑部）の立場からの論説

ように，本来多モードの要素を有していたが，印刷

である。
「ことば」を広義にとらえ，前章で述べた

技術の登場により，書記テクストは均一化，画一化

「かかわることば」の視点と出会うことで，
「子ども

の方向に向かってきた。本書の用語を用いれば，
「か

の絵」という「ことば」が，
「かかわることば」そ

かわる文字」は「かかわらない文字」へと変化を遂げ

のものであるように見え始め（p. 66），言語教育に

てきたという。しかし，現代社会においては，表記

も有意義な示唆を与えうると述べる。刑部自身はマ

技術のさらなる進歩と，話し言葉と書き言葉の「か
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ぶせ取り（overtake）
」の中で，それは再び視覚化，

2．2．3．越境する「私たち」と教育のフィールド

多モード化，言いかえれば「かかわる文字」への回

ワーク（4 章）

帰が見られると語る（p. 87）。そのような「かかわる

4 章は教育学者（徳永）と社会人類学者（井本）

文字」に対し，どのような社会的実践が求められる

との「対話的オートエスノグラフィー」の試みであ

のかを考察し，そこからさらに国語科において求め

る。「対話」という手法により，
「「私」について「私」

られる学習について考察している。

が語るオートエスノグラフィーをより能動的な，学

（朝日新
ここで著者の奥泉は，
『AERA with Kids』

び合い・かかわり合いのプロセスにできるのではな

聞社出版，2008 年 10 月号）に掲載された記事を取

いか」という可能性への挑戦であり，それをとおし

り上げているが，そこでは，
「配置や色，文字の大

て，「「かかわることば」を「書く」ことはなぜ必要

きさ，フォント，アイコン等，マルチモーダルに支

で，それはどこまで可能か」を読者に投げかけてい

えられ」
（p. 91）ながら，本来「かかわらない文字」

る。また「対話」をとおして，「教育のエスノグラ

としてのテクストに新たな意味が付与され，
「かかわ

フィーを振り返り」「研究を行う視点や枠組みの変

る文字」となる。その意味は読み手と書き手との共

容」を見ようとしている（pp. 116-117）。

有された資源により「解釈」され，さらにはそれを

人類学的手法として生まれたエスノグラフィー

とりまく社会との相互交渉により「説明」されると

は，
「異文化を「科学的」に説明する試み」から，
「調

いう。またそれらのプロセスを往還しつつ，テクス

査者がどのように感情に影響されながら，どのよう

トとかかわり，そこに編み込まれた「社会的慣習や

にフィールドの人々との関係性を築き，どのように

秩序，価値や社会的力関係等を意味構築する読みが

その主観的現実をことばで紡ぎ出そうとしているか

可能となる」
（p. 103）という。我々は小学校でかな

をも捉える試みへと変化している」
（p. 117）という。

や漢字といった表記システムを学ぶが，実社会にお

そしてそのような「自己内省的」側面を中心に記述

いて我々は，これらに対して「静的なかかわり方」

したのが「オートエスノグラフィー」である。しか

ではなく，新たな意味を生み出す能動的な「かかわ

し著者らも語るように「私」を研究対象とすること

り」をすることが求められている（p. 104）とする。

は「客観性」を重視する科学の立場に身をおく研究

そして最後に，社会の枠組みや技術が急速度に変化

者にとって抵抗があり，学術的な価値があるのかと

し，これまで出逢ったことのないテクストを目にす

いった不安や葛藤すら感じさせる（pp.118-119）。本

ることの多い今日にあって，求められる国語科教育

章はこうした側面から抜け出すことへの試みでも

とは，単にルールや使い方を学ぶだけでなく，新た

あった。「私」を語る，さらには「対話」を行うこと

な意味を構築する手がかりを探し，方略を培い，自

は，「かかわることば」への接近として，これまで

らも意味構築の過程にかかわっていけるような「こ

の研究の常識を再考するアプローチとして評価しう

とばの教育」である（pp. 106-108）と提言している。

るとしている。客観性を重視する研究の前提と，主

「書記テクスト」の発達は，
本来「かかわる」側面

観性を排除できない現実の間で揺れ動く著者らの悩

を有していた文字を「かかわらない」ものに変えて

み，葛藤と，徐々に「私」「主観」を排除できずに研

きた。しかし技術のさらなる進歩はかかわらない書

究に取り込むようになっていき，最終的にはその意

記テクストを再び「かかわる文字」へと回帰させよ

義を肯定的に認められるようになっていく著者らの

うとしており，国語科教育においてもそうした変化

変化が「対話的オートエスノグラフィー」の随所に

をしっかりとすくい上げていく必要があると述べて

記されているが，これは同時に，学問のスタンス自

いる点が注目されよう。

体の変化であり，1 章で佐伯が語っていた，科学的
知の探求が「かかわらない言葉」が「かかわること
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ば」へと始動を始めたことの現れとも言えよう。そ

