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概要

本稿では，現代の言語教育実践において目指すべき「批判的」とは，学習者の自己批判

的態度であることを主張する。そして，その自己批判とは，学習者が「私はなぜその

言語を学ぶのか」という理由を他者に説明し，それについての相互的な了解を目指す

ことだということを，フランクフルト学派の批判理論に基づき理論的に述べる。さら

に，自身の実践事例に基づき，学習者の自己批判を伴う批判的言語教育の実現可能性

と意味を論じる。
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1．問題意識と理論的考察

1．1．言語教育における「批判的」概念の現状

昨今の言語教育研究や実践の発表で，目にするこ

との多くなった用語の一つに「批判的」がある。西洋

哲学において「批判的（critical）」は古代ギリシャ以

来様々に論じられてきた概念だが，現代の教育研究

関連に視野を絞れば，それが使用される文脈は「批

判的思考（critical thinking）」と「批判的リテラシー

（critical literacy）」の二つに大別される（小柳，2003；

竹川，2010）。竹川によれば，「批判的思考」論に基

づく教育が「何にもとらわれず，政治的に中立で」

「誤り，妄想，先入観といったものから精神を自由に

する知的解放を教育実践の目標としている」（竹川，
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2010，p. 32）のに対し，「批判的リテラシー」論に基

づく教育は「社会的実践や社会構造，あるいは支配

的な利害によって要求される諸価値に疑問を付」し

「自己と社会との結びつきについての従来の認識が

変更されていくこと」（pp. 37 - 38）を目指している。

昨今の言語教育研究や実践では，「批判的」が上記の

違いを意識せずに使用されている場合も見受けられ

るが，佐藤，長谷川，熊谷，神吉（2015）のように

「批判的リテラシー」の文脈に沿っていることを明

言している場合もある。

「批判的リテラシー」の教育は，20世紀半ばにブラ

ジル，そして亡命先のチリで実践されたP. フレイレ

の識字教育に端を発するとされる。フレイレは，被

抑圧者が物理・経済的に抑圧されているだけでな

く，抑圧者の態度，世界観，倫理を内面化している

という「被抑圧者の二重性」を問題にし，社会的・政

治的矛盾の意識化をめざす識字教育を展開した（フ
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レイレ，1968/1979）。この方向性が北米の教育者に

引き継がれ「批判的教育学（critical pedagogy）」1とし

て現代に続いている。前掲の佐藤ら（2015）もこの批

判的リテラシーの文脈で，クリティカルアプローチ

と名付ける彼ら自身の言語教育研究・実践において

は「自分たちの未来，そしてコミュニティの未来を

創造するためには」「既存の枠組みを見直し，必要が

あれば変えていこうとする意識・視点・姿勢・態度

が何よりも重要である」（p. 10）としている。

1．2．「批判的リテラシー」に基づく教育の問題点

本稿筆者は日本国内外で非母語話者への日本語教

育に携わってきた経歴を持つ。この経験を通じ，言

語教育において，学習者に言語知識や能力を身に付

けさせること以上に，学習者の社会参加や人格形成

を意識して実践することの必要性を感じてきた。こ

の観点から，佐藤他が主張しているクリティカルア

プローチのような，学習者に自身とコミュニティと

1　藤井（2008，2017）によれば，教育学史上において「批
判的教育学」と称される動向は二つの系統がある。一つ
は，1960年代の西ドイツにおいて，本章1.4節以降で詳
述するフランクフルト学派の影響下に起こったもので
あり，「とりわけ，ハーバーマスの理論に強く影響を受
けた批判的教育学は，権力からの自由を実現する教育の
ありようを模索した」（藤井，2017，p. 148）。しかし，そ
の実践は「1970年代半ば以降の政治的な「潮流変化」と
ともに挫折し，」「それと共に，批判的教育学はフランク
フルト学派，特にハーバーマスの理論から離れていっ
た」（藤井，2008，p. 25）。もう一つは，本文で取り上げて
いる，1980年代の北米で起こった，フレイレの教育学を
引き継ぐ流れであり，今日，少なくとも日本で「批判的
教育学」といえば，この北米発祥の動向を指すことが一
般的である。北米の批判的教育学も，フランクフルト学
派の理論に基づくとされることがしばしばある（例えば
佐藤，ほか，2015，p. 19）が，北米の批判的教育学の論者
が，フランクフルト学派の理論について詳細に論じてい
る例は，管見の限りでは見あたらない。このことから，
ドイツと北米の批判的教育学は，問題意識において重な
り合う部分があるものの，それぞれ独立して起こった動
向であり，フランクフルト学派の理論が北米の批判的教
育学に与えた直接的な影響は限定的であると考えられ
る。

の関わりを意識させる教育姿勢には，筆者も基本的

に賛同する。しかしながら，現代の日本語教育にお

いて「批判的リテラシー」的な「批判的」概念を導入

して実践しようとする際には，注意すべき点がある

とも考えている。

前節で述べたように，北米の批判的教育学の源流

はフレイレの識字教育であり，彼が教育の対象とし

たのは，独裁的政府や資本家などから抑圧され，明

らかに自由や豊かさを奪われている人々であった。

そのような人々にとって，自分たちを抑圧する社会

的・政治的矛盾を意識化することは，抑圧から脱し，

自身の将来を切り開いていくうえで非常に切迫した

必要性があったであろう。現代の日本語学習者の中

にも，さまざまな形で抑圧を受けている人々がいる

ことを筆者も認識しているが，フレイレが解決に取

り組んだような切迫した被抑圧的状況が，現代の世

界的な日本語学習者の多くが直面している状況であ

るとまでは言えないだろう。よって，現代の日本語

教育の実践者が批判的リテラシーに基づく実践を行

おうとするならば，そのときの実践対象の学習者に

とって，なんのために批判的リテラシーの教育が必

要なのかをよく考える必要がある。

北米における批判的教育学は，フレイレの問題意

識を引き継いでいるが，意識化する主体は必ずしも

被抑圧者に限られるわけではなく，抑圧している側

の人間がそれを意識化し，抑圧をなくすように自ら

の姿勢を変えていくことも目指されている2。この観

点を導入するならば，そこにいる日本語学習者が社

会的に明らかに抑圧されているとはみなせなくて

2　竹川（2010）は，そのような教育の例として，アメリ
カの白人が多数を占める小学校で行われた「コロンブス
の真実」という実践を紹介している。そこでは，「コロン
ブスのアメリカ発見」という一般的に認められた歴史的
事実に関し，それが白人の立場から構成された物語であ
り，以前からその大陸に住んでいた原住民の存在や，彼
らに対してコロンブスがおこなった残虐行為などを覆
い隠していることに気づかせ，白人生徒らに対し自らが
意識しないままに社会的優位に立っていることの意識
化が目指されている（pp. 39 - 40）。
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も，抑圧的な構造が社会に存在し，自身が無意識の

うちに抑圧者の立場に立っているという可能性に学

習者が気づき，そこから社会を変える実践につなげ

ていくことを，日本語教育における批判的リテラ

シーの教育として行うということも考えられる3。

筆者はそのような教育実践に意義を認めないわけ

ではないが，その実践が教師の主導によって行われ

るとするなら，熟慮すべき問題があると考える。そ

れは，教師が学習者に社会の抑圧的な構造を意識さ

せるような実践を行うとき，教師自身には実践を行

う前から学習者が気づくべき抑圧的構造についての

意識があり，学習者は教師の後を追ってそれを意識

する形になるであろうということである。この場

合，教師が初めに持っていた意識について，それが

正しいのかどうかが学習者の側から問われることが

なければ，結果としてその活動は教師から学習者へ

の一方的な知識伝授と変わることがなく，それ自体

が抑圧的構造となる恐れがある4。よって，学習者が

社会の抑圧的な構造を意識し，それをなくしていこ

うという意志を持つことを目指す批判的リテラシー

の教育実践は，最終的に学習者が教師の意識をも超

えていくことがなければ，真にその目的を達したと

は言えない。つまり，批判的リテラシーの教育実践

には，学習者が教師の意識を超えていくことを，初

めから教師が意識的に計画して実践しなければなら

3　この観点を全世界的規模に広げると，「コスモポリタ
ン・シティズンシップのための教育」（オスラー，スター
キー，2005/2009）となる。

4　ビースタ（2017/2018）は，批判的教育学には「私たち
が解放を達成するためには，権力の働きにさらされてい
ない意識を持つ他の誰かが私たちの客観的な条件につ
いての説明を与える必要がある」（p. 97）という前提があ
り，「人が解放され自由になることを目指しているにも
関わらず，実際には解放の行為の核となる部分で依存を
組み込んでいる」（p. 98）という矛盾があるとする。この
矛盾は，1．4節で触れる「批判理論のディレンマ」にも通
じる。

