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概要

本稿は，学際的なディスコース研究において考察されてきたナラティブの捉え方を例

として，言語教育におけるナラティブ研究・実践の新たな方向性を探るものである。

そして，「いま，ここ」の文脈において「わたしたちはナラティブを通して何をして

いるか」という問いが，言語教育におけるナラティブの可能性を見出す出発点となる

ことを示す。まず，従来のナラティブの捉え方やナラティブ研究の視点を研究の認識

論や方法論から整理し，それらを踏まえて，言語教育に求められているナラティブ研

究・実践の課題を明らかにする。次に，筆者が担当している日本語教員養成で行って

いる 2つのナラティブ活動―教師候補生の探究・省察・成長を目指すための活動，

およびアイデンティティの呈示・構築が見て取れる対話で成り立つ活動―を紹介

する。最後に，これらの活動の目的や成果を通して，日本語教育・教師教育において

「語ること」の意味と意義について，筆者の考えを述べる。
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1．はじめに

第二言語教育や応用言語学の分野では，学習者や

教師を個別に理解するための方法として，また，か

れらを取り巻く事象や環境を具体的に提示する方

法として，ナラティブが注目されるようになった

（Barkhuizen, 2013；Pavlenko, 2007）。日本語教育関連

分野においても，昨今，ナラティブは多様な文脈に

おいて様々な目的のために取り上げられるようにな

り，学習や教授にまつわる動機や意味の探究が行わ

れるようになった。日本語教育では，ライフストー

リー研究に代表されるように，インタビューによっ

て引き出された語りから，教師や学習者の多彩な姿

を描くことに成功してきた（三代，2015）。

このような背景のもと，本稿では，言語教育にお

けるナラティブ研究・実践のさらなる可能性を検討

する 1。次章で詳述するが，その際，学際的なディス

1　本稿は，2018 年 3 月 10 日（土）に開催された言語文
化教育研究学会第4回年次大会シンポジウムでの発表原
稿に加筆・修正を加えたものである。
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コース研究において考察されてきたナラティブの捉

