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概要

語り手の多くが日本語非母語話者である日本語教育のナラティブ研究には，語り手に

対する「虫のよさ」がつきまとう。本稿では好井裕明が『語りが拓く地平』（2013）に

おいて示した「虫のよさ」を再定義し，規範を批判的に問い直す運動過程を「生成変

化」としたドゥルーズ／ガタリ（2010）の『千のプラトー』を手掛かりに，留学生 1

名へのインタビューから聞き手である私の「構え」の省察を試みた。それにより，語

り手に対峙する日本語教育研究者に，自らの立ち位置の再考の契機を与えるナラティ

ブの可能性を示すことを目的とした。結果，留学生の語りに表れた葛藤をかわし，「構

え」に固執することで，私自身が相手から気づきを得る生成変化の機会を逸していた。

ここから，日本語教育研究者が陥りやすい「虫のよさ」の問題には，語り手の葛藤や

疑問に自己を投影しながら共に解決に向かう過程に，生成変化をもたらす可能性を秘

めていることがわかり，そこにナラティブ研究，実践の意義が導き出された。
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1．「虫のよさ」への問い

社会学者の好井裕明は，インタビューで得られた

語りをもとに人間変革，解放をめざす生活知や処方，

エネルギーを学ぼうとする学びの構図と，そうした

語りから啓発の言説を生み出し続ける研究者の姿勢

を，「虫のよさ」（好井，2013，p. 228）という言葉で

表している。好井は，研究者が「虫のよさ」に無自覚

でいることは，権力構造の蚊帳の外に自らを置いて

しまっていることへの思考を停止させ，啓発が遅れ

ている人々に対して「“正しい”知識を注入し“正し

い”方向性を示す「媒介者，現実の伝達者」という

場所に安住してしまう危険性」（好井，2013，p. 228）

を生じさせてしまうとした。そして「虫のよさ」の

検討を失念したとき，物語の“純度”は極端に低下

していくと述べている。この「虫のよさ」という用

語について，好井は主にインタビューから得られた

語りに対する研究者の姿勢を問うているが，本稿で

はそれに加え，語り手を前にしたインタビューの相

互行為の過程における研究者の「振る舞い」を含む
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ものとして定義し，論じていきたい。