ないというディレンマがあるのである5。

さらに，教師の主導による批判的リテラシーの教

育実践には，その実践において批判的に見るべきと

される対象について，学習者がそれを批判的に見る

ことの必然性を感じられるのか，という問題があ

る。もし学習者がその必然性を感じられないなら

ば，教師は実践を進めるために，学習者に何らかの

働きかけをしなければならないことになるが，おそ

らくそれは，学習者が考え始めるきっかけづくりの

ようなささやかなものであったとしても，教師があ

らかじめ到達目標を想定したうえでの提示にならざ

るをえない。そのような教師の行為は，フレイレが

対象としたような切迫した被抑圧的状況にある学習

者に対してでない限り，社会の抑圧的な構造をなく

すことを目指す批判的リテラシーの教育としては正

当化できないのではないだろうか。

以上のような問題点を考慮すると，日本語教育に

おいて批判的リテラシーの教育を導入することには

慎重な姿勢を要するといえる。しかしながら，筆者

は現代の多くの非母語日本語学習者にとって，批判

的に見る必然性のある対象については，ある程度一

般性のある主張ができると考えている。次節では，

その主張について詳しく述べる。

1．3．日本語学習者は何を批判的に見るべきか

筆者が考える，現代の非母語話者による日本語学

習の最大の特徴は，それが多くの場合，学習者自身

による何らかの選択から始まっているという点であ

る。戦前は，海外の日本支配下にある地域において

強制的な日本語教育が行われていたが，戦後は，日

5　ビースタ（2017/2018）によれば，フレイレはこの
ディレンマを意識しており，教師の行為を「誤った信念
から被抑圧者が自由にされる力強い行為としてではな
く，わずかに背中を押すような形で，つまり世界に存在
する人間としてのあり方を特徴づける変革の行動と省
察そのものを開始することによって，実践を引き起こ
す」（p. 105）ものに限定して，最終的に教師と生徒が対
等な「自らの歴史の主体」となることを目指していた。
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本国外で日本語が義務教育の全員必修科目になって

いるという国や地域は，筆者の知る限り存在しな

い。現在の日本国内の非母語日本語学習者は，様々

な待遇の留学生，労働移民に近い立場の人々，日本

国籍者との婚姻で永住権を得た人たちなど多様であ

り，また日本国外にも様々な日本語学習者がいる

が，年少で自らの決定権が弱く，保護者の意向や都

合により日本語学習をしている者などを除けば，日

本語学習をしない，もしくは日本語学習が必須とな

る状況を避ける選択肢が全くなかったという学習者

は，非常に少数であるはずだ6。このような状況を鑑

6　もちろん，日本語学習が，他にやりたいことや学び
たいことがあったが，その希望がかなわなかったうえで
の消極的な選択であったということはありえるが，それ
でもそのとき日本語学習が必須とされない状況への選
択肢が全くなかったということは考えにくく，おそらく
はその時点でその人が可能な範囲での最善の選択とし
て，日本語を学習する道に進んだはずである。筆者はこ
こで，どんな形にせよ最終的には日本語学習者が自らの
意志でその道を選んだのだという自己責任を強調した
いのではない。たとえ自発的に日本語学習を始めたよう
に見える学習者であっても，実際には周囲の人々やテレ
ビ・インターネット・出版物などからの影響を受けた
り，自分の周りでたまたま日本語学習環境が整っていた
りしたこと（その環境の整備には政治的・経済的権力が
関わっている場合が多いであろう）が日本語学習のきっ
かけになったはずであり，その意味では，すべての日本
語学習者は，自らの意志を超えた何らかの権力の作用を
受けて日本語を学び始めたとみることもできる。しかし
筆者は，多くの日本語学習者には，きっかけは何である
にせよ，自らの望む成長や自己表現を少しでも実現する
ために日本語学習を選択したという側面があるだろう
ということに注目したい。関（1997）は，M．フーコーの
「自己構成的主体」の概念について論じる中で，「自己に
かかわり，自己を構成する技法は，権力という外の力を
内側に折りたたむことから始まる。」（p. 120）と述べてい
る。フーコーの権力と主体に関する論によれば，主体は
決して自己の内部に自然に発生し自律的に成長するよ
うなものではなく，外部からの権力作用によって構成さ
れるものであるが，自らを構成する何らかの権力作用を
どこかの時点で自分自身のものとして「内側に折りたた
む」ことで，自己は自身で主体を構成してゆく可能性が
開けていくのである。筆者は，日本語学習者が自ら日本
語を選択したということを，学習者が「自己批判」を通
じて認識することが，自己による主体構成の基点とな
り，そこから学習者は権力の作用から抜け出し自由を獲

みれば，現代の大半の非母語日本語学習者がまず批

判的に考えなければならないことは，自分がなぜ日

本語を学ぶことを選び，今日までその学習を続けて

いるのか，であり，その問いは，大きな社会の枠組

みに対してより前に，まず学習者自身に向けられる

べきであろう。筆者はこれを，学習者による「自己

批判」的な思考と呼びたい。

ここで筆者が，学習者が自身について考えること

を，「内省」や「反省」などでなく，あえて「自己批判」

と表現する理由は，第一に，前節までに述べた現在

の「批判的」教育研究・実践が，ほとんど常に，学習

者の自己の外側にあるものを批判の対象にしている

ことを浮き彫りにし，それらと筆者が目指す教育実

践との対照性を打ち出したいからである。そして第

二に，現代の「批判的」概念に広範な影響を与えてい

るといわれるフランクフルト学派の批判理論7にお

いて追究された「批判」の出発点には「自己批判」が

あり，言語教育実践においてもこれを無視するべき

ではないと考えるからである。次節以降では，この

問題意識を踏まえ，「批判的」概念における「自己批

判」について，批判理論を参照して理論的な検討を

行っていく。

得していく第一歩を踏み出せると考える。このような，
言語学習と自己と権力，主体の関係についての詳細な議
論は，本稿では十分に行う紙幅が無いため，今後発表す
る別稿での課題としたい。

7　前述のように，フランクフルト学派の批判理論は西
ドイツの批判的教育学に多大な影響を与えたが，それが
現代まで続いているとは言い難い。竹川（2010，p. 29，p. 

45注）は，ハーバーマスの理論が（北米の）批判的教育学
に影響を与えたと述べているが，そこで引用されている
ハーバーマスの著作は1970年のものであり，その後大
きく転回し1980年代に全体構造が完成するハーバーマ
スのコミュニケーション的行為の理論が，批判的教育学
に与えた影響については触れていない。本稿で筆者は，
批判的教育学の文脈から離れた視点から，フランクフル
ト学派の批判理論が現代の言語教育実践に与える示唆
を読み取ることを意図している。
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1．4．批判理論と「自己批判」

批判理論（critical theory）は，1930年代にドイツの

社会哲学者ホルクハイマーが理論的基礎を確立し，

その後彼や，彼が所長を務めたフランクフルト社会

研究所に参加した研究者らによって展開された。本

節では，ホルクハイマーらの批判理論について概観

し，そこでの「批判」が含む意味について考察する。

ホルクハイマーが批判理論（批判的理論とも訳

される）という用語を初めて用いたのは，1937年発

表の「伝統的理論と批判的理論」（ホルクハイマー，

1937/1998）においてとされる。ホルクハイマーは，

実証を重んじ，社会から独立した閉じられた中での

首尾一貫性を求める理論を「伝統的理論」とし，それ

に対して，理論家が社会の中にあって，理論の社会

的背景や機能について反省し，その性質を社会的な

場との関連において考察する理論を「批判的理論」

とした。この批判理論は，当時の社会や人間を研究

する理論家が，実証主義の立場で，自分自身が研究

対象の外にあり，何にも影響を受けない客観的・中

立的立場にあるかのようにデータを取り扱う傾向に

あることを批判し，理論家自身が社会の中にあって

様々な偏向や矛盾を抱えていることを自覚し，それ

を自己批判しつつ，社会の問題を解決すべく人々に

訴えかけていくという姿勢を示したものである。

伊藤（1996）によれば，この批判理論が突き詰めら

れ，ある特定の社会構造が成員の認識過程を隅々ま

で支配し，歪めているとする「全面化した批判理論」

まで達したとき，以下に述べる二つの難点が生じる

という。一つは，社会において人々が抑圧され，疎

外されている状態であることを理論家が告発し，そ

れを正すよう人々を説得しようとする場合，理論家

は「一方では，自ら認識・判断する主体的・能動的人

間を想定しながら，他方ではそのような人間たちが

正しい認識から構造的に疎外されていることを主張

しなければならない」（p. 2）という「批判理論のディ

レンマ」である。そして，もう一つは「理論家自身

は，いかにしてその支配を免れて，正しい認識を獲

得している（と主張する）のか」（p. 2）という，「自己

破壊のパラドクス」である。

しかし，その後の批判理論は，これらの難点の克

服には向かわない。1947年にホルクハイマーとアド

ルノの共著として発表された『啓蒙の弁証法』（ホル

クハイマー，アドルノ，1947/2007）では，世界を一

元化し説明しつくそうとする伝統的理論が，すでに

「報告し，名づけ，起源を言おうとする」神話の時

代から見られた，人間の認識の不可避な形であると

する。そして，「すべてを説明しつくそうとする神

話的不安が，〈人類自らが考案した説明〉という啓蒙

＝神話の出自を隠蔽しようとするメカニズムを生み

出し，批判的精神を麻痺させる」（伊藤，1996，p. 5）。

これは，人間の理性が自己保存のための道具と化し

たために生じた事態であるが，自己保存を欲しない

人間はいないとすれば，「自ら認識・判断する主体

的・能動的人間」は現実化しえないということにな

り，「批判理論のディレンマ」は永久に克服できない

のである。このような認識をもとに，その後のホル

クハイマーとアドルノは，理性の働きを「否定」に限

定することによって，伝統的理論に陥らずに批判的

理性を維持しようとする方針を取り，初期の批判理

論が持っていた社会変革への積極性が失われていく

ことになる8。

以上のように，ホルクハイマーらが展開した初期

の批判理論は，その原点に「伝統的理論」の客観的・

道具的な理性の在り方に危機感を持ち，それを批判

的理性によって問い直す「理性による理性の自己批

8　山崎（1982）によれば，1930年代のホルクハイマーは
マルクスに依拠し，労働者階級に世界を変革する理性が
内包されているという考えを持っていたが，資本主義体
制がいずれ必然的に自壊し労働者による革命が起こる
という正統派マルクス主義には同調せず，批判理論家が
労働者階級に働きかけ，その使命に目覚めさせることで
社会の変革が実現するとしていた。しかし，その後1940
年代に入り，ナチズムへの労働者階級の盲従やソビエ
トにおけるマルクス主義の教条化を見て，ホルクハイ
マーから労働者階級による社会変革への期待が失われ
ていったことが，『啓蒙の弁証法』において理性への希望
が語られなくなった背景にある。
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判」の姿勢があったということ，そしてその「批判」