え方を参考にして，新たな方向性を探ることにする。

特に本稿は，「いま，ここ」の文脈において「わた

したちはナラティブを通して何をしているか」を問

う。そして，この問いが言語教育におけるナラティ

ブの可能性を探究する出発点となることを示す。

ここで，本稿がナラティブの射程をどこまで拡げ

るかを明確にしておく。筆者が専門とするディス

コース研究で扱われるナラティブは，基本的に語り

手自らの個人的な経験や過去の出来事が語られたも

のを指す。しかし最近では，語りのトピックによっ

ては，過去の経験や出来事に限定せず，語り手が現

在抱えている問題や将来の計画などに対する意見や

考察なども，それらがある一定の長さとプロットと

一貫性を持つ場合，ナラティブとして捉えられてい

る（De Fina & Georgakopoulou, 2015）。

以下，従来のナラティブの捉え方やナラティブ研

究の視点を研究の認識論や方法論から整理し，それ

らを踏まえて，言語教育に求められているナラティ

ブ研究・実践の課題を明らかにする。そして，筆者が

担当している日本語教員養成で行っているナラティ

ブ活動を紹介し，これらの活動の目的や成果を通し

て，日本語教育・教師教育において「語ること」の

意味と意義について，筆者の考えを述べたい。

2．ナラティブ研究の背景

ナラティブ研究の認識論や方法論の相違によっ

て，従来の先行研究のナラティブへのアプローチに

は，大きく分けて，ナラティブ・テクストに着目す

る構造的・機能的アプローチ（Labov, 1972）と，語

り手と聞き手の相互行為を重視する対話的・構築主

義的アプローチ（Ochs & Capps, 2001）がある。本

章では，これらのアプローチによるナラティブの捉

え方（嶋津，2004）をはじめとして，ナラティブ研

究の 3つの視点（保坂，2014）について説明する。

2．1．モノローグ的ナラティブとダイアローグ的ナ

ラティブ

構造的・機能的アプローチでナラティブを捉えた

ものが「モノローグ的ナラティブ」であり，対話的・

構築主義的アプローチでナラティブを捉えたものが

「ダイアローグ的ナラティブ」である 2。

「モノローグ的ナラティブ」と呼ばれるものは，従

来の言語学や社会言語学が研究対象として扱ってき

たもので，語り手が語るナラティブのテクストおよ

びコンテクストそのものに焦点が当てられる。ナラ

ティブ構造の枠組みを提示した Labov（1972）をはじ

め，構造的・機能的アプローチを採用するナラティ

ブ研究では，個人の経験についてのナラティブを時

間軸に沿った語りであると捉え，順序立てられた構

造と一貫性を持つものとする。また，語りの構造や

形式のあり方には，特定の文化的背景や社会的文脈

が関連していると考える。このような認識論をもと

に，「モノローグ的ナラティブ」の研究は，インタ

ビューなどの手法によって導き出されたナラティブ

をテクストとして分析する。分析の着目点は，語り

手が用いる言語資源や，語り手が組織化する言語構

造であり，それらが生み出される過程での他者との

相互行為はほとんど考慮しない。

一方，語り手と聞き手の相互行為を通して協働的

に構築される「ダイアローグ的ナラティブ」は，対話

的・構築主義的アプローチがその基盤にあり，社会

学や人類学における会話分析研究を代表とするナラ

ティブの捉え方である。ダイアローグ的ナラティブ

は，進行中の会話において生起し，会話参加者の相

互行為によって形成されていくディスコースそのも

のである。単に語り手の経験や過去の出来事が言語

化されたテクストとしてナラティブを捉えるのでは

なく，語り手と聞き手双方の働きかけによって協働

的に意味生成が行われていくのが，ナラティブであ

2　構造的・機能的アプローチと対話的・構築主義的ア
プローチの詳細については，嶋津（2004）を参照いただ
きたい。
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る。そのようなナラティブが立ち現れる状況的な文