ライフストーリー・インタビューを筆頭とするナ

ラティブの研究，実践は，2000 年代以降，日本語教育

研究において数多く見られる。三代（2015）は，「社

会に埋め込まれた個々の学びの意味を考えるという

視座が生まれた」（p. 8）ことに，日本語教育学とラ

イフストーリー研究との親和性を見出しており，私

もまたそれを志向する日本語教育研究者の一人であ

る。だが，日本人，日本語母語話者が「聞き手」と

して外国人，日本語非母語話者である「語り手」の

語りに耳を傾けるという構図には，常に「語り手」

に対する「虫のよさ」がつきまとう。それが日本語

学習者とのやりとりであればなおさらである。相互

行為としてのインタビューを振り返ることにより，

私自身につきまとう「虫のよさ」は，どのように語

りに現れ，影響を及ぼすのだろうか。日本語教育学

におけるナラティブの可能性を考えるにあたって浮

かぶこの問いに，自分なりの答えを見出したい。

本研究は，こうした個人的な欲求に端を発してい

る。

2．日本語教育に潜む「虫のよさ」―
マジョリティとマイノリティという
構図

近年，日本語教育推進基本法制定の動きをはじめ

とする，多文化共生に係る日本語教育施策が進展を

みせている。だが地域の日本語教育現場などでは，未

だに日本語母語話者の規範に基づく教師主導の教育

が行われているという指摘もある（佐々木，2015）。

これは日本語教育が，近代国家形成期に占領地の日

本語化，地方語の標準語化を進めた史的経緯がある

ことに加え（イ，1996；安田，2000），国際情勢の

変化による大規模な人の移動が生じた 1970 年代か

ら現在に至るまで，国家，社会の要請に応える形で

発展した経緯を持つ，政治色の濃い分野だからだと

言えるだろう。特に在住外国人の増加に伴う学習者

背景，学習目的の多様化が顕著になる 2000 年代以降

は，学習者との対等関係に基づく支援を謳いつつ，

日本語教育は日本人を軸とする国の将来像を描く

ツールとして位置づけられる傾向にある1。日本語教

育支援自体は望ましいことであるが，その施策は税

で賄われる国の主導で実施されることになるゆえ，

学習者には日本語能力の獲得のための努力が期待さ

れ，その上達の度合いも評価に晒されることになる

だろう。その状況は学習者自身に社会参加，社会的

地位の上昇の可能性を抱かせるものとして影響力を

持つ。しかし，努力し，上達すれば可能性が拓ける

ということは，いくら努力しても日本語の上達の見

込みがなければ社会参加，社会的地位の上昇は困難

だという意味と表裏一体でもある。未熟者を成熟さ

せることで共同体の維持，発展に還元させていく教

育の浸透によって，教育の目的が市場社会と共振す

る交換価値に回収される問題を指摘した教育学者の

矢野（2009）は，教育の起源を「共同体の内部に見

ている限り，教育はどこまでも社会化という共同体

の機能の一部でしかない」（p. 38）とした。社会化

とは，一般に新規参入者が共同体の構成員になるた

めに，必要な知識を身につけていく過程を指すが，

社会化のための必要な知識＝日本語，共同体＝日本

社会と置き換えた場合，日本語教育は，あくまで日

本社会という共同体を強化させる構成員の育成のた

めのものとして機能することになるだろう。そこで

は当然，日本語能力が備わっている日本人，日本語

母語話者側の変容に関する具体的な議論はされにく

い。ゆえに，日本社会における外国人，日本語非母

語話者は，日本人，日本語母語話者を中心とする社

1　このことは2．の冒頭に挙げた法制化の動きにもみる
ことができる。日本語教育推進議員連盟（2018）が 5月
29 日に出した「日本語教育推進基本法案（仮称）政策要
綱」の「目的」には「我が国に居住する外国人との共生
を通じて多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実
現に資する」との文言があるが，そこに日本人，日本語
母語話者の変容についての直接の言及がないため，在住
外国人への日本語教育の保証を謳う法制化の動きは，生
産年齢人口の減少の補填という社会システム維持の色
彩が強いように思われる。
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会システムを維持，発展させるための構成員として