（6 章）は，自身の日本語教室での実践を例に，「か

して，著者らは院生を卒業し，研究のみならず教育

かわることば」を重視した言語教育とはどのような

にたずさわるようになる「越境」のプロセスの中で，

ものかについて述べ，最終的に「ことばの教育」は

人とのかかわりがより重要となる「教育」
，および

「社会・コミュニティ参加をめざすべき」ものであ

「教育の研究」にたずさわるようになり，そこでは，

るとしている。最終章では細川英雄が「ことばの教

研究者と対象を切り離し，
対象を客体化して「理論」

育」を対話環境づくりと捉え，その目的は「市民性

化することもさることながら，
「対話」や「協働」の

の形成」にあるとしている。「かかわることば」の教

中で両著者が「かかわる」実践がその対象（フィー

育が人をとりもどし，人と人とのかかわり合い（社

ルド）に「貢献」をももたらしうることに気づいて

会・コミュニティ）をとりもどし，最終的には人と

いく。

人とがともに生きるための市民性の育成にもつなが

最後に著者らは自身のこれまでの変容を対話の中

りうるという点に触れている。

で振り返りながら，新たな方法論としての「対話的
オートエスノグラフィー」の可能性に言及する。対

2．3．1．授業を演劇化する「教える技術」 ― 英

話的オートエスノグラフィーは，その背景としてエ

語教育者は学習者とどう向き合うのか

スノグラフィー自体が「自分のかかわり」を取り込

5 章（仲）は英語教育者としての所見である。著

み，
「かかわらない言葉」から「かかわることば」へ

者は自身が感じる英語教育の問題を，ことばの教育

シフトしてきたことを前提としているが，
「対話的

全体に関わる問題として提起する。その問題とは，

オートエスノグラフィー」はさらに，対話を通じ，

「個々の学習者の持つ多様性」が考慮されることな

取り込んだ自己を相対化し変容できること，研究者

く，教える技術が機械的に用いられる点に向けられ

と対象（フィールド）との「かかわり」を通じ，と

ている（p. 114）。佐伯の用語を用いれば，二人称的

もに学び合い，相互に貢献を生み出しうることを示

な関係から学習者の学びを支援するのでなく，第三

す。

者的，三人称的な立場から学習者を機械的に教え込

本章は教育学と社会人類学という，異なる分野の

んでいるのだと言う。学習者は一律に教師の期待す

研究者の，越境による対話を通じた語りとなってい

る言動を取ることが求められ，それを著者は「演劇

る。
それはこれまで多くの研究分野が暗黙に共有し，

化」と呼んでいる。その結果，教師と学習者の関係

当たり前としてきた，主観性を極力排除せんとする

からは対話が失われるというのである（p. 146）。ま

研究手法に再考を促すにとどまらず，
「対話的オート

た教科書，指導マニュアル，毎回の授業で用いられ

エスノグラフィー」という新たな手法を提案するこ

るポイントや表現なども，さらには教師が学ぶ教え

とに成功している点が注目に値しよう。

る技術や応用言語学の知見までもが演劇化に一役買
うことになってしまっているとしている。

2．3．ことばの教育（Ⅲ部）

その結果，学習者は自発性，自らの着想に基づい
た創造性が奪われ，あらかじめ定められたシナリオ

Ⅲ部では実際に言語教育に携わる著者たちが「こ

通りに「かかわらない言葉」を用い，習得を進めて

とばの教育」をみつめ直し，あるべき「ことばの教

行くことを余儀なくされる。さらにはことば本来の

育」について述べる。仲潔（5 章）は英語教育を例

役割である他者との対話性が軽視され，学習者は主

に，従来のことばの教育が「演劇化」され，「かか

体的人間でなく機械と化すという。

わらない言葉」になっているとし，教師と学習者と

そのような省察の上に立ち，著者は，ことばの教

のかかわりを問い直している。佐藤慎司・熊谷由理

育が佐伯のいう「二人称的な関係性」に立ち返るべ
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きであると主張する。教師と学習者が他者としての