脈に着目し，語り手と聞き手の相互行為を重視する

がゆえに，そこで構築されるナラティブに，かれら

のアイデンティティの表出を見る研究も多い（Ochs 

& Capps, 2001）。

以上のようなナラティブの捉え方は，研究の認識

論や方法論の相違によって異なってしかるべきであ

る。しかしながら，これらのアプローチの区別に明

確な境界線を引くことも難しい。どちらのアプロー

チも，ナラティブの分析にあたっては，相互補完的

に用いることが可能である。嶋津（2004）が詳細に

検討している，この 2つのアプローチの分類は，従

来のディスコース研究において主流であった認識論

と方法論の相違から導き出されたものであるが，近

年蓄積されてきた，より学際的なナラティブ研究の

視点を理解するには十分でない。本稿の冒頭で述べ

たように，「いま，ここ」の状況的文脈において「わ

たしたちはナラティブを通して何をしているか」と

いう問いにナラティブの可能性を見出すためにも，

次節 2．2．では，保坂（2014）が提示しているナラ

ティブ研究の 3つの着眼点を説明する。

2．2．ナラティブ研究の 3つの着眼点

保坂（2014）は，多様に存在するナラティブ研究

を，その特徴から（1）「ナラティヴについて（on 

narrative）」の探究，（2）「ナラティヴで（with nar-

rative）」の探究，（3）「ナラティヴを介して（through 

narrative）」の探究の 3つに分類し，分析の視点を整

理している 3。

（1）の「ナラティヴについて」の探究は，「語り手

が自らの個人的な経験や出来事にどのような主観的

意味を持たせているのかを探る」（保坂 , 2014, p.4）

研究である。ストーリーの登場人物や時間や場所を，

語り手がストーリーの中でどのように位置づけてい

3　保坂（2014）では，「ナラティブ」ではなく「ナラ
ティヴ」と表記されているため，当該論文を引用する場
合は「ナラティヴ」とする。

るかに注目するため，語りに用いられている表現や

構成を取り上げ分析する。この「ナラティヴについ

て」の探究は，ナラティブを言語構造として研究す

るため，2．1．で説明した「モノローグ的ナラティ

ブ」の研究と重なる。

（2）の「ナラティヴで」の探究は，ナラティブが

語られる文脈において，語り手が「そのナラティヴ

でなにを成し遂げようとしているのか，あるいは為

し得るのかについて」（保坂，2014，p.4）の研究で

ある。この研究は，ナラティブを認知構造として捉

え，テクストのプロットやテーマや一貫性に着目す

る。この（2）の探究も（1）と同様，構造的・機能

的アプローチによる「モノローグ的ナラティブ」で

ある。

保坂（2014）は，ナラティブ研究の 3つの着眼点

のうち，最後の（3）の「ナラティヴを介して」の探

究に，新たなナラティブ研究の可能性を見ている。

この視点に基づく研究は，テクストそのものを分析

するのではなく，「なぜ，いま，ここでこの話をする

のか」を問い，ナラティブが生み出される背景や文

脈に注目する。（1）の「ナラティヴについて」の研

究と（2）の「ナラティヴで」の研究は，「モノロー

グ的ナラティブ」の側面に着目するが，（3）の「ナ

ラティヴを介して」の研究は，対話の中に位置づけ

られたナラティブに焦点を当てる。

語り手がナラティブを通してなそうと意図してい

ることを，ナラティブの言語構造や認知構造だけか

ら推し量ることは不可能であると，保坂（2014）は

指摘する。もちろん，分析にあたって，（1）と（2）

の視点で明らかにされるモノローグ的ナラティブの

側面を取り上げないわけではない。これら 2つの視

点で明らかになる言語構造や認知構造は，参加者の

対話の中で実践されているとし，それこそが「ナラ

ティヴ・プラクティス（narrative practice）」である

とする。

そして保坂（2014）は，次のステージに向かう新

たなナラティブ研究は，「ナラティヴが相互作用の只

中において，いかに意味を与えられていくのか，と
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いうナラティヴ生成のプロセスそのものに着目する