位置づけられ，日本語教育は，そのツールとして奨

励されることになるのである。そうした状況は，牲

川（2012）の指摘した「日本語＝日本人」という発

想をもった日本語母語話者への志向性が，「正しくな

い」日本語を排除するディスコースを生み，日本語

教育を語る上で大きな説得力を持つようになるのは

言うまでもない。

こうした中，鄭（2010）は，日本人，日本語母語

話者に伝えたい日本語と，自分の意図が伝わらずに

葛藤の中で表さざるを得ない日本語を「二分化され

た日本語」と定義し，「自分らしさ」が実感できる日

本語教育の重要性を訴えた。また鄭（2013）では，

コミュニケーション阻害の解決ではなく，日本語使

用を通じて「なりたい」自分を追求しつつ，相手と

意味のある関係を結ぶことができる「自分の日本語」

を育む日本語教育を説いている。鄭が提示した概念

は，言語教育の功利性が強調される傾向にある現代

においては，“World Englishes”のように実用的な

ニーズを背景にしていないため，現段階では言語的

特徴の実体化に乏しく，実用面から価値づけること

は困難かもしれない 2。また庵（2013）も危惧してい

るように，この概念の過度の強調は「自分の日本語」

それ自体が別の権力を生んでしまう可能性を生みか

ねないため，声高に訴えることには留意が必要であ

ろう。しかし，鄭から発せられた問題提起は，「自分

らしさ」を発揮できない日本語学習者の葛藤に端を

発したものであり，本人の自助努力だけでは変える

ことのできない社会構造や現行の日本語教育に潜む

問題を，実際の声から提起した点で意義深いと考え

る。

数の大小，言語能力の巧拙，エスニシティの違い

等により，「自分らしさ」の進展の可能性が狭まれ，

ある枠組みに限定されてしまう社会構造は，その個

人を，マイノリティとして退けると同時に，当該社

2　「グローバル化＝英語使用」を前提とする世界の共有
財産として英語を捉える考え方。詳細は Kachru（1982）
を参照。

会のマジョリティに近づくように急き立てる。社会

学者ヤング（2007/2008）は，マジョリティがマイノ

リティの社会化・更生・治療に励むような社会を包

摂型社会と呼び，1970 年代初頭からそれが排除型社

会に移行するとした。だが，現代の日本語教育を，

ヤングのいう，かつての包摂型社会の文脈にあてて

考えるなら，マイノリティ＝外国人／日本語非母語

話者は，マジョリティ＝日本人／日本語母語話者に

とって不可欠な存在であり，むしろマジョリティが

マジョリティであることを承認する役割を果たす存

在だということになる。各現場における日本語教育

の実践者も諸政策を打ち出す政策立案者も，時にそ

の状況を無批判に受け入れ，便乗する。だが異質な

他者との共生が叫ばれて久しく，先述の鄭のような

問題提起がなされる現在，マジョリティを規定する

存在としてのマイノリティの位置づけは，未だに自

明とするものなのだろうか。

3．「生成変化」をもたらす「マイノリ
ティ」―ドゥルーズ／ガタリの思
想から

マイノリティの位置づけを問うにあたって，本章

では，ドゥルーズ／ガタリ（Deleuze, G.，1925-1995/

Guattari, P.-F.，1930-1992）の思想に着目する。具体

的には，代表的著作の一つである『千のプラトー』

（ドゥルーズ，ガタリ，1980/2010）を理論的枠組み

に，マイノリティという存在の捉え方を紐解いてみ

たい。

一般にマイノリティとは，ある社会の少数派とし

て虐げられた層を指す。だがドゥルーズ／ガタリは，

そうしたマイノリティの位置づけを所与のものとす

る前提を疑う。2人は，数の大小や前提になってい

るマジョリティとの対立軸としてマイノリティを捉

えず，むしろその前提は，自らをマジョリティに置

いてマイノリティをまなざす行為だと述べる（「マ

ジョリティは支配の状態を前提にしているのであっ

て，支配の状態がマジョリティを前提にするのでは
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ない」（pp. 273-274）。マジョリティとは，マジョリ

ティ／マイノリティの区分を定める規範にすぎず，2

人は，マジョリティを前提にした思考を問い直して

いく運動そのものを，「マイノリティ」と称したので

ある。さらに，規範を作る前提を批判的に問い直す

運動の過程を，「生成変化」とする。つまり，マイノ

リティを，社会の少数派として虐げられた存在とし

て捉えるのではなく，その思考を形成する言説を解

体させる運動を行うことが，「マイノリティ」にな

ることだとし，その過程で現れる個々の変化を，「生

成変化」としたのである。これに倣うと，鄭の「二

分化された日本語」や「自分の日本語」といった概

念は，生成変化が潜在するものとして価値づけられ

る。なぜなら，それらは，日本語母語話者の規範や

秩序そのものを疑問視し，前提を批判的に問い直す

運動として位置づけられるからである。また，生成

変化には，数の上でのマイノリティ自身も，「マジョ

リティとの関係において規定される集合であること

をやめるという条件を満たさなければならない」（p. 

275）とされる。それでは体制の主人が入れ替わるに

すぎないからであり，ドゥルーズ／ガタリも，民族

やエスニシティなどを紐帯として排他的な共同体の

構築を目指す傾向を「再領土化」（p. 274）と呼んで

いる。マイノリティ自身も別の権力を生んではなら

ず，統一された「何か」に属するものではない。誰

もが「マイノリティ」となる可能性を持ち，「マイノ

リティ」だけが生成変化のための活発な媒体たりう

るのである。

よって生成変化に重要なのは，マジョリティ自身

も「マイノリティ」になることで，マジョリティで

あるがゆえに見過ごされたマイノリティの声を引き

とることである。そこに日本人，日本語母語話者，

あるいは日本語教師の「虫のよさ」を見直し，日本

語教育のあり方に生成変化をもたらす契機が宿って

いるのではないだろうか。そして，これまでの考え

を踏まえると，インタビューの相互行為によって聞

き手が語り手の経験を理解し，かつ語り手も聞き手

の問いに対して自らの経験を問い直すことで生成変

化をもたらす可能性を秘めているのが，ナラティブ

の研究，実践だと言える。

4．「虫のよさ」を問い直すナラティブの
可能性―本研究の目的

北出，嶋津，三代（2018）は，ナラティブの可能

性をテーマにした言語文化教育研究学会第 4回年次

大会シンポジウムにおいて，ナラティブの研究，実

践を「社会にある多様なことば，多様な文化を記述

し，掻き消されそうな小さな声に光をあてる行為」

だとし「ナラティブ＝経験の語りが語られることで

生まれる新しい意味もある」（p. 2）と述べている。

その「新しい意味」が調査者を含む人々のやりとり

を通じて構成されていくものであることは，日本語

教育研究においてナラティブを志向する者には論を

俟たず，すでに多くの先行研究もあるゆえここでは

触れない。本稿ではナラティブの研究，実践と生成

変化との関係について論じたい。

語りをインタビュープロセスから独立させたテク

ストとして解釈できると仮定する，従来の調査手続

きに疑問を投げかけた桜井（2002）は，社会，文化

は対話によって構築されていくことを前提に，語り

手の経験や見方の意味を探究する主観的世界の解釈

を重視する対話的構築主義アプローチを唱えたこと

で知られる。そこで桜井は，「何が（What?）」語ら

れたかではなく，語り手との相互行為から「いかに

（How?）」語られたかを重視した。なぜ聞き手との

相互行為が重要なのか。桜井（2002）は，「調査イ

ンタビューでは，インタビュアーと語り手の言語的

相互行為によってライフストーリーが語られ，その

ストーリーをとおして自己や現実が構築される」（p. 