著者らはまず，外国語教育に現れた教授法をふり

相手に親密な自己投入を行ってかかわり，対話する

かえることから始める。「文法訳読法」は「かかわら

中で学ぶことが必要であると語る。

ない言葉」間の翻訳作業の側面が強く，次に現れた

その一方で著者は，
ことばの授業から「演劇性」を

「オーディオ・リンガル・メソッド」は「かかわらな

完全に排除することはできないことも心得ている。

い言葉」の習得訓練であったという。また「コミュ

そのため，この演劇性を三人称的なものから二人称

ニカティブ・メソッド」は「かかわることば」をめ

的なものとし，自分が思っていることを，学んでい

ざしてはいるが，それは情報・意見の交換に限られ

ることば（学習言語）のフィルターを通して創造的

ており，自分の「声」を獲得するという視点が欠け

，対話することを
で成果のある演出をし（perform）

ていたという。その後の外国語教育の動きとして本

最後に提案している。

章では，近年の「複言語・複文化主義」「第三の文

次章でも触れられているが，外国語教育の歴史を

化」という考え方を紹介しているが，これらは，
「か

ふりかえると，かつてのオーディオ・リンガル・メ

かわることば」を奨励しながらも，学習する言語や

ソッドの時代には，行動主義心理学や構造主義言語

文化に積極的にかかわり，変えていくことは奨励さ

学などの考え方により，ことばの学習はドリル化さ

れておらず，その点では未だ「かかわらない言葉」

れてしまった。しかしその後，
コミュニカティブ・ア

の側面を携えているという。これに対し「トランス

プローチなどの登場によって，ことばの教育は徐々

リンガル・アプローチ」はことばを動的なプロセス

に人間性をとりもどしていく。本章は「かかわらな

と考え，
「かかわることば」のレパートリーを増やし

い言葉」を「かかわることば」に置き換え，演劇化

ていくものであるとしている。そして「かかわるこ

を防ぐことで，さらに学習者の主体的な人間性をと

とば」をより重視した言語教育をめざすための具体

りもどすことができることを述べようとしたのであ

的提案として著者らが提示するのが「社会・コミュ

る。

ニティ参加をめざすことばの教育」である。
「社会・コミュニティ参加をめざすことばの教育」

2．3．2．社会・コミュニティ参加をめざすことば

とは，「学習者が自分の属している（属したい）コ

の教育（6 章）

ミュニティのルール（例えば，言語や文化の知識や

前章に引き続き，本章も外国語教育における「か

規範など）を学びつつ，それらを単に通例として受

かわることば」が考察される。著者ら（佐藤・熊谷）

け入れるのではなく，批判的に考察し交渉をする中

はまず冒頭（p.163）で，人との関係構築を考慮し，

で，いいと思うものは受け継ぎ，そうでないものは変

そのやりとりの中で意味が変わりうるようなことば

えていくための努力をし，コミュニティのメンバー

を「かかわることば」
，そうでない言葉，すなわち人

としての責任を担うことをめざす」
（pp. 173-174）教

との関係構築を考慮せず，語に確固とした意味が備

育であるという。

わる言葉を「かかわらない言葉」と定義する。その

著者らはそれぞれの実践例を一つずつ紹介してい

上で「かかわることば」を重視する教育として「社

る。ある授業では，与えられたトピックについて批

会・コミュニティ参加をめざすことばの教育」を実

判的に考え，学習言語（日本語）を「かかわること

践例とともに紹介する。そして外国語教育は単にこ

ば」として用いて創作活動を行い，日本語で読者に

とばの教育にとどまらず，批判的に考察，交渉し，

訴えかける機会を提供する。そこでは教師もまた，

コミュニティに参加するメンバーを育成する教育で

ひとりの人間として学習者に「かかわる」必要があ

次章の市
あるべきである（p. 164）としている点で，

るという。

民性教育としてのことばの教育にもつながる。

もう一つの授業では，日本語にかかわるある目標
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を達成するために，身近なコミュニティとかかわる