観点の導入」（p. 5）が必要であり，「いかに自己や

アイデンティティが相互作用のなかでナラティヴを

利用して「なされるか」に着目しなければならない」

（p. 5）と結論づけている。つまり，語り手と聞き手

が「いま，ここ」の文脈において，ナラティブを介

して，どのようにアイデンティティを主張している

かを問うということを意味する。これはまさに，社

会構築主義に基づいた談話研究で行われてきたナラ

ティブ研究であるが（Ochs & Capps, 2001），今後，

研究の深化がより求められているということであろ

う。

2．3．言語教育研究・実践に関するナラティブ研究

本章の最後に，1980 年代から 2000 年代にかけて，

教師や学習者，教育関係に携わる人々の語りを分析

した言語教育研究および言語教育実践に関するナラ

ティブ研究をまとめておく。それらの研究には，以

下のようなものが例として挙げられよう。

(1) ナラティブを分析対象とした言語教育研究

・  語りの形式や内容から，学習者の言語能力や言

語習得の過程を追うもの

・  学習者の語りの特質や機能や運用を考察するも

の

・ 学習者や教師の意識やアイデンティティ，かれ

らを取り巻く環境などを，当事者の語りから明

らかにするもの

(2) ナラティブを用いた言語教育実践

・ 経験や自己を語るための言語形式や言語表現の

指導に関する論考

・ 語りの実践を通じた学びに関する報告

・ 語りを中心とした教室活動の提案

（嶋津，2015 参照）

このような研究・実践の中で，特に日本語教育に

おいては，2000 年以降，ライフストーリー研究（桜

井，2002）の手法が注目されるようになる。「語り

を聞き，その語りを解釈することを通じて，従来の

日本語教育とは異なる見方を提示すること，あるい

は，従来目を向けられなかったもの，耳を傾けられ

なかったものに注目することを目的として」（三代，

2015，p. 12），ライフストーリー研究は発展してき

た。

しかしながら，2．2．で取り上げた，保坂（2014）

が今後より広く深く探究されるべきと主張する「対

話の中で実践されるナラティブ」は，これまでの言

語教育研究の分析対象としても言語教育実践の取組

みにおいても，十分に検討されてきたとは言い難い。

「対話の中で実践されるナラティブ」の探究には，「何

がどのように語られたか」に主軸を置く分析によっ

て，語りの構造や形式，語りが構築されていく相互

行為，語りを通して深化されていく対話，それら全

ての相互構成的な考察が必要となる。そのような考

察によって，ナラティブが言語的実践および社会的

実践としていかに機能しているかが明らかにでき，

「わたしたちが語ること」の必要性や「語ること」の

意味と意義について考える糸口になると思われる。

3．日本語教員養成におけるナラティブ
活動

本章では，筆者が担当している日本語教員養成に

おいて，教師教育の一環として行っている 2つのナ

ラティブ活動を紹介する。これらの活動は，相互行

為の参加者が利用可能な資源を多彩に用いて協働的

に構築していくものがナラティブであり，参加者間

の対話そのものがナラティブを構成していくという

ナラティブの捉え方に基づいて行われている。また，

2．2．で検討した保坂（2014）が指摘していたよう

に，ナラティブの可能性を「他者との対話の中で形成

されていくナラティブを介して，アイデンティティ

を呈示あるいは構築する」活動に見る。2章での議

論を踏まえると，以下で紹介する 2つの活動はそれ

ぞれ，（1）異なるアプローチを相互補完的に用いた

ナラティブ活動と，（2）対話の中で実践されるナラ

ティブ活動として説明できる。
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3．1．探究と省察と成長のためのナラティブ活動