は批判する者自身をも対象に含むため，批判を徹底

すればするほどディレンマやパラドクスに陥ってい

くという，非常な緊張感を伴ったものであったとい

うことを，我々教育実践者は理解しておく必要があ

る。教育実践において実践者および学習者が「批判

的」であることを目指すのならば，その態度は自己

批判に基礎を置いたものであるべきということが，

批判理論から示唆されるのである。

しかしながら，自己批判を徹底させた批判的思考

態度がディレンマやパラドクスを回避できないのな

らば，「批判的」な教育実践においても，批判を徹

底することは困難であるということになり，教育の

目標をどこに置くべきかが見えづらくなる。そこで

次節では，この批判理論の文脈をホルクハイマーら

から引き継ぎつつも，批判的理性の働きをコミュニ

ケーション的なものとして捉えなおすことで，初期

批判理論のディレンマやパラドクスを克服しようと

したハーバーマスの理論について概観し，批判的言

語教育実践において何を目指すべきかを考える手が

かりとしたい。

1．5．ハーバーマスの「コミュニケーション的理性」9

ハーバーマスは，1956年からフランクフルト社会

研究所でアドルノの助手を務めたことから「フラン

クフルト学派第二世代」として知られ，アドルノら

「第一世代」の問題意識を受け継ぎつつも，批判理論

が陥ったディレンマやパラドクスの克服に取り組ん

だ。

ハーバーマスは，1970年代以降の「コミュニケー

ション的転回」によって，第一世代との決定的な

立場の違いを示した。この転回を基礎づけるのは，

「〈真理〉を，それ自体で存立し，それゆえ時には「発

見」されたりするような，言明の世界の対応（一致）

9　本節におけるハーバーマスの理論の概説は，伊藤
（1996）を基本に，筆者の解釈をまとめたものである。用
語の訳は，他文献も参照し伊藤の訳から一部変更した。

に求めるのではなく，複数の人々のコミュニケー

ションの場における〈承認要求〉として位置づけよ

うとする」（伊藤，1996，p. 9）「真理の合意説」の導入

である10。これは，「「批判的意志」であるとか，「社

会的経済的連関における位置」といった認識者の特

権的な属性から真理を保証する審級を切り離す」（伊

藤，1996，p. 9）ものであった。ハーバーマスはこの

立場に立ち，1981年発表の『コミュニケイション的

行為の理論』（ハーバーマス，1981/1985）で，言語的

コミュニケーションによる批判的理性発現の理論的

全体像を示した。

この理論では，言語を用いる行為が，目的を達

成するための道具的，戦略的行為である「目的論的

行為」と，相互的な了解を志向する行為（＝コミュ

ニケーション的行為）である「理論的行為」「道徳＝

実践的行為」「美的＝表出的行為」の二組に大別され

る11。そして，「コミュニケーション的行為」が成立

する要件として，「真理性」（言いたい内容が真であ

る），「正当性」（言いたい内容が規範的に正しい），

「誠実性」（本当に思っている内容を言っている）と

いう三つの「妥当性」が要求されており12，コミュニ

ケーションが合意に至らないときは，その発言が妥

当性の要求を満たしているかどうかをめぐる議論

10　中岡（1996）は，「（フランクフルト学派）第一世代の
人々はヘーゲルに影響を受けた真理概念に固執したが，
その概念はどこかで絶対の真理というものを前提にし
ており，ハーバーマスが出発点としている「可謬主義」
（すべての知識は誤りに陥りがちであるから，公共的な
批判につねにさらされ，改善される必要がある）とは相
容れない」（p. 149）と述べている。伊藤（1996）は，真理
の合意説はハーバーマスの独創ではなく，古くから論じ
られてきた概念であるとしている（p. 14注7）。

11　「理論的行為」とは，実証的学術論文のような，事
実について論じる行為であり，「道徳＝実践的行為」は，
規範や法について論じる行為，「美的＝表出的行為」は主
に芸術分野における行為である。

12　三つの妥当性要求は，コミュニケーション的行為の
三分類に対応している。
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（＝討議）に入るとした13。

このハーバーマスの理論によれば，人々が批判的

に物事を認識し思考することが可能（＝理性的）で

あることは，人々が他者との相互了解を目指した言

語的コミュニケーションに対して開かれ，了解が成

立しない場合は，いつでも討議に入れる状態にある

ということである。このとき，「行為者が他者との了

解をめざす限り，彼（彼女）はいつでも相手に行為達

成の決定権を差し出さなければならない。相手が見

せかけでなく，言葉の真の意味で〈同意〉するかどう

かに，了解の達成・コミュニケーションの成立がか

かっているからである」（伊藤，1996，p. 8）。真理や

正しさは，言語的コミュニケーションを通じて人々

の間で相互的・間主観的に追求され続けるものであ

り，究極的な一つの真理や正しさはない。この過程

が実現されていれば，特定の主義・主張が「全面的」

になるという事態も起こりないため，「ディレンマ」

や「パラドクス」は生じないのである。

批判的理性の働きを，このようにコミュニケー

ション的なものとして捉えるハーバーマスの理論で

は，第一世代の批判理論が帯びていた自己否定的な

自己批判は影を潜めている。しかしながら，自己批

判が完全に退けられたというわけではない。木前

（2014）によれば，コミュニケーション的転回後の

ハーバーマスの理論において自己批判は，「前理論

的な知識を系統だてて追構成する」（p. 228）際，「認

識の主体がなんらかの理由で自己や世界の錯視的

な誤解に陥った事態を対話的な吟味によって解消

13　このようなコミュニケーション的行為は「無制約的
で支配から自由なコミュニケーション」が可能な「理想
的発話状況」において完全に行われるものであり，現実
社会において行うことは非常に困難である。しかしハー
バーマスは，あらゆる会話はこの状況を理念的に予期し
ているため，コミュニケーション的理性が発現する可能
性は，すべての日常的な対話に潜在している，としてい
る（中岡，1996，p. 292）。

する」（p. 237）方法とされている14。つまりコミュニ

ケーションにおいて他者との了解を目指すとき，無

意識的なものも含めた自己の思考や感情を他者の納

得が得られるような形で言語的に説明する（＝追構

成）ために，自身が持つ誤解を解消するという「自

己批判」が必要なのである。そしてその「自己批判」

自体も「対話的な吟味」というようにコミュニケー

ション的である。このようにハーバーマスは，コ

ミュニケーションを成立させる土台の一部分として

コミュニケーション的な「自己批判」を置くという，

一種の循環論法的構造によって，コミュニケーショ

ンによる批判的理性の働きを成り立たせようとして

いるのである。

以上のようにハーバーマスは，言語的コミュニ

ケーションに批判的理性が必然的に内在していると

いうことを理論づけることで，第一世代の行き詰ま

りを打破する批判理論を展開した。これはあくま

で，理想的状況におけるコミュニケーション的理性

の在り方を理論的に導き出そうとしたもので，その

まま現実に適用できるものではない。しかしなが

ら，対等な立場での相互了解を目指す言語的コミュ

ニケーションそのものが本来的に批判的であり理性

的であるという考え方は，言語教育実践に携わる

我々に示唆するものが大きいと筆者は考える。次節

では，ハーバーマスの理論を踏まえつつ，批判的言

語教育の実践で目指すべきことについて本章の理論

的考察をまとめたい。

14　木前（2014，pp. 192 - 246）によれば，ここでの「自
己批判」は，ハーバーマスがフロイトの精神分析を取り
入れた理論構築を試みた過程で形作られた概念である。
ハーバーマスは，精神分析において，医者が患者の無意
識を推理して再構成し，患者がそれを受け入れて病の治
癒に至る過程を「自己批判」とし，当初は批判理論家と
その指導を受ける大衆の関係を精神分析に基づいてモ
デル化することを目指していた。その後，コミュニケー
ション的転回によって，理論家を特権化するそのモデル
は放棄したが，自己欺瞞からの脱却を目指すという精神
分析的な対話関係についてはその必要性を引き続き重
視し，対話的な自己批判の方法としてコミュニケーショ
ン的行為の理論にそれを組みこんだ。
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1．6．言語教育実践において目指すべき「批判的」と