く ― 本書の用語を用いれば「かかわらない言葉」

活動に参加する。そこでは「かかわることば」を積

によって解釈をするのではなく ― 人と人とが関

極的に使用することを通じ，相手やコミュニティに

係をつくりつつ対象を見，
「かかわることば」によっ

積極的にかかわることが求められる。責任や困難を

て解釈する，そのような人と人との対話のプロセス

伴いながらも，様々な喜びや驚き，気づきがあり，

こそに文化の学習は成り立つとしている。

自分自身の成長をも引き起こすことになるという。

その上で，ことばを教える「教室」を，このよう

本章で述べられている，身近な社会やコミュニ

な「かかわることば」による対話を促し，外国語・

ティにかかわることの重要性は，Barnett（1997）の

第二言語・母語の教育を複言語主義的に統合すると

」の育成をめざ
「クリティカルな存在（critical being）

ともに，身体・心・思考を含めたホリスティックな

す，教育のあり方に通ずるものがあるように思われ

ことばの活動の場とすることで，その言語教室はと

る。これは，高等教育機関はこれまでクリティカル

もに生きる社会における対話の環境となる。さらに

な思考を重視してきたが，グローバル化を迎え，多

これまで，「○○人としてのアイデンティティ」と

様な価値観が共存する今日にあっては，クリティカ

いうように，固定的に捉えられていたアイデンティ

リティは知識や思考の次元にとどまらず，自己（価

ティもまた，自己と他者の関係性の中で捉え，ま

値観，パースペクティブ）に対する内省や，社会に

た，身体・心・思考を含めて捉えることで，近代国

対する行動をも行うことのできる，
「クリティティカ

家が形づくった国家等への帰属から解き放たれ，国

ルな存在」を育てる教育となるべきであるという考

家，文化等の壁を越え，たとえそこが外国，異文化

え方である。Barnett は高等教育全般に対する提言

の環境であったとしても，
「自分はここにいていいん

であるが，6 章はそれを「ことばの教育（外国語教

だ」と思えるようになるアイデンティティの変容を

育）
」
に向けて述べたものであるということができる

も促す。すなわち「ことばの教育」に重要な使命と

だろう。

は「価値観の異なる多様な他者との協働において，
自己を表現するとともに他者を理解し，ともに住み

2．3．3．言語・文化・アイデンティティの壁を越

よい社会をつくっていこうとする意識形成」，
すなわ

えて（7 章）

ち，「市民性形成」であるとしている（p. 207）。

本章（細川）では，言語・文化・アイデンティティ

本章で語られる外国語教育を通した市民性の形成

の壁を越え，ともに生きる社会のための対話づくり

は，Byram（2008）でも主張されているが，本書を

をめざす
「ことばの教育」
を考察している。ここでの

読むと，本来ことばやことばの教育が持たなければ

「かかわることば」とは，
「身体，心，思考を含めた，

ならない「かかわり」をとりもどすことこそが，外

自己と他者の関係性の中で対象を捉えることばの活

国語教育をして市民性教育につなげる最も重要な要

動」であるとし，
「かかわらない言葉」とは，
「その

素だということに気づかされる。

ような関係性から離れ，観察者として分析的にのみ
対象を見る思考の態度およびその言動」としている

3．『かかわることば』を読んで ― こ

。また，
「人と人の関係をつくり・つなぐた
（p. 191）

とばを教える者として・ことばの教
育を研究するものとして

めの（身体・心・思考を含めた）総合的・総体的や
りとりのプロセス」こそが「かかわることば」を生
み出すという（p. 196）。例えば文化の学習や理解に

このように本書は「ことば」及び「ことばの教育」

おいては，一般に「日本学」研究が行っているよう

を中心的なトピックとしつつ，前半ではどちらかと

な，観察者として分析的にのみ対象を見るのではな

いうとこれまでの科学的知の探求の手法について，
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後半ではことばの教育について，「かかわらない言