横溝（2006）は「教師が自分のこれまでについて，

自分の言葉で書きとめ，自分で分析することにより，

自己理解・自己受容が深まれば，教師として成長す

るための，よいスタートが切れるだけでなく，その

後の成長を継続するための大きな力」（p. 174）と

なると述べており，教師養成・研修における自叙伝

的記述の有用性を主張している。この主張に基づい

て，日本語教員養成課程の大学院生が行っているナ

ラティブ活動は，オートバイオグラフィー・エッセ

イ（以下，エッセイ）の執筆である。エッセイを執

筆する過程を通して，大学院生が日本語教員養成課

程を受講するまでの過程を振り返り，現在の自分の

立ち位置を再認識すること，そして想像可能な将来

の教師像や目指す教育実践を描くことを目的として

いる。

「なぜ日本語教師になろうと思ったか」という問い

に答える形で，それまでの人生を振り返りながら執

筆されたエッセイには，「日本語教師を目指すきっか

けとなった過去の経験や出来事」が具体的に記述さ

れる。エッセイでは，大学院生自身が選択したこと

ばで，また，自分のこれまでの人生で重要であると

捉えている出来事を選択的に語っているといった点

で，意味づけされた「モノローグ的ナラティブ」で

あると言ってもよい。

エッセイに綴られたエピソードには，その構成要

素として，場面設定・事の発端・出来事の内容・結

末などが含まれているが，エピソードの後には必ず，

その出来事に対する考えや意見など，本人による評

価が続く。この評価があることで，あるエピソードか

ら次のエピソードへと連鎖的な繋がりを持たせるこ

とができる。このことが意味するのは，モノローグ

的ナラティブの場合，エピソードとそれに対する評

価を時系列に関連づけていくことで，現在の自分を

意味づけることができ，さらには将来の自分像をイ

メージ化することができる点にある。また，現在の

立ち位置から過去のエピソードを評価することで，

わたしたちは，過去のエピソードだけでなく，現在

の自分も意味づけていると言える。

このナラティブ活動は，さらに大学院生同士のイ

ンタビューが続く。事前にインタビューの相手の

エッセイを読み，そこに焦点化されている経験や出

来事としてのエピソードを抽出しておく。30分程度

のインタビューでは，それらのエピソードを再度，

相手に語ってもらう。

このインタビューは，飯野（2015）も注目するライ

フストーリー・インタビューの参加者間の相互行為

を重視している。飯野は，あたかも「教師が経験を

語りさえすれば成長する」（p. 256）と捉えられても

おかしくない教師研究に疑問を呈し，ライフストー

リー・インタビューにおける相互行為が，語り手が

認識していなかったことを新たに認識する機会を与

え，その後の実践の変化に結びつく可能性があると

している。ここ数年継続して行ってきた，ナラティ

ブ活動でのインタビューに対して，当事者であった

大学院生たちも，互いの教育観や学習観，ビリーフ

の共通点や相違点が共有でき，「自分がなりたい教

師」や「自分の目指す実践」に対する考えが深まっ

たと評価している。

また，インタビューでは，エッセイで語られてい

ない内容が語られることが多い。語るべき経験と

してエッセイに書かれたはずのエピソード以外に，

エッセイで語られぬものがあるということは，語り

を行う文脈や方法によってその内容や提示の仕方が

異なること，つまり，インタビューの場で対話的に

構築されるナラティブだからこそ見えてくる語りが

あるということである。エッセイとインタビューと

いう 2つのタイプのナラティブを組み合わせて行う

ことによって，それぞれのアプローチの違いはあれ，

ここに「語ること」の意味と意義が明らかになる。

モノローグ的ナラティブは，過去における出来事の

中から選出されたあるエピソードが，語り手の評価

が反映された形で順序立てられ構築されたものであ

る。そして，そのような語りの言語的実践を通して，

わたしたちは対話的なやり取りを重ね，エピソード
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に価値を与え，協働的にナラティブを構築するとい

う，ダイアローグ的ナラティブの社会的実践も行っ

ているのである。

3．2．ナラティブを介したアイデンティティ呈示と

構築

もうひとつの活動は，日本語教員養成課程の大学

院生が学部留学生に対して行うライティングに関す

るチュートリアル・セッションである。事前に大学

院生に指示するのは，留学生があるテーマやトピッ

クで書いた草稿・修正稿・最終稿の 3段階の作文を

セッションの前に読み，その留学生のライティング

の過程を理解しておくことである。このセッション

は，留学生にとっては自分のライティングの過程を

振り返る活動となり，大学院生にとっては 3．1．で

紹介したエッセイやインタビューでエピソードとし

て語られることの多い「自分がなりたい教師」や「自

分が目指す実践」を試行する活動として位置づけら

れている。

このチュートリアル・セッションは，そもそも「語

り」を目的とした活動ではない。大学院生も留学生

も，ナラティブを語ることは求められておらず，ナ

ラティブを語るという構えは全くない。しかし，教

師候補生という立場にある大学院生に，留学生がラ

イティングのコツや上達法を相談したり，あるいは

大学院生が留学生のライティングにおける語彙や表

現の選択について尋ねたりすることで，自然にナラ

ティブが立ち現れる。このようなチュートリアル・

セッションという活動の性質がおそらく要因となっ

ているのであろうが，大学院生と留学生のやり取り

には，かれらが「ナラティブを通して何をしている

か」が観察できる（Pomerantz & Kearney, 2012）。

つまり，大学院生と学部留学生がこのチュートリ

アル・セッションという場において「かれらのどの

ような経験がどのような場面でどのように語られて

いるか」，また「ナラティブがどのように用いられて

活動の目的が達成されていくか」に注目すると，あ

る特徴が見えてくる。例えば，大学院生が 3段階の

作文の変化について質問すると，留学生は自ずとラ

イティングの過程を振り返り，「なぜ，そのような内

容をそのように書いたか」を大学院生に説明するた

めに，執筆時のライティングに関わる思考の流れに

ついて語り出す。大学院生も留学生が語る内容を理

解しようと，積極的にナラティブの形成に関わるこ

とになる。また，大学院生も，留学生に「どうした

ら作文が上手に書けるようになるか」と相談された

場合など，自らの経験に裏付けられた意見を述べる

ことが多くなる。そして，前節で紹介したエッセイ

やインタビューで得られた気づきや新たな認識が，

ナラティブの形式で語られ，そのナラティブを介し

て留学生との対話に実践される。

ここで，あるチュートリアル・セッションでの大

学院生と学部留学生のやり取りから，一例として短

い抜粋を以下に示す。

スヨン : うーん，それで，わたしも，子どものと

きから目的意識を持った方がいいんですよっ

て言ってるんですけど，なんかー親戚の子ど

もとか，そういう経験とかありますか？

ジンア :いえ，私は，実は親戚が，親戚に子ども

がいないんです．私が一番下かなー

スヨン :あーなるほど．あのー私，なんか，大学

のとき日本に留学したときに，

ジンア :はい．

スヨン :えっとー韓国人，あのー在日韓国人の子

どもに，えっとー韓国語を教えた経験がある

んですけどー

ジンア :はい．

スヨン :はい，その子がこんな目的意識がなかっ

たんです．で，お父さんが韓国人で，お母さ

んが日本人だったんですけど，やっぱり，日

本人のお母さんが韓国語学んだほうがいいん

じゃない？って言ってーあのー目的意識ない

まま勉強したんですけどーやっぱりあのーそ

ういう目的意識がある子とない子と全然違う

んですよね．
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学部生のジンアの作文に「外国語を学ぶ子どもは