は何か

ここまで，フランクフルト学派の批判理論の展開

を概観し，そこで論じられた「批判」の意味を確認

してきた。ホルクハイマーら第一世代の「批判」は，

道具的理性への批判であり，道具的理性に支配され

る人々の批判的理性を呼び覚ますための批判であ

る。その批判は，批判をする者自身をも対象に含ん

だ「自己批判」の色彩を強く帯びており，批判を徹底

すればするほど，ディレンマやパラドクスに陥って

いくものであった。第二世代のハーバーマスは，批

判的理性を，人々が対等な立場で相互了解を目指し

た言語的コミュニケーションを行うとき，必然的に

働くものととらえた。これによって「批判」は，自己

否定的なディレンマやパラドクスを回避できるよう

になったが，そこでも「自己批判」は，コミュニケー

ションにおいて自己を偽りなく他者に説明し，相互

了解に至るために必要なものとして残された。

このように，「批判」の意味を深く突き詰めて論じ

た批判理論の流れを，言語教育実践者も無視するべ

きではない，と筆者は考える。例えば，「既存の枠組

みを疑う」ことを目指した「批判的」な教育実践を行

うとしたら，その「批判」の対象には批判的な考察を

行う者自身も含まれる，ということが，教育実践者

にも学習者にも理解されていなければならない。批

判者が枠組みの外側にあって，他人事のようにその

枠組みを論じていては，それがどれだけ鋭い疑いを

含んでいたとしても「批判的」であるとは言えない

のである。

しかし，自身を対象に含んだ批判的考察は，それ

が徹底されればディレンマやパラドクスに陥ってし

まう。この事態を回避するためには，ハーバーマス

の理論を参照し，批判的教育実践の最終目標を，「既

存の枠組みを見直す」ことではなく，「コミュニケー

ションを通じた相互了解の達成」に置くべきであろ

う。実践参加者がコミュニケーションを通じて，自

身の立場や考えを言語によって他者に説明し，それ

が受け入れられない場合は，他者との討議に入り，

説明の仕方を変えたり，自己認識を改めたりするこ

とによって，相互了解の達成を目指すことを，「批判

的」な教育実践と捉えるのである。このとき「既存の

枠組み」は，教育実践の場における参加者一人一人

の主観や，参加者相互の関係性として浮かび上がっ

てくるだろう。相互了解を目指すコミュニケーショ

ンの過程で，それらは疑われ，必要に応じて変化し

作り変えられていくはずであり，それは単なる自己

否定ではない，未来に向けた建設的な「自己批判」と

いうことができよう。

そしてこのとき，コミュニケーションを通じた相

互了解がどのようになされるかを，実践者があらか

じめ想定し，学習者をそこへ導く一方的教授はでき

ないことに留意しなければならない。なぜなら，実

践者もその場のコミュニケーションの参加者の一人

にすぎず，相互了解について特別な決定権はないか

らである。しかし，実践者には，その場の参加者同

士に，できるだけ対等な立場での言語的コミュニ

ケーションを可能にさせ，それが相互了解に向かう

ような環境を整備する責任があるということはいえ

るだろう。

では，このような「批判的」教育を言語教育実践と

して行うとき，学習者が何を相互了解することを目

指すべきか。筆者は，学習者一人一人の「私はなぜそ

の言語を学ぶのか」という理由を相互に了解するこ

とを目指すべきであると考える。筆者がなぜそのよ

うに考えるかというと，1．3．で述べたように，現代

の多くの非母語日本語学習者は，なんらかの形で自

ら日本語を選び取ってそれを学習し続けており，お

そらく他の多くの非母語学習（英語は除く15）でも似

た状況にあるだろうと考えられるからである。その

言語を学習するという行為が，その教育実践に参加

する学習者が共有する「既存の枠組み」であり，「私

15　英語は，現在英語圏・非英語圏を問わず，世界のほ
とんどの国や地域で義務教育段階から必修科目となっ
ているので，大学等で主専攻として選択する場合などを
除き，学習者自身の選択の余地は少ないと考えられる。



198

言語学習者が行う自己批判の意味　原伸太郎

はなぜその言語を学ぶのか」という理由を考えるこ

とは，その枠組みを疑うことに他ならない。それは

自らの行為を疑うという「自己批判」的な思考にな

るはずであり，それが徹底されれば，「私がこの言

語を学ぶ合理的理由はない」という自己破壊的なパ

ラドクスに陥る可能性もある。しかし，「私はなぜ

その言語を学ぶのか」という理由を学習者が相互に

語り，了解しあうことを目標とすれば，その目標が

達成されたときは自己破壊的なパラドクスを回避で

きる16。その相互了解は，その学習者がその言語を学

習する意味を明確にし，学習者は学習を続けること

や，自己の人生，自分が今いる社会について，より

肯定的になっていけるはずである。また，自分が今

その行為を行う意味を自分自身や周囲に対して言語

的に明確化したという経験は，学習者がその後に，

より広い社会において自分のアイデンティティを形

作っていく際に有用なものとなるだろう17。

次章以降では，本章の理論的考察に基づき，筆者

自身の教育実践における一事例について考察し，言

語教育における「自己批判」の意味について実践に

即して考えていく。

2．実践について

2．1．基本事項と実践の概要

・機関：フランスの某地方国立大学の日本語・日

本学専攻課程

・科目名：Pratique de la langue（言語の実践）

・時期と期間：2012年9月～2013年4月（週一コマ

60分，10週×2学期間）

16　このときの相互了解は一時的なものであり，学習者
はその後も「私はなぜその言語を学ぶのか」について繰
り返し問われ，その度に了解の内容も更新されていくは
ずである。

17　この筆者の考えは，自己を他者に写し出し，それ
が自己に帰ってくることでその人のアイデンティティ
が形成されるという「再帰的自己アイデンティティ」論
（ギデンズ，1991/2005）に基づいている。

・対象：大学2年生（約50名，全員フランス語母語

話者）

本実践は，筆者が日本語担当の教師としてフラン

スの地方国立大学に所属していた2012～2013年の

二学期間（通年）のクラスで行われた。対象となっ

た学生は，日本語・日本学を専攻する大学2年生約

50人である。「言語の実践」は，教室外で日本語を使

用する機会の少ないフランスの学生に，日本語の実

践的使用を経験させるという目的で設置された科目

で，具体的な到達目標などは定められておらず，授

業内容は担当教師の裁量に任されていた。本実践の

際筆者は，授業時間を学生によるグループ発表にあ

て，授業後に，大学ウェブサイトに設置した本クラ

ス用の掲示板に，発表についての反省や感想のコメ

ントを学生に書かせることにした。このようにする

ことで，学生が話すことと聞くことは授業時間内に

集中して行い，書くことや読むことは授業外に時間

をかけて行える，日本語の四技能のすべてを使う環

境が整えられた。また，筆者は「言語の実践」を，学

生が日本語を使って，自分を他者に説明したり，他

者を理解したりすることであると考え，このクラス

に関わるすべての言語活動が，この目的に沿うもの

になるよう配慮した。

グループ発表は，前半の1学期目はくじ引きでグ

ループを決め，各グループに自由に発表テーマを選

ばせた。これは，約50人という大規模なクラスで，

学生が身近な知り合い以外のクラスメイトとも関係

を構築することをねらったものである。後半の2学

期目からは，学生自身にグループメンバーを選ば

せ，まず「私たちにとっての「日本」のイメージ」と

いうテーマで発表することにした。これは，クラス

の中で，それぞれの学生が持つ「日本」のイメージ

の違いを学生に意識させ，自分がなぜ「日本」に関

してそのようなイメージを持つのかを考え始める機

会とするためであった。そしてクラスの最後の活動

として「「日本」と私の関係」というテーマの発表を

行ったが，これはグループ発表という形をとりつつ

も，実際は学生一人一人が，「日本」に関わる自分史
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を語る個人的な内容の発表であった。そもそも筆者

がこのクラスで行う必要があると思っていたのがこ

の自分史を語る活動であり，そこにいたるまでのグ

ループ発表は，このような個人的な内容の発表がク

ラスで行えるようにするための環境整備であったと

いえる。

2．2．学習者の状況と実践の動機について

本実践は，前章で述べたような理論を初めから踏

まえていたわけではなく，あくまで筆者がフランス

で実際に遭遇した学習者に対して，言語教育実践者

として何ができるかを考えた結果として行われたも

のである。そこで本節では，筆者が本実践を行った

2010年代前半のフランスの大学における日本語専

攻学生の置かれた状況を説明し，筆者がなぜこのよ

うな実践を行おうと思ったかという動機について詳

しく述べたい。

フランスにおける日本語教育は100年以上の歴史

を持つが，長い間それは首都の一部教育機関でのみ

行われる，ある種特殊な研究教育分野だった。1970

年代以降に日本の経済大国化による関心の高まりを

受けて地方のいくつかの国立大学にも日本学講座が

開設され，そこで日本語教育が行われるようになっ

たが，それらはあくまで日本学研究者育成の準備

コースという位置づけであり，その基本的体制は筆

者がフランスの地方国立大学に在籍した2010年代

前半でも変わっていなかった。

一方で，フランスでは1990年代から日本のアニ

メや漫画が普及し始め，幼少期にその影響を受けて

育った世代が大学入学期を迎えた2000年代前半か

ら，各地の大学の日本語・日本学専攻課程は入学者

が急増し18，学生数に対して教員が不足した。急増

した入学者の多くは日本学研究者を志望していたわ

18　フランスの国立大学の学部は，その専攻に適合する
高卒資格を持つ者が入学を希望すれば，必ず受け入れな
ければならないと法律で定められており，基本的に定員
や入学審査はない。