や解釈，把握のしかたがかかわっていると考えてい

葉」から「かかわることば」への転回の必要性が語

る。またカテゴリー化のプロセスはことばの習得に

られている。日頃ことばを教え，その教育のあり方

密接にかかわっているが，このカテゴリー化のプロ

を研究するものとして，こうした「かかわらない言

セスもまた，かつての「古典的カテゴリー観」では，

葉」から「かかわることば」への転回の必要性は，

対象の中に客観的な素性の束として存在し，それら

日常的に漠然とは感じていながらも，明確な形にし

が必要十分条件となって ― 言いかえれば人の解

きれなかった思いであり，そのような本心から突き

釈がかかわることなく ― カテゴリーへの帰属は

上げるような思いが，著者らの口から明快に語られ

決まるとされていた。しかし，認知言語学では，人

たような気持ちになった。おそらくはこの本を編集

がさまざまな対象を比較，解釈し，そこから典型的

した佐藤もまた，佐伯の講演をきっかけに同様の思

な成員を抽出したり類似性や共通性を見出したりし

いにかられ，本書の出版に至ったのであろうかと思

ながらカテゴリーを形成していく，人間的で柔軟な

う。

プロセスであるとしている。発達心理学者のトマセ

私自身の周囲を見回して見ても，本書が主張する

ロは本書でも何度か引用されているが，彼は用法基

「かかわらない言葉」から「かかわることば」への

盤言語学に親和性を寄せており，人の言語獲得のプ

転回は随所に見られるような気がする。言語習得研

ロセスに親との「かかわり」が非常に重要であるこ

究の分野では，個別性よりは普遍性が重視された時

と，親と注意を共有することがことばという記号の

代があった。また言語習得は人と人とのかかわりに

使用や習得に重要なことを，データを示しつつ実証

よる成長のプロセスというよりは，生得的に持って

的に明らかにしている。

Tribushinina and Gillis（2017，pp. 29-30）によれば，

生まれた知識や装置により獲得されるもので，親の
存在やその子自身の経験，さらに親と子の「かかわ

これまで発達心理学や言語習得研究では，子どもを

り」というものは単に引き金の役を果たすにすぎな

コンピュータにたとえ，インプットとアウトプット

い，といった考え方が言語習得研究の分野に大きな

のメタファー（input-output metaphor）で捉えられて

影響を及ぼすこともあった。しかし近年，普遍性と

きたという。しかし最近では，子どもは親や外界に

ともに個別性が重視されたり，このような脳内のメ

対し，一方向的に，受動的にかかわっているのでは

カニズムを切り取って習得のプロセスを考える（認

なく，親や外界と双方向的で複雑なかかわりをもっ

知的アプローチ）のではなく，学習を社会，すなわ

ており，そのため，本書の 1，2 章でも語られるよう

ち人と人との「かかわり」の中での変容と捉える，

に，子どもは生まれた時からそれぞれ異なっている

社会文化的アプローチが出現したりといった現象

としている。また 2017 年 12 月 15 日 Developmental

は，このような転回の現れと言うことはできないだ

Cognitive Neuroscience オンライン版には，京都大

ろうか。また，生得主義の考え方と同様，認知的ア

学の研究グループ（Tanaka, Kanakogi, Kawasaki, &

プローチでありながら，1980 年ごろから出現した認

Myowa, 2018）が「発達初期のヒトの脳は，他者と

知言語学（用法基盤言語学）のパラダイムでも，言

の身体を触れ合う関わりを通して，新しいことを効

語を習得するプロセスの中心に人を置き，人のさま

率的に学習できるしくみになっている」ことを明ら

ざまな関わりの中で，柔軟にかつ人間らしく，こと

かにした研究を発表している（京都大学，2017）。

ばやその習得のプロセスを捉えているように思われ

研究方法論の面でも，一時は普遍性，一般性を重

る。例えば「ことばの意味」は，語の中に属性とし

視する量的研究が全盛の時代もあった。しかし近年

て存在するのではなく，またそれを人がそのままの

では，個々人の個別の要因やその究明を大切にする

形で認識するのでもなく，対象に対する人の身体性

質的研究が重視されたり，さまざまな学問分野の方
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法論の変化に見られるように，
「観察者としての人」