目的意識があったほうが良い」という文が書かれて

あり，大学院生であるスヨンがその文に注目したと

ころから，このやり取りが始まっている。興味深い

のは，スヨンが自分の経験を語り出す前段階である。

スヨンは最初に「わたしも，子どものときから目的

意識を持った方がいいんですよって言ってるんです

けど」と，ジンアが書いた文の内容に同意している。

同時にスヨンは，おそらく実習で担当している日本

語学習者に向けて述べているのだと思われるが，こ

こでは明らかに教師の視点で話していることが窺え

る。

そして，「外国語を学ぶ子どもは目的意識があった

ほうが良い」例として，スヨンはまず，親戚の子ども

を引き合いにして，ジンアの経験を引き出そうとす

る。このことはつまり，ジンアがそのような考えに

至った経緯を確認しようとしているとも言える。し

かし，ジンアにそのような経験がないことがわかる

と，スヨンは，自身の日本留学時の経験を語りはじ

め，目的意識を持っていない子どもに韓国語を教え

ていたときの話をする。この文脈で生じたナラティ

ブは，双方が持っている「外国語を学ぶ子どもは目

的意識があったほうが良い」という考えを正当化す

る役目を果たし，ジンアが書いた作文に評価を与え

ることにもなる。このようにして，ナラティブを介

し，ライティングのチュートリアル・セッションと

いう活動の目的が達成されているのである。

このような「対話に実践されるナラティブ」の分

析こそが，保坂（2014）が述べている「ナラティヴ

を個人の内面の開示や告白として分析するのではな

く，語り手が聞き手との相互関係のなかで，ある出

来事を理解可能であるように意味づける，あるいは

意味づけ合うプロセス」（p. 7）の解明である。同時

に，「このプロセスを通して，互いのアイデンティ

ティが描き出され，また他者との相互理解が可能と

なる」（保坂，2014，p. 7）ため，大学院生の経験の

語りは，教師候補生としてのアイデンティティの呈

示，そして将来の教師としてのアイデンティティの

構築に貢献することになると言えよう。

4．考察とまとめ

過去の経験や出来事がナラティブになるために

は，語る過程で，語るべきものが言語化され，語り

手と聞き手の間で意味づけされる必要がある。本稿

で紹介したナラティブ活動のように，モノローグ的

ナラティブ（オートバイオグラフィー・エッセイ）

とダイアローグ的ナラティブ（インタビュー）の双

方を見ることによって浮き彫りにされるのは，言語

教育・教師教育におけるナラティブの醍醐味が，ナ

ラティブを通して自己と向き合いつつ他者の評価や

承認を必要とする，対話そのものにある点であろう。

ナラティブの聞き手の存在によって，語り手のいく

つかのエピソードが関連づけられたり，意味づけら

れたり，新たな課題が見つかったりすることに繋が

るからである。

このように，対話に位置づけられたナラティブの

語り手と聞き手は「ことばの協働的な構築者」であ

る。ナラティブが生じる相互行為の文脈，また，ナ

ラティブが用いられ活動の目的が達成されていく様

相を観察すると，ナラティブは「ことばの使用者」

を育て，「ことばの媒介者」を育て，日本語教育・教

師教育の学びの礎を築くことに寄与しているのが示

される。ナラティブという言語的実践・社会的実践

を通して，語り手と聞き手が，過去の出来事や現在

に至るまでの経験を振り返り，出来事と出来事，経

験と経験をつなぎ，未来へと紡いでいく活動に，日

本語教育・教師教育における「語ること」の意味と

意義が窺えるのである。
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