けではなかったが，大学のカリキュラムが学生の変

化に合わせて変更される例は少なかった。また，日

本語学習者が急増してもフランス社会全般において

日本語の実務的な需要が急拡大することはなかった

ため，学生は，日本語を専攻して大学を卒業して

も，なかなか就職に至らないという状況が続いてい

る19。

このような状況のもと，フランスの大学の日本

語・日本学専攻課程に入学した学生は，家族や周囲

の人たちの日本語学習への無理解，大人数クラスで

の学習の困難，教授内容と自分の興味関心との齟

齬，将来の見通せなさといった問題にぶつかる。1

年生のうちは学習内容が易しく，日本語に対して新

鮮な驚きもあって学習を継続できても，本実践の対

象である2年生は，学習内容が次第に難しくなり，

多くの学生に日本語学習を継続することへの迷いが

見えてくる時期である。中には日本語を辞めて他の

専攻に移る学生もいるが，大半はそこまで踏み切れ

ず，かといって日本語を熱心に学習する気にもなら

ず，何となく授業に来るが集中していなかったり，

欠席しがちになったりという状態に陥る。

筆者は，そのときの彼らにとって必要なことは，

「私はなぜ日本語を学ぶのか」という理由を，外部に

よらず，自身の内部にあるものによって根拠づける

ことだ，と考えた。なぜなら，彼らの外部にある大

きな社会や，大学というシステムは，彼らが日本語

を学ぶことに，就職の機会やステイタスを与えると

いった形で肯定的な意味づけをしてくれないからで

ある。彼らは大学入学前，必ずしも日本語・日本学

専攻学生が置かれる状況をしっかりと把握していた

わけではないが，日本語を学ぶ行為が自分にとって

意味があるものと思ったからこそ，大学で日本語を

専攻するという選択をしたはずであった。学生に，

その自分なりの意味づけを再確認させ，日本語学習

を，少なくとも大学卒業という，社会的にも個人的

19　近年のフランスの失業率は10％前後で推移してお
り，若年層の失業率はその倍以上であるので，そもそも
若者が就職すること自体に困難が多い状況である。
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にも区切りとなる地点までは継続できるようにした

い20，ということが，担当者としての当時の筆者の願

いであり，その実践において達成したいと考えたこ

とである。

筆者は，学生が「私はなぜ日本語を学ぶのか」と

いう理由を自分自身で根拠づけるためには，学生一

人一人が，自分自身の人生を思い出せる限り前の過

去から振り返り，自分と日本や日本語に関わる経験

の数々を一つの物語としてまとめ，他者に向けて語

ることが必要であると考えた。そして，学生がその

物語を語る相手は，実践担当者ではなく，そのクラ

スの学生全体であるべきであると考えた。その理由

は，彼らが今いるこのクラスが，彼らが所属する一

つの社会であると筆者が捉えていたからである。ク

ラスで学生一人一人が自己を物語として語り，それ

を相互に承認しあうことで，彼らのクラスという社

会への参加は達成される。無論，クラスという小さ

な社会への参加と，フランス社会のような大きな社

会への参加は別次元のことだが，それらは無関係で

20　筆者が在籍したフランスの国立大学日本学科では，
毎年の新入生が平均して約150人であったのに対し，3
年間の学士課程を終えて卒業するのは30人程度であっ
た。このように中退者が多いのは，フランスの大学では
珍しいことでない。その理由として，先に述べたように
フランスの大学では入学審査がないため，その代わりに
入学後の進級審査を厳しくすることで，上級学年の学力
レベルを維持していることが挙げられる。学生は進級で
きなければ再びその学年を履修しなければならないが，
それを望まなかったり，次の年も進級する自信がなかっ
たりすれば，中退することになる。また，新入生も，入
学審査がないため，入学前にあまり情報収集をせず，興
味がある学科にとりあえず入学して，その学科が自分に
合うかどうかを試し，もし合わないと感じればすぐやめ
て，次の年に別の学科に入るというパターンが比較的多
い。フランス社会全般の傾向としても，自分に合わない
という理由で大学を中退することに関して日本ほどネ
ガティブな評価はしないように思われる。本実践の対象
である2年生は，1年間日本学科に在籍し，2年次に進級
することは出来たものの，卒業までできるかどうかは自
信がなく，また将来日本や日本語に関わる仕事につける
可能性の低さを徐々に知り，日本語学習を続けるべきか
どうか悩んでいる学生が多いように筆者には見受けら
れた。

はなく，例えばクラスへの参加が十全に達成される

ことによって，日本語学習への意欲が持続され大学

卒業という結果につながれば，それは大きな社会へ

の参加にも影響があるものとなる21。このように考

えたのが，筆者が本実践を行った動機である。

2．3．実践全体の流れ

自己を他者に向けて語るために，何より必要なこ

とは，その他者との信頼関係である。筆者は実践に

おいて，当初の目標をクラスの学生間の信頼関係の

構築に置き，グループによる発表の活動を行った。

発表の内容は，初めは情報紹介的なものだったが，

後半から徐々に個人的な経験や思いを含んだ内容に

徐々に移行させていき，最後に個人の自分史の発表

に至る，計4回の発表を行った。この流れの概略を

表1に示す。

2．4．前半のグループ発表について

表2は，前半のグループ発表において，各グルー

プが選んだテーマの一覧である。

このとき，筆者は発表内容について「このクラス

の学生が聞いて面白いと思うテーマを選ぶこと」以

外の指示をしなかったが，すべてのグループが日本

に関連のあるテーマを選んだ。筆者は当初から，こ

のクラスでは最終的に「「日本」と私の関係」を語る

21　前述のようにフランスでは大学中退に関して日本
ほどネガティブな評価はせず，履歴書に中退歴があって
もそのことで就職で大幅に不利になることはおそらく
ない。しかし，職種によっては大学学部卒以上が必須と
なる。また，よりよい条件で就職するためには修士号が
日本以上に求められ，修士課程に進むためには当然学部
を卒業していなければならないので，学部卒業が重要な
意味を持つことは確かである。中退が不利にならないの
なら，学部卒業資格を必ずしも日本学科でとる必要はな
いとも言えるが，学生たち自身が日本語を専攻として
学習することを選び，その道を進んで2年生まで来たな
ら，それを全うする形になるまで続けられるようにする
のが教師の役割であると筆者は考えた。
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自分史の発表を学生にさせたいと考えていたが，前

半の発表が期せずして，すべて日本に関係のある内

容になったことによって，後半の自分史に至る流れ

が無理の少ないものになった。

2．4．「私たちにとっての「日本」のイメージ」と「「日

本」と私の関係」を語る活動について

筆者は3回目の発表のクラス全体のテーマとして

「私たちにとっての「日本」のイメージ」を提示し，

「自分の経験に基づいた発表」をするように学生に

指示した。筆者はこの活動を，この後に学生が日本

や日本語に関わる自分史を語る発表をするための準

備段階として位置づけていた。学生が持っている

「「日本」のイメージ」は一様ではなく，当時そのク

ラスで日本に行ったことのある学生は全体の3割程

度だったこともあり，中には断片的な情報に基づき

偏ったイメージを語る学生もいるだろうと筆者は予

想していた22。しかし，筆者にとって，そのイメージ

の客観的根拠を示すことは重要でなく，むしろ学生

には，たとえ偏っていてもその学生が本当に抱いて

いる主観的な「日本」のイメージや，そのイメージが

作られるきっかけとなった個人的経験を率直にクラ

スで語ってほしいと考えていた。それらを学生がお

互いに聞きあうことで，そのクラスにおける自分の

立ち位置が学生たちに認識され，この次に行うつも

りだった自分史の発表において，誰に何をどんな形

で語ればよいのかが学生に理解されることが，この

活動のねらいであった。

3回目の発表テーマの一覧を，表3に示す。

4回目の発表では，当初の実践者の構想通り「「日

本」と私の関係」という発表テーマを提示し，学生一

人一人が日本や日本語に関わる自分史を語ることと

した。発表の構成は，①「日本」と私の出会い，②大

学で日本語を学ぶことにした理由，②大学での「日

本」と私，④「日本」と私の将来，というように，学

生が自分史として発表を組み立てやすいよう実践者

から細かく示した。

授業での発表の活動に加え，実践者は，大学ウェ

ブサイトに当クラス専用の掲示板を設置し，グルー

22　筆者は本実践開始の1年ほど前，本実践に参加した
学生の大半が1年生であったときに，会話試験の機会を
利用し，学生一人一人と短い面談を行ったことがあっ
た。その際多くの学生が，まだ行ったことのない「日本」
が，自らの夢であり理想郷であると語ったのが強い印象
に残った。その経験が，個人的な「日本」のイメージを
学生に相互に語らせるという，本実践の基本的構想が浮
上したきっかけであった。