上，
「ことばの教育」もまた，そのような多様な他者

が排除される傾向から，それを取り込み，重視する

といかにともに生き，平和を維持するかということ

傾向が生まれている。このような方法論の変化は，

を考えずにはいられない。細川が，そしてヨーロッ

4 章でエスノグラフィーの研究における方法論のパ

パのバイラム（Byram, 2008）が，さらには世界のい

ラダイムシフトとして取り上げられたが，このよう

たるところで，「ともに生きるためのことばの教育」

に「人のかかわり」を重視する視点は，人とのかか

「平和のためのことばの教育」がトピックになるのも

わりの深い研究分野である，
（佐伯，刑部などが専門

そのような理由によるものであろう。佐伯の問題提

とする）
「子どもの発達」や，
（仲，佐藤，熊谷，細

起はおそらく，子どもとその発達にとって，人と人，

川らが専門とする）
「ことばの教育」の分野において

親と子とが「かかわる」ことの重要性を痛感したこ

は重要なものであろう。

と，にもかかわらず子どもの発達研究は「かかわる」

ただし，このことは，かつてのアプローチ（三人

ことをあまりに度外視してきたことに危機感を感じ

称的視点）を排除すべきであると言っているわけで

たことがきっかけとなっているであろう。しかしこ

はないであろう。むしろ本書が提示する新たなアプ

のような問題提起は，「子どもの発達」にとどまら

ローチ（二人称的視点）の重要性がこれまで軽視さ

ず，より広範な研究分野に向けた提言となっている。

れてきたことに警鐘を鳴らし，その重要性を示した

「かかわることば」を用い，人といかに「かかわり」

と言えよう。なぜなら，科学的知の探求には，4 章

を持つかは，自己とは異なることば，文化，アイデ

でも述べられているように，
普遍性と一般化を求め，

ンティティと接し，扱う，私のような外国語・第二

「理論構築」をめざすアプローチと，人とかかわり

言語の教育者，およびその研究者にとっても重要な

「実践」に向かうアプローチとがあり，
それぞれに求

テーマであり，共感を誘うこととなった。

められる方法論は同一ではないからである。そうで

4．世界がともに生きるためのさらなる

あれば，本書が示したかったことは，後者において

転回へ

まで，前者のアプローチが優勢であったことへの指
摘であろうと考えられる。
「ことばの教育」の分野では，6，7 章でも語られ

私自身も日頃，ことばの教育・研究に携わる者で

ているように，外国語教授法が，言葉からコミュニ

あるが，近年はことばや文化，アイデンティティを

ケーション，そして人や文化とのかかわりが主人公

異にする他者と「かかわる」ことに「ことば」の存

になり，さらに多様な他者とのかかわりが顕著化，

在意義を見出し，日本の学生と海外の学生とを結び

日常化する今日にあっては，人と人とがともに生き

つけ，互いに学んだ「ことば」を用いながら，今ま

る市民性の育成が「ことばの教育」の主人公になり

でタブーとされ，未解決のままにあった問題をあえ

つつある。これらの変化はある意味，外国語という

て取り扱う言語教育に関心を寄せている。その結果，

「ことば」とのかかわりが，
「書物（文字）
」を通し間

これまで「学習者」のみの空間として閉じていた教

接的に行われていた時代から，ラジオ・電話といっ

室は，日本人と留学生がともに学び，海外の教室と

た「音声」でのかかわりが生まれ，徐々に直接的な

日本の教室がテレビ会議システム，さらにはセミ

「人と人」とのかかわりが増加し，そして今日，日常

ナーやフォーラムでつながるようになった。そこに

的に「人と人とがともに生きる」時代となったとい

は政治の世界では克服不可能に見える，国家間，文

う，時代の変化を反映している。このように今日に

化間の壁が「対話」を通じて克服され，
「ともに生き

あっては，ことば，文化など，さまざまな点で多様

る」「ともに生きられる」という実感を得，さらには

な他者とのかかわりが日常的なものになっている以

そのような成功体験が学生たちに，自らも社会に向
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かって行動を起こそう，社会に積極的にかかわろう

lacunas in usage-based studies od first lan-

といった態度を与えている。そのような中，プリン

guage acquisition. In J. Evers-Vermeul & E.

ストン大学で佐藤が「世界の平和のための日本語教