61）からだと述べる。語り手は語る際，聞き手の存

在を意識して語る。語り手の語るストーリーは，聞

き手からの質問内容のみならず，質問の仕方，さら

に聞き手が何者であるか，ジェンダー，社会的立場

等からくる語り手との関係によって作られるのであ

る。そこには日本語母語話者／非母語話者，教師／
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学習者という関係も当然含まれる。

聞き手である調査者は，社会に支配的な語りであ

るマスターナラティブに差異性を投げかけ，時代状

況により変化する側面を掬い出そうとしつつも，調

査では，ある認識枠組みを持って語り手の語りを期

待する。そうした調査者の姿勢を，桜井（2002）は

「一定の構え（志向性）」（p. 171）と呼び，調査者

について「インタビューに対して一定の構えを持っ

ていることを常態であると認め，むしろその構えが

どのようなものであるかに自覚的でなければならな

い」（p. 171）と述べている。聞き手である調査者が

持つ「構え」に，語り手との間にある権力の不均衡

が生じてしまうことは否定できない。しかし調査者

の構えの問い直しは，自己の内部に前提としてある

既存の枠組みを批判的に問い直す運動の過程でもあ

る。その過程は，ドゥルーズ／ガタリのいう，マイ

ノリティを前にマジョリティと化すのではなく，自

らも「マイノリティ」となって「生成変化」を起こ

すことにも通じるのではないだろうか。

なお，調査者である聞き手の「構え」を分析対象

とすることについては，「インタビューの語り手の

“人生”を知ったという感覚がもたらされない」（蘭，

2009，p. 39）といった側面がある。また石川，西倉

（2015）が「対話的構築主義のつまみ食い」（pp. 10-

11）と称したように，聞き手の質問を語り手の語り

と同等に位置づけ，調査者の構えを内省する技法と

してマニュアル化されかねない問題も指摘されてい

る。これらの疑問に応じるべく，蘭の指摘について

は，調査者の「構え」に着目した本研究においても，

語り手の「顔」が見えてくるライフストーリーを描

くように心掛けることが重要となる。そして石川，

西倉の指摘については，語り手の経験を深く理解し，

社会のあり方や個人の生き方について新たな視点や

認識をつかみ取る「地殻変動」（石川，2012，p. 7）

を，私の「構え」の省察を通じて読み手に「遡及体

験を促す」（西倉，2015，p. 66）ことで，解消できる

と考える。

本研究では，後述する語り手のライフストーリー

を描くとともに，日本語教育全体を覆い，私自身に

もつきまとう「虫のよさ」が，相互行為としての語

りにどのように現れ，影響を及ぼすのか，私自身の

「構え」を振り返ることによって読み解いていく。そ

の上で，読み手の存在を視野に入れながら日本語教

育に潜む「虫のよさ」を問い直し，生成変化をもた

らす契機としてのナラティブ研究の可能性を示すこ

とを目的とする。

5．調査の概要

語り手は，ある大学の社会科学系学部に属する，

女子留学生ティダーさん。当時，学部の 1年生だっ

たティダーさんは，日本語能力試験の N1 を取得済

みで，英語と中国語会話もできる。調査は 1年次後

期の後半に同意を得て 1回目を行い，その約 2か月

後にインタビューのスクリプト確認を兼ねて 2回目

調査を実施した。そしてスクリプトとインタビュー

時のメモを分析資料とした。なお，「ティダー」は仮

名であり，1名の語りを扱う研究の性質上，個人が

特定されないように配慮した部分もあることを断っ

ておく。

データ表記については，聞き手を＊，上昇調（？），

沈黙 1 秒につき（・），割り込み（＝），同時発話

（//），笑いは（笑）とし，特に着目した語りには下

線を引いた。また発話の順番整理のために通し番号

を付し，文中のデータ部分は「　」内にゴシック体

を用いて記した。

6．語り手との相互行為に潜む調査者の
「虫のよさ」

ミャンマーの首都ヤンゴンに生まれたティダーさ

んは，中学生の時，反政府デモに遭遇する。各国

メディアでも大きく報道されたそのデモの様子を，

ティダーさんは学校の構内で体験している。その時，

恐怖を感じつつも「国を出て，外から国を支えたい」

と思ったことが，留学を意識したきっかけだという。
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中学，高校を卒業し，国立大学に入学する。そこで