表1．実践全体の流れ
1回目の発表（1学期前半5週） 
（発表時間は一グループにつき15分）

くじ引きで5人ずつグループ（クラス全体で10グループ）を形成。発表テー
マは自由。

2回目の発表（1学期後半5週） 
（発表時間は一グループにつき20分）

1回目と同じグループで再び発表。発表テーマは自由。

3回目の発表（2学期前半5週） 
（発表時間は一グループにつき15分）

3，4人ずつ自由にグループを組み発表（クラス全体で16グループ）。クラス
全体のテーマとして「私たちにとっての『日本』のイメージ」を実践者が提
示し，単なる情報紹介ではない，自分の経験に基づいた，自分の意見を述
べる発表をするように指示。

4回目の発表（2学期後半5週） 
（発表時間は一グループにつき15分）

4回目と同じグループで発表。クラス全体のテーマは「『日本』と私の関係」。

表2．1・2回目の発表テーマ
グループ名 1回目の発表テーマ 2回目の発表テーマ
A＋ 天照 茶の湯
C 日本の創造 任天堂の進化
H 日本の祭り 東京の地区
J 日本の庭園 特殊なところ
ガグナム 節分と鬼 芸者と太夫
かつ 日本の中学校と高校 日本の料理
さっぽろ 北海道と札幌 日本の文化
ポヨ・ポヨ 日本の趣味 日本の伝説
まねきねこ 夏祭り 日本の映画
旅人 日本へ行くときに… 日本の音楽
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プでの発表後に，発表した学生は自分たちの発表に

ついての反省コメントを，発表を聞いた学生はその

発表についての感想コメントを，掲示板に書き込む

ことを，成績評価の対象として義務付けた。また，2

回目の発表以降は，クラスメイトから寄せられた感

想コメントを読み，それに返事のコメントを書くこ

とも評価の対象とした23。

3．「「日本」のイメージ」に関する「自己
批判」を行った学生の事例

本章では，前章で概要を説明した活動に参加し

た，「キラキラ」グループの学生Hの事例を紹介す

る。筆者がHに注目するのは，「キラキラ」グループ

の3回目の発表が，一見それ自体が偏った「日本」の

イメージを語る発表に見えながら，実は自分たちも

含めたクラスの学生が抱いていると思われる，偏っ

23　この実践の際，クラスで行う発表自体は，成績評価
の対象としなかった。なぜなら，発表を評価の対象とし
た場合，発表が教師にどう評価されるかだけに学生の関
心が向き，発表が他の学生にどう伝わるかに注意が向か
なくなる恐れがあると考えられたからである。そして，
発表に対するコメントを評価の対象としたのは，コメン
トを書くために，他の学生の発表を真剣に聞かざるを得
なくなること，また誰かが発表をしなかったり，分かり
にくい発表をしたりした場合，他の学生がコメントを書
けずクラス全体に迷惑をかけてしまう状況を作りだし，
クラスの中で学生が相互的に責任を分かちあって関係
性を深めていくことを狙ったものである。発表に対する
コメントや返事のコメントの評価は，その回数と文字数
を基準とし，文法や語彙の誤りなどは減点の対象としな
いことを学期の初めに明言した。

た「日本」のイメージの「自己批判」を意図したもの

であったことが，発表後のHの反省コメントから分

かったからである。また，Hは3回目の発表後に「自

己破壊のパラドクス」に陥ったが，4回目の発表で日

本や日本語に関わる自分史をクラスで語り，それが

クラスメイトに受け入れられたことによって，「パ

ラドクス」から脱却し，日本語学習に対する肯定的

な認識を持つようになったことも，Hのコメントか

ら見て取れる。ここでは，Hがこのクラスの活動で

残した掲示板のコメントと，「「日本」と私の関係」

の発表で語った内容を時系列で見ていく。本実践で

は，筆者の研究活動のために音声等を記録すること

について，事前に実践参加者に説明し了承を得た。

以下に引用するHおよび他のクラスメイトのコメ

ントと発表の文字化データは，実践終了後に本研究

の趣旨・内容・公開手段等を本人に説明し，匿名で

の公開の許可を得たものであり，添削・訂正等は一

切加えていない。

3．1．「キラキラ」グループの発表について

「キラキラ」グループは，女性のH，B，男性のN，

Rの4人からなる。全員が20代前半で，本実践の時

点では日本へ行ったことがある者はいなかった。3

回目の発表で，彼らは「日本過度」というテーマで，

以下のような内容の発表を行った。

H： 日本の教育問題（幼稚園からの受験戦争やい

じめなどについて紹介）

N： 日本の労働条件（長い労働時間の問題を，地

表3．3回目の発表テーマ：全体テーマ「私たちにとっての「日本」のイメージ」
グループ名 発表テーマ グループ名 発表テーマ
おいしいポテト 伝統的 JUMP 娯楽
ウサクミャ 日本の美容 おおさか コントラスト
団子 アートの分野の伝統と近代の対比 ねこ けしき
サス 仕事と趣味のコントラスト ピカピカ 日本の逆説
ブーイング 私たちの一次の日本のイメージ 14 日本の多様性
キラキラ 日本過度 やった 礼儀
忍者 日本人の利他主義 妖怪 日本の音楽
サンダース 日本人と自然 春 京都



203

『言語文化教育研究』17（2019）

下鉄の座席で熟睡するサラリーマンの画像を

見せて紹介）

R： 日本のセクシャリティの側面（「かなまらま

つり」24や援助交際など，画像を交えて紹介）

B： 「パリ人肉事件」（1981年に起きた日本人留学

生による人食事件を，事件の証拠写真を見せ

て紹介）

この発表について，クラスメイトのほぼ全員から

掲示板に感想が寄せられた。以下にそのいくつかを

抜粋する。

　目的は自分たちにとっての日本のイメージ

についてだったからテーマのチョイスが違っ

たと思います。またあなたたちが選んだ理由

とそれについての意見がなかったのが残念で

した。

　その発表に関しては，私の気持ちが分かれ

ています。その発表はとても面白かったで

す。他のグループとは異なり日本の悪いイ

メージについて話しましたから。しかし，犯

罪者は例外の場合です。だからこれが日本の

イメージを反映していませんと思います。セ

クシャリティに関して，どこでも，いろいろ

な奇妙な練習があります。

　発表は楽しかったですがより面白いことを

話したいことが分かりますがちょっと誇張

だったと思っています。不運にフランスでも

同じことあります。いじめや売春や殺人事件

があります。終わりにモダンの社会のイメー

ジだったと思っています。

　キラキラのグループのメンバーの日本のイ

メージはちょっと分かりません。時々話がと

ても場違かったと思います。例えばセックス

と人食いについて話すのは余計だと思いま

す。日本の特長じゃありません。そして写真

も場違かったと思います。これは本当の日本

24　神奈川県川崎市の金山神社で毎年四月に行われる
祭り。男性器をかたどった神輿が巡行される。発表では
その画像も紹介されていた。

のイメージですか。すみませんがこの発表が

好きじゃありません。

　この発表は全然面白くなかった。独創的な

テーマを発表したいと言ったけど下劣で面白

くないテーマです。いじめや売春や人食いは

あなたたちのイメージですか？それなら多分

日本語を止める方が良いと思う。そして，地

下鉄で寝ている人について話した。地下鉄で

寝ている人が「過度」だと思いますか？自分

にとっては，物を盗まれないかと心配で誰も

フランスの地下鉄で寝ないほうが「過度」だ

と思う。

このようにクラスメイトからは，興味を引く内容

ではあったが聴衆の受けを狙って極端な事例を誇張

して見せている，実践者が事前に指示した「自分の

経験に基づいた発表」ではない，といった否定的意

見が目立った。

「キラキラ」メンバーのHは，発表の反省コメント

の中で，このような内容の発表をした理由を以下の

ように述べている。

H　2/11　反省

　 私たちのテーマは日本過度でした。たくさ

んの日本のイメージがありますから，何でそ

のイメージを選びましたか。そのイメージは

あまり気持ちではありません。でも，たくさ

んの日本のイメージは趣味や漫画やドラマや

料理でした。それから，私たちは他イメージ

を見せたい。もちろん，私たちはそのイメー

ジがあまり庶民的ではありませんと思いまし

たが，そのイメージが居ます。（後略）

このコメントから「キラキラ」メンバーは，これま

でこのクラスで行われてきた発表の中で語られてき

た「日本」のイメージの多くが「趣味や漫画やドラマ

や料理」という定型的なもので，ネガティブな側面

を排除したものであったことを批判するという意図

で，あえて過激な「日本」のイメージの発表を行った
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ということが分かる25。