Tribushinins (Eds.), Usage-based approaches

育」をテーマに学会を企画していることを知り，そ

to language acquisition and language teaching.

こに参加し，自身の実践を紹介しようと考えたこと

Mouton de Gruyter.

で，この「かかわることば」のムーブメントや本書
の存在と出会い，志を同じくする世界の仲間たちと
出会うことになる。本書で紹介された，研究と教育
に関する転回が，Barnett（1997）が語るように，研
究と教育とが単に知識のみならず，自己，さらには
世界に対するかかわりを見つめ直し，
「世界がともに
生きる」ための動きへとつながっていけばと願って
やまない。
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A refashioning turn on language education and research:
Engaging Language (Eds. Saeki, Y. and Sato, S., 2017)
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Abstract
So far, researchers on language and language education have regarded the objectiveness
(third-person perspective) of language meaning as so vital that they made efforts to exclude the subjectiveness (second-person perspective) as much as possible. As a result,
the engaging aspect, or engagingness of language, which should be considered inherent
in language, has also been easily excluded by the researchers. The editors and authors
questioned this and mention that engagingness has to be considered as critical in the
various fields which deal with language, including developmental psychology, pedagogy,
social anthropology, national language education, English language education and Japanese language education. As we have arrived in the globalized era, we keep in contact
with others from different languages, cultures, and identities on a daily basis. This book
proposes that this age has met with a refashioned turn on language and language education. It provides us with suggestions for considering language education for and language
education research on fostering citizenship for us to live together in this era, as well as
raising people as critical beings to actively participate in their societies and communities.
Copyright © 2018 by Association for Language and Cultural Education

Keywords: language education, objectivity/subjectivity, second-person science,
critical being, citizenship education

* E-mail: moriyama.shin@ocha.ac.jp
259