は日本語を専攻したが，日本で学びたい気持ちが強

くなり，来日する。日本語学校等で学んだ後，現在

所属する大学に合格を果たす。

ティダーさんは自らの性格について「積極的なと

ころがもともとあった」と述べる。大学に入学した

時は，「とにかく自分から話しかけるという作戦」を

とったという。そして入学まもない頃，学内の留学

生が集うフリースペースでミャンマー語講座をはじ

め，ミャンマーでのインターンシップ経験のある日

本人学生を中心にネットワークを築いていった。そ

れは「私の知らないミャンマーのことも教えてくれ

て，今ではもう友達みたいに親しくなって」と語る

ほどである。ここから，ティダーさんがミャンマー

にいた頃からあった「積極的なところ」と「国を出

て，外から国を支えたい」という気持ちが，留学後

も継続していることがうかがえる。

数の上ではマイノリティでありながらも，周囲に

臆することなく積極的にネットワークを広げる学部

留学生。私の「構え」の通りにインタビューは進む。

だがそうした中でも，インタビューでは私の「構え」

を揺るがす語りが発せられた部分があった。ティ

ダーさんによると，専門科目の授業で，一人の日本

人学生に声をかけたところ，その学生は留学生と知

るや否や態度が急に変わったのだという。

1＊：積極的に自分のネットワークを作っている

のがよくわかりますね。

2T：はい。誰ともうまくやっていくグローバルな

仕事をしたいので，そう言ってもらえてうれ

しいです。

3＊：あと日本人の友達，そのミャンマーに行っ

たことがあるって人以外はどう？

4T：ああ，国際的な意識を持っている友達 //＊：

ああ //だと，留学経験ある人 //＊：はい //と

かは，留学生と仲良くなりたいという人もい

ます。でも授業の始めで，一人の日本人学生

に，あたし隣でいろいろ話しかけたん //＊

うん //ですけど，外国人って知らないうち

は仲良く話すけど，その人，外国人留学生で

すって言った瞬間に，態度がなんか //＊ああ

//変わっちゃって，怖いっていう目で見られ

ちゃって＝

5＊：＝そうなんだ。

6T：はい。ほんと，その時，あたし「えっ」て

びっくりして。

7＊：まあ，そういう学生は特別かもしれないけ

ど，偶然会っちゃったんだ。

8T：はい。だからもうちょっと，話しかけるのは，

よく見ないと。

9＊：ああそうか。うんうん。

「誰ともうまくやっていくグローバルな仕事をし

たい」（2T）という思いを抱いているティダーさん

に対し，私は「ミャンマーに行ったことがあるって

人以外にはどう？」（3＊）と問いかける。すると，

ティダーさんからは，ある授業のはじめに「外国人

留学生ですって言った瞬間に，態度がなんか変わっ

ちゃって／怖いっていう目で見られちゃって」（4T）

という出来事が語られる。

着目すべきは，その後の「そういう学生は特別か

もしれないけど，偶然会っちゃったんだ」（7＊）と

いう評価を伴った私の発言である。ここでは，留学

生と積極的に交わらない日本人学生を例外とし，「偶

然」な出来事として処理しようという語りを意図す

ることで，これまでのティダーさんのストーリーを

維持し，留学生に対する学内の日本人学生の姿勢も

守ろうとする私の「構え」が確認できる。

一方，ティダーさんの通っている大学の学部留学

生は，中国出身者が多数を占めているが，ティダー

さんも中国語会話が堪能だという側面ももつ。よっ

て私は，同国出身者が少ない分，中国出身留学生と

親密な関係を築いているのではないかという「構え」

を漠然と抱いていた。しかし，次の語りからは，中

国出身留学生と適度に距離を置いている様子がうか

がえた。

10 ＊：Tさん中国語できるから，中国の留学生と

は，関係も作りやすいのかな。
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11T：いやでも，あたし中国語しゃべれますって