また，Hは，クラスメイトの「感想」に対する「返

事」として，以下のコメントを掲示板に書き込んだ。

H　2/24　返事

　全部のコメントを読みました。私たちの発

表のテーマはあまり庶民的じゃなかったと思

いましたが，皆さんの対応に驚きました。確

かに，「テーマはイメージではありません。」

と言いました。日本過度は日本のイメージで

はありませんか？あぁそうですか。それから

ドラマやアニメは本当の日本のイメージです

か？！すみませんが，それを思いません。

　「日本の特長じゃありません。」でも，日本

の特長だと思います。もちろんそれは小さい

日本の部分ですが，全部話すのことが居る。

そのイメージが居る。「たぶん日本にはそれ

をあっても，日本だけでわありません。」と言

いました。そうです。でも，何でその日本の部

分を話しえませんか？私は日本語の勉強をし

ますから，その語と国が本当に好きです。そ

れでも，日本が好きから，日本の短所につい

て見えて，話しえませんか？すみませんが，

私にとって日本はトトロの世界ではありませ

ん。

25　「キラキラ」グループのメンバーBは，この発表に
関し次のような反省コメントを書いている。「日本は，
私が大好きな国ですが，それはまた，欠点を持っていま
す。すべての国のように。私はフランスの多くが過度
に理想化されたまたはそうでなければ負を持っている
と思います。すべての国と同様，日本には2つの側面が
あります。しかし，私は日本のイメージが非常に決まり
文句であることを，今年の初めから，すべてのプレゼ
ンテーションに比べて感じている。」（B　2/20）ここでB

は，それまでこのクラスで行われた発表での「日本」の
イメージが「決まり文句」であったと感じ，そのステレ
オタイプを崩すために「日本過度」の発表を行ったこと
を，H以上にはっきり述べている。これを見ると，「キ
ラキラ」グループの中では，このクラスの多くの学生が
持っていると思われる，ポジティブで定型的な「日本」
のイメージを批判することの必要性が共有されていた
と考えられる。

　「いじめや売春や人食いはあなたたちのイ

メージですか？それなら多分日本語を止め

る方が良いと思う。」それは本当に厳しくて，

ちょっと意地が悪いだと思います。いじめや

売春や人食いは私の日本のイメージだけでは

ありませんが，日本が好きですから，それを

放っておいて，できません。

　たくさん人が「そのテーマはあなたちの本

当のイメージです。」と言いました。それはあ

まり虚偽ではありません26。でも，私はドラマ

や Jpopやジャーニーズのグループが好きで

す。それは本当の日本のイメージだと思いま

す。いい画27ですが，現実ではないと思いま

すから，日本過度を選びました。

このコメントでも，「日本過度」というテーマの選

択が，他のグループが発表した「ドラマやアニメ」に

代表される「日本」のイメージを批判する意図で行

われたことが述べられている。Hは，「ドラマやアニ

メ」は「本当の日本のイメージ」ではないとし，学生

は，「日本の短所」についても語るべきだと主張して

いる。

しかし，一方でHは，コメントの終盤で「私はド

ラマや Jpopやジャーニーズのグループが好きです。

それは本当の日本のイメージだと思います。」と述

べている。「ドラマやアニメ」のイメージは「本当の

日本のイメージ」ではないというコメント序盤の主

張と矛盾するようにも見えるが，その次の「いい画

ですが，現実ではないと思いますから，日本過度を

選びました。」という文から，ここでは「本当」とい

う語が，序盤とは別の意味を持たされていることが

分かる。序盤の「本当」は「現実」と同じ意味を指す

26　この文は，多くのクラスメイトが「キラキラ」メン
バーに「「日本過度」はあなたたちが持つ本当の「日本」
のイメージなのか」と疑問を呈したことに対して，その
点に疑問を持つのは虚偽（＝誤り）ではない（つまり「日
本過度」はHが持つ本当の「日本」のイメージではない）
ことを認めた発言であると思われる。

27　「いい画」＝「ドラマや Jpopやジャニーズから浮か
び上がる「日本」のイメージ」だと思われる。
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と思われるが，終盤での「本当」は，「現実かどうか

に関わりなく，私にとって真実の美しさを持つ」と

いった意味であろう。

コメント序盤では，Hが述べる発表での批判の対

象は，他のグループが発表した「日本」のイメージ

である。しかし，コメント中盤の記述は，発表での

批判の対象が「短所」を持つ「日本」であったように

も解釈できる。そして，コメントの終盤は，Hは自

身が抱いている「ドラマや Jpopやジャーニーズのグ

ループ」の「日本」のイメージが「現実」ではないこ

とを自己批判するため，あえて自分の「本当の日本

のイメージ」ではなく，より「現実」に近いと思われ

る「日本過度」の発表を行ったと読み取れる。このよ

うに，Hが述べる発表の意図は焦点が定まっていな

いが，コメントの最後にある「いい画ですが，現実

ではないと思いますから，日本過度を選びました。」

という文が，Hが最も強調したい部分であろう。つ

まり，「自分たちの持つ「日本」のイメージを疑う」

ことが，今回の発表に関する「キラキラ」メンバーの

発想の起点であり，ここから出発して，自分たちを

含むクラスメイトが発表してきた「日本」のイメー

ジが「現実」ではないことを告発し批判するという

意図で，彼らは「日本過度」というテーマを選択し，

発表を行ったと考えられる。「キラキラ」のメンバー

は，このクラスにおいて，自己を含む社会の在り方

を批判することで人々を啓蒙し，正しい認識に導く

という，批判理論家としての役割を担おうとしたの

である。

しかし，そのような意図はクラスメイトには理解

されず，「日本過度」は，「キラキラ」メンバーが聞

き手の受けを狙い，日本の奇妙な部分を集めてあげ

つらっただけの発表のように，多くのクラスメイト

に受け止められてしまった28。「キラキラ」メンバー

自身が，自分たちの発表の意図を十分整理できてい

28　筆者自身，「キラキラ」グループの「日本過度」の発
表を聞いた直後は，そのような印象を持ったが，その後
「キラキラ」メンバーが掲示板に書いたコメントを読み，
認識を改めた。