いうともう仲間にするんですよ。もし中国語

しゃべれなかったら声かけない。そんな性格

をもっている人が多い。

12 ＊：ん？どういう性格？

13T：「中国」っていうのを大事にしているって感

じですね。「あたしたち中国」って感じ。それ

はちょっとアウト。中国語で話すと仲良くな

りやすいしいろいろ手伝ってくれる部分もあ

るけど，距離を置いています。

14 ＊：ああ，距離を置いて。

15T：そうですね。あまり親しくならないように

して。そうしないと，留学生っていう範囲か

ら出られなくなるから，自分でコントロール

してます。国際的な仕事をしたいので誰とも

合わせられる人間にって思ってます。

16 ＊：ああ（・・）まあね。それは，まあ大事な

ことだね。

17T：はい。

「Tさん中国語できるから，中国の留学生とは，関

係も作りやすいのかな」（10 ＊）という私の問いかけ

に対し，ティダーさんは 11Tで「中国語しゃべれま

すっていうともう仲間にする」とされた学内での経

験を語り，その一方で，「もし中国語しゃべれなかっ

たら声かけない」とする中国出身留学生の姿勢を「性

格」と表現する。私が即座に「性格」の意味すると

ころを問うと，ティダーさんは 13Tで「「中国」っ

ていうのを大事にしているって感じ」と答え，それ

ゆえに「距離を置いています」と語っていた。中国

語が話せるにもかかわらず「距離を置く」のは，周

囲に同定される「留学生っていう範囲」が，将来に

向けて自己研鑽に励んでいる学内生活の妨げになる

と感じているからであることが，15Tの語りからう

かがえる。それは前の語りのデータでも示した「誰

ともうまくやっていくグローバルな仕事をしたい」

（2T）という思いからきているものなのだろう。し

かし，ここで疑問が生じる。「誰とも」であれば，程

度の差はあるにせよ，中国出身留学生と「距離を置

く」というのは矛盾していることになるからである。

これは，経験に対してある時点で語られたことと別

の時点で語られたことが矛盾していないという「内

的一貫性」（桜井，2002，p. 40）にも関わってくる。

だが，私はここでも，そうした内的一貫性の矛盾

点に触れず，「誰とも合わせられる人間にって思って

ます」（15T）というティダーさんの語りに，「それ

は，まあ大事なことだね」（16 ＊）と，その姿勢を

肯定する反応を示すにとどまっていた。語りの流れ

を途切れないように配慮し，学内で積極的にネット

ワークを広げているというストーリーを維持させ，

「構え」と合致させようとしていたこのやりとりもま

た，聞き手である私にある「虫のよさ」だとも言え

る。

そして，こうした「虫のよさ」を温存させたまま，

私は数か月後の 2回目調査に入っていく。積極的な

性格をもって「誰とも合わせられる人間」（15T）を

目指していたティダーさんだが，次に示す，2回目

調査では，ゼミへの参加の仕方に葛藤を抱いていた

ことが確認された。先どりして言えば，ティダーさ

んはこれまで述べてきた「誰ともうまくやっていく

グローバルな仕事をしたい」という思いが行動に表

せず，ゼミでの活動において，日本人学生との立場，

役割の違いを自らで「線引き」していたのである。

18T：今は大学で自分がユニークな存在？だと

思ってアクティブにしてますけど，でも授業

とかでは日本人じゃないからチャンスがもら

えないってことあります。

19 ＊：ん？具体的にどういう？

20T：ゼミで例えばプロジェクトワークを行う。で

も留学生だから活動の中心になれない。

21 ＊：中心になれない。え？それって誰が決める

んですか？

22T：決めるのは自分です。日本人より日本語上

手じゃないから，自分から感じて。

23 ＊：自分から，ああ。

24T：ゼミの先生も私を心配してくれて，司会と

か質問のやりとりとか，たぶん難しい役割を
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もたせないようにして。

25 ＊：え，それ言われたの？

26T：いや，そう感じます。だから（・・）グルー

プ発表とかも結構あるんですけど，自分は自

動的に後ろに行っちゃいますね日本人の前で

やるから。例えばプレゼン大会とか，競争す

る時とかは，間違えたら，私の責任でグルー

プが上に行けなくなっちゃうから。

27 ＊：ああ，そういうふうに考えているんだね。

28T：留学生としてちゃんと伝えられなかったら

信じられない。そういう気持ち，プレッシャー

はありま //＊：ああ //すね。

29 ＊：なるほどね。やっぱ日本語が，大事なのか

な。

30T：だから，授業が英語だったら平等になると

思いますね。

31 ＊：ん？英語？

32T：はい。英語だと日本人にも外国語だから，た

ぶん日本語の時みたいじゃなくなる。

33 ＊：そっか。そういう考え方もあるか。うーん

（・・）なるほど。

34T：そう思いますね。

35 ＊：まあね。

ティダーさんからは，ゼミのメンバーである日本

人学生に対し日本語で足を引っ張ってはいけないと

いう配慮と，一方で能力を発揮する機会が得られず，

「活動の中心になれない」（20T）というもどかしさ

の 2つの気持ちの間で揺れている様子が語られる。

そこにはティダーさんに難しい役割を与えないよう

にと気遣う指導教員の配慮も含まれていた。ゼミで

の自身の立ち位置をめぐって葛藤する心の内がみえ

る。

なお，ここで着目したいのは，「授業が英語だっ

たら平等になる」（30T）という語りである。確かに

ティダーさんにとって「ことば」の問題は切実であ

り，双方が母語ではない英語を使用することになれ

ば，ゼミでの活動の機会は「平等」になる可能性も

出てくるだろう。しかしそれは，日本語に代わって

英語の“Native-like”に囚われる可能性が大きく，3．

で述べたドゥルーズ，ガタリ（1980/2010）の言葉を

借りれば，「再領土化」（p. 274）にあたる。多数あ

る言語の中で一つの言語のみを選択することは，結

局，選択されたその言語に支配されることになるか

らである。それでは権力構造は変わらず，問題の根

本を解決することには至らない。ところが，そうし

た語りを受けた私自身も，やりとりの時点ではその

主張にうまく応じることができず「うーん（・・）

なるほど／まあね」（33 ＊／ 35 ＊）と曖昧な反応に

終始していた。語りの意味を丁寧に解きほぐし，そ

れを再度問いかけようとしなかったのは，会話の流

れを途絶えないようにとする配慮ではあったが，そ

れも調査を円滑に進めるべく，ティダーさんとの関

係を維持させようとする「虫のよさ」だと言えるだ

ろう。

しかし，「虫のよさ」を問うなら，その最たるもの

が，こうした葛藤をインタビューの場でなぜ語って

くれたのかということに気づかなかった私の鈍感さ

であり，日本語教育研究に携わる者の問題として真

摯に捉えなかった，私自身の配慮のなさである。そ

れは，ティダーさんへの態度を一変させた日本人学

生の無理解さに遭遇した出来事を，例外として深く

共感しなかったことや，留学生としてカテゴリー化

されないように中国出身留学生と距離を置こうとす

る心情に理解を示しつつも，そこに内的一貫性の矛

盾点を指摘することをためらったことなどと同様で

ある。ゼミでの自身の立ち位置について，ティダー

さんは持ち前の性格から，つとめて明るく振る舞い

ながら語ってくれたが，「誰ともうまくやっていく

グローバルな仕事をしたい」（2T）と語るほどの積

極さを抱きながらも，日本人学生や教員を前に暗黙

裡に導かれた立ち位置によって，自らの能力を発揮

する機会が得られなくなったという語りを，私は，

単にデータとして処理するだけでなく，自らの問題

として引きつけて考えるべきだったのではないだろ

うか。ティダーさんの指導教官や留学生指導に関わ

る学内関係者などに，研究成果を通じてその懊悩を
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真っ先に伝えて気づきを促すのはもちろん，他者と

の共生を志向する人間であるという自負を日頃から

もちつつも，聞きとりの場ではただ手をこまねいて

いた一研究者としての態度へ猛省が，私には求めら

れていたのかもしれないのだ。あるいは，語りを受け

たまさにその時，問題の深さに思いをいたし，ティ

ダーさんと共にその解決の糸口を探ることもできた

だろう。にもかかわらず，インタビューの相互行為

の過程において，訴えのように吐露されたティダー

さんの心情を感受できず，眼前に現れた語りを事例

として扱うにとどまり，私自身にも関わる問題とし

て意識の俎上に載せることはなかった。ということ

は，日本語母語話者と非母語話者の非対称関係を問

い直すことのできる日本語教育研究の可能性を，自

らの都合で狭めていたに等しく，それこそ「虫のよ

さ」に無自覚になっていたということになる。

よって，本研究を通じて行った，インタビューの

相互行為における「構え」の振り返りは，学習者に

寄り添うことを心掛け，人々に“正しい”方向性を

示す「媒介者，現実の伝達者」（好井，2013，p. 228）

になろうとしていた，それまでの私の「虫のよさ」

を揺るがす体験＝「生成変化の兆し」として返って

くる契機となったと言える。そして，この私個人の

事例を，日本語教育のあり方に関する議論にあては

めてみたい。

7．日本語教育研究者に「生成変化」を
もたらすナラティブの可能性

ナラティブを方法論とする日本語教育研究者の多

くは，日本語非母語話者との対話プロセスに潜む何

らかの暴力性を意識しているにちがいない。それゆ

え，聞き手は語り手に寄り添おうとし，時に対立を

避けラポールを維持しようとする。しかし岸（2016）

が，ラポール形成の明示化は，むしろ「構造的な暴

力」を「技術的に回避しようとしているようにみえ

ます」（p. 164）と述べていたように，ラポールの存

在が聞き手と語り手の関係を硬直化させ，かえって

「構え」を助長させてしまい，インタビューの相互行

為において「虫のよさ」を生み出す。それは語り手

の矛盾点に触れずに関係性を優先させたり，語られ

たストーリーの解釈を私自身の「構え」と一致させ

ようとしたりしていた本研究でも確認された。そし

て，あえて自戒を込めた上で，今回の結果を日本語

教育研究者に投げかけると，こうした「虫のよさ」

への無自覚が，日本人，日本語母語話者を軸とする

国の将来像を描くツールとして位置づけられる傾向

を生む，日本語教育の権力形成に向かっていくので

はないだろうか。なぜなら「構え」に沿って語りを

聞きとり，解釈しようとすることで，相互行為に宿

る自らの変容の契機を忘却してしまう研究者の「虫

のよさ」は，外国人，日本語非母語話者に日本語を

奨励し社会の構成員として組み込むことで，変容を

迫られることなく，日本人，日本語母語話者として

の特権性が保てる日本語教育施策と共通する面があ

ると考えるからである。3．で触れたドゥルーズ／ガ

タリに倣えば，ナラティブを生産していく研究者に

無自覚な「虫のよさ」も，自らの変容に消極的なま

ま外国人に日本語能力の向上を奨励する日本語教育

をめぐる諸施策も，共にマジョリティとしての立場

を維持するためにあるのだ。

無論，「構え」は時に語りを妨げないものとして

効果を発揮することもある。だが問題は，インタ

ビューの場では関係維持につながるものの，本稿の

ティダーさんの心の懊悩を「当事者」として十分に

受けとめていなかったように，他者から希求された

応答責任を，「構え」によって逸してしまうことであ

る。それは結局のところ，聞き手自身の生成変化の

機会の喪失を意味する。

本稿で示した私自身の事例の振り返りを踏まえ，

改めて日本語教育を概観すると，日本語教育研究者

がインタビューの相互行為を通じて「構え」を用い

て問題を回避し，学習者から発せられた語りを一方

的に解釈するのみであれば，相互行為において相手

を固定化することになる。それではドゥルーズ／ガ

タリのいう，規範や秩序そのものを疑問視し，前提
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を批判的に問い直す「マイノリティ」となることは

できず，また相手から気づきを得る「生成変化」の

機会も得られない。よって，日本語母語話者のもつ

規範に功利性という「実」を与え，そこに日本語非

母語話者を追従させようとする日本語教育に潜む問

題の解決には，日本語教育研究者自らが語り手に自

己を投影し，そこから共に問題の解決に向かう姿勢

が求められる。そして，研究者一人ひとりにその省

察の姿勢を再帰的に促し，「生成変化」をもたらす力

を秘めているという点に，ナラティブ研究，実践の

可能性が見出せると考える。

8．不断に語り直すことの重要性

本稿の冒頭で提起した，「虫のよさ」は相互行為

としての語りにどのように現れ，影響を及ぼすのだ

ろうかという問いは，普段は語り手に寄り添おうと

意識しつつも，語り手の抱える葛藤を見過ごしてし

まうという私自身の問題となってかえってきた。し

かし，それを日本語教育の議論にあてて検討した結

果，生成変化へとつながる契機を見出し，そこにナラ

ティブの可能性が導き出せるという結論に至った。

無論，聞き手と語り手双方による経験の問い直し

は，一定の答えをもって完結するものではない。そ

の意味で，自己変容や再ストーリー化の不断の問い

直しを喚起させることは，ナラティブ研究，実践の

真骨頂だと言えるだろう。2．において日本語教育を

取り巻く現状を論じる際に参照した教育学者の矢野

も，他の論考（矢野，2000）で，人間は一つの物語

にとどまる存在ではないことを自覚し，「語り直しに

よる語り直し」（p. 270）が重要だと述べている。不

断の語り直しを通じて真を求めつつ，さらに新たな

真を希求していくことは，人間関係構築の根本であ

り，他者理解に通じる行為でもある。そして異質な

他者との触れ合いが日常化する一方で，想像力を欠

いた排他的言論行動も散見される今，他者理解こそ

共に生きることを模索する日本語教育という学問に

求められるのであり，その点でもナラティブが果た

す役割は極めて大きいと考える。

今後もナラティブ研究，実践に取り組みつつ，私

自身の研究者としての「虫のよさ」に不断に向き合

い，そこから日本語教育のあり方を検討としていき

たい。
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Abstract

Narrative research into Japanese language education, in which most narrators are non-

native speakers of Japanese, is rife with narratives of “selfishness” experienced by nar-

rators. This research seeks to redefine Yoshii’s (2013) concept of “selfishness,” in the 

light of “becoming” as a movement for critically rethinking norms posited by Deleuze and 

Guattari in A Thousand Plateaus (2010), using this framework to review my “stance” as 

a researcher in an interview with an international student. This research aims to show 

the possibilities of narrative research as an opportunity for researchers to reconsider 

their position in relation to narrators. As a result of this reflection, the conflicts expressed 

within the narratives of the international student was avoided. However, by sticking to 

a particular “stance” I missed opportunities for “becoming” that I myself had noticed in 

others. In relation to the problem of “selfishness” which Japanese language education 

researchers can be prone to, it seems that there is the possibility of creating “becom-

ing,” deriving new meanings in narrative research and practice in the process of working 

together towards a solution, whilst placing oneself within the conflicts or doubts of narra-

tors. 
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