なかったことも，クラスメイトの理解が得られな

かった原因であろうが，批判理論家であるがゆえに

陥る失敗の構図もそこには見える。それを示すの

が「いじめや売春や人食いはあなたたちのイメージ

ですか？それなら多分日本語を止める方が良いと思

う。」というクラスメイトの感想である。「キラキラ」

メンバーが「日本過度」のイメージを本心から抱い

ているならば，日本に対しそのようなネガティブな

イメージを抱いている彼らがこのクラスに所属し，

日本語を学び続けていることは説得力を欠く。その

ため，同じクラスに所属する者としてクラスメイト

を批判する資格の正当性が疑われることになり，批

判の意図も届かなくなってしまったのである。これ

は，社会の内部にとどまりながらその社会を批判し

ようとする者が，社会の一員としての自身の根拠を

掘り崩してしまう「自己破壊のパラドクス」である

といえよう。

無論，「キラキラ」メンバーが行った「日本過度」

の発表が，ホルクハイマーらが試みたほどの徹底的

な社会批判であったとまでは言えない。しかし，ク

ラスメイトが持っている常識的な「日本」のイメー

ジを批判しようとした彼らが，ある意味でクラスの

外に出てしまったことは確かである。そして，クラ

スの外にいるかのような立場から「キラキラ」メン

バーが語る「日本」のイメージは，たとえ客観的根拠

を示したとしても，メンバー自身の経験に基づくも

のでは全くないこともあり，この教室で語るべきも

のとしてクラスメイトに対して説得力を持たなかっ

たのである。

この後，クラスでは4回目の発表として，「「日本」

と私の関係」という自分史を学生一人一人が語って

いくことになる。この活動は当初から筆者が本実

践の最後に行うことを目標にしていたものであり，

「キラキラ」の「日本過度」の発表を聞いてから，筆

者が必要を感じて行うことにしたわけではない。し

かし結果として，少なくともHについては，自分史

の発表によって「日本過度」の発表の失敗を乗り越

えることができたことが，Hの発表やコメントから



206

言語学習者が行う自己批判の意味　原伸太郎

分かる。次節では，その4回目の発表におけるHの

変化を見ていく。

3．2．Hの「「日本」と私の関係」の発表

4回目の発表で，学生は各グループごとに壇上に

立ち，一人一人が「「日本」と私の関係」を語った。

Hも「キラキラ」グループの一員としてその発表を

行った。以下は，Hの発表を記録したビデオから，筆

者が音声を文字化したものである。

H 4/10 発表

　ほとんどの人が中学生の時に音楽とアニメ

で日本を捜し当てました。インターネットの

おかげで，音の日本語を捜し当てました。初

めて日本語を聞いて，本当にびっくりしまし

た。日本語はヨーロッパ語に比べて，音がと

ても違いましたから。あのときは，日本につ

いてあまり分かりませんでした。さらに，ア

ニメを見るのは幻想的でした。それから，私

にとって日本は侍や芸者などの国でした。類

型的なものがたくさんありました。それで毎

日アニメで日本語を聞きましたから，日本語

の音にほれ込んでいったということができま

す。日本語がどんどん好きになりましたか

ら，日本語の教科書を買って，一人で日本語

を勉強しました。ひらがなと漢字の絵が好き

でした。それはきれいで楽しいと思いまし

た。しかし，ドラマや音楽やその他のものも

捜し当てました。日本について私の興味が成

長しました。その国の文化について，もっと

習いたかった。その後で，日本語の学士号を

取れる大学を捜し当てました。ほんとにうれ

しかった。大学のおかげで，日本について同

じ興味を持つ人に会いました。日本人と友達

になりました。日本人の友達と日本と日本語

についてもっと習いました。それは本当に面

白いです。よい出会いだと思います。今のと

ころ日本へ行ったことがありません。もちろ

ん日本へ行きたいです。私の目でその国と文

化について勉強したものを見て，いろいろな

人に会いたいです。

「キラキラ」の発表に対し，クラスメイトから多く

の感想が掲示板に寄せられた。その中から，特にH

に対して触れているコメントを以下に抜粋する。

U　4/11　感想

　キラキラグループの発表は良かったです。

Hの発表は特に面白かったです。日本は素晴

らしい国です。H今日本語勉強していますか

ら，日本と西側諸国とどちらが好みますか。

どんな人を会いたいですか。

A　4/15　感想

 　Hさんは，日本語の勉強のおかげで新しい

人を会いたかったと言いましたね？私も，そ

思う！

X　4/17　感想

 　Hさんがアニメのお陰で日本語に興味があ

りましたと言った。私と同じです。アニメを

見ると言葉を覚えました。今もアニメを見ま

すか？

V　4/17　感想

　Hさんはたくさん日本の音楽が聞きます

ね。日本語の音楽を聞くのとき，もっと分か

ることができますね。おもしろかったと思い

ます。

P　4/17　感想

　キラキラグループの発表は良かったです。

皆さん＝なぜ日本語を勉強するに決めました

か？日本に住んでいますか？

Hは，以下のように発表についての反省コメント

を書いた。また，クラスメイトの感想に対する返事

も書いているので，続けて引用する。

H　4/17　反省

　その発表は最後でしたね。その発表のテー

マのおかで日本と私の関係について考えまし

た。面白かったです。私は中学校生時に漫画

とアニメと日本を捜し当てました。その発表
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のおかげでたくさんの覚えを覚えました。し

かし，質問「日本と私の関係」はあまりかんた

んではありませんでした。始めに私の関係は

日本語の勉強でした。けえれど発表のために

よく考えました。それから，初めて日本語を

聞くのことを覚えました。それでも，ほとん

どの人がも漫画とアニメと日本と日本語を捜

し当てました。それから，私の話は独自では

ないと思いました。やはり，アニメのおかげ

で日本語の音にほれ込んでいったと言うこと

ができます。そして，大学のおかげで，日本

のことで同じ興味をもつ人に会えました。日

本人と友達になりました。それは，日本と私

の関係です。その発表と日本と私の本当の関

係を捜し当てました。良いでした。

H　4/23　返事

　皆さん，コメントのためにありがとうござ

います。全部のコメントをよく読みました。

それから，皆さんへ答えます。

　Uさんへ。今も日本と日本語が好きです。

日本語を勉強することの選び方が悔いませ

ん。日本で誰の人を会いたいですか。それは

本当に分かりません。面白い人？楽しい人？

若い人？老人？皆に会いたいです。＾＾（中

略）

　 Aさんへ。日本語の勉強のおかげで新しい

人を会いたかったと言いました。それは，と

ても良かったです。（中略）

 Pさんへ。日本語が好きですから，日本語が

勉強して，決めました。それで，日本で住み

たいです。日本の生活を捜し当てたいですか

ら。

 Vさんへ。はい，日本語の勉強のおかげで，

今日本語の歌をもっと分かることできます。

 皆さん，来年も一緒に日本語の勉強と夢との

ために頑張りましょう！

これらのコメントを読むと，「キラキラ」の「「日

本」と私の関係」の発表が，「日本過度」のときとは

全く違い，クラスメイトに好意的に受け止められた

ことが分かる。

注目したいのは，Hの反省コメントの「その発表

と日本と私の本当の関係を捜し当てました。」とい

う部分である。ここでの「本当」は，クラスメイトや

日本人留学生など，Hの身近にいる人々との関係と

いう疑いのない「現実」を通して感じられる「本当」

である。3回目の発表後のコメントでは分離してい

たHにとっての「日本」についての「現実」と「本当」

が，4回目の発表後では一体のものとして感じられ

るように変化したことが見て取れる。

3回目の発表のとき，自分が抱いている「日本」の

イメージについて，「現実ではない」と思ったのは，

彼女がまだ日本へ行ったことがないことも関係して

いると思われる29。しかし，4回目の発表の後にHは，

いまだ実際の日本を体験していないにも関わらず，

「日本と私の本当の関係」を見出した。これは，「その

発表のおかげでたくさんの覚えを覚えました。」と

いうように，Hが自分史を語る発表を通じて，それ

まで意識の外に追いやっていた記憶をたどり直し，

現在の日本語学習につながる自身の経験の数々を一

つの物語として構成したことが要因であろう。それ

によってHは，遠くにある実在の日本に直接関わる

ことがなくとも，今この場で自分が日本語学習を通

29　3回目の発表の時，「JUMP」グループは，自分たちに
とっての「日本」のイメージは「娯楽」であるとし，彼女
らが日本に行ったときに見たジャニーズのコンサート
の写真を見せながら，そのときの経験を語り，「日本」が
「娯楽」の国であることを力説した。このように実際の
日本での体験があれば，その学生は自分にとっての「日
本」のイメージをある程度自信を持って語ることができ
た。しかしながらHを含む「キラキラ」メンバーは当時
まだ日本へ行ったことがなかったため，そのような語り
はできなかった。「キラキラ」以外にも，「日本にまだ行
きませんので私のイメージは気持ちだけです。”日本は
このように”と言うができません。」（「妖怪」グループの
L, 2/23, 3回目の発表の反省コメント）と述べた学生もお
り，このクラスの多数を占めたまだ日本に行ったことの
ない学生たちが，このような気持ちを共有し，自分が
持っている「日本」のイメージを率直に語ることに不安
を感じていたと思われる。
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じ，周囲の人と関係を持つことができていること自

体が「本当」であり，自分にとって意味のあることだ

と確認することができたのである。そして，この自

分史の語りがクラスメイトに好意的に受け止められ

たことも，Hの肯定感を後押ししている。このよう

なHの意識の変化自体がHの将来を直接変えるこ

とはないが，少なくとも現状を肯定的に見られるよ

うになり，日本語学習への意欲を高めたことは，本

実践の成果といえるだろう。

4．事例の理論的考察

本章では，前章で見た「キラキラ」グループの「日

本過度」の発表と，その後のHの「「日本」と私の関

係」の発表の事例について，第1章で論じたフラン

クフルト学派の批判理論に基づき考察する。

「日本過度」の発表は，「キラキラ」グループのメ

ンバーが，自分たちを含むこのクラスの学生が「日

本」についてポジティブで定型的なイメージしか語

らないことに危機感を持ち，批判の必要を感じたこ

とが，テーマ選択の動機であった。この動機の設定

は，ホルクハイマーらフランクフルト学派第一世代

の批判理論が，その社会の内部にとどまりながら，

自己を含む社会の批判を目指したのと同じ構図であ

る。しかし，「キラキラ」グループのメンバーが実際

に行った「日本過度」の発表は，発表の趣旨が数々の

問題を持つ日本を批判することであるかのようにク

ラスメイトには映り，自己を含むクラス全体への批

判という，「キラキラ」メンバーの当初の意図は伝わ

らずに終わってしまった。これは，3．1．でも述べた

ように，自身を含むクラス全体を批判の対象とする

ことで，批判の主体である自分たち自身のクラスで

の立場を掘り崩してしまうという「自己破壊のパラ

ドクス」による失敗といえる。

もし，仮に「キラキラ」メンバーが，「日本過度」

の発表の時，まずメンバー自身が初めは「日本」につ

いてポジティブで定型的なイメージしか持っていな

かったこと，しかしそのような自分自身の物の見方

について疑問を感じるようになり，日本について改

めて調べてみると，実際の日本はいろいろな問題を

抱えていることが分かったので，それについてこの

発表で説明したい，というような趣旨説明を行った

としよう30。おそらく，そのときはもう少しクラスメ

イトの理解を得られ，クラス内での立場を完全には

失うことなく，クラス全体への批判を行うことがで

きたかもしれない。しかし，それでもその批判は，

多くのクラスメイトの反発を受け，「自己破壊のパ

ラドクス」に陥るかどうかのぎりぎりの線を行くも

のになったであろう。

クラスの内部にとどまりながら，クラスの学生た

ちが抱く「日本」のイメージを批判する意図をクラ

スメイトに理解してもらうには，なぜ自分たちが

初めは「日本」についてポジティブで定型的な「日

本」のイメージを持っていたのか，そしてなぜその

ようなイメージに疑問を感じるようになったのか，

という経緯を詳しく説明していく必要がある。結局

その説明は「「日本」と私の関係」を語る自分史とな

り，批判を意図する者の振る舞いは，社会を告発す

る批判理論家というより，他者との相互理解を目指

すハーバーマス的なコミュニケーション的行為の主

体としてのものに近づいていく。このように考える

と，批判理論がコミュニケーション的に転回して

いったことの必然性も理解できよう。

「日本過度」の発表は，ハーバーマスの理論におけ

る「妥当性」の観点からも問題を抱えている。まず，

「真理性」については，「日本過度」の発表内容は事

実とは認められるが，一部の事例を誇張していると

いう疑いを持たれているため，真理であるという要

求を十分に満たしているかどうかは微妙なところで

ある。「正当性」は，クラスメイトのコメントで「話

がとても場違かった」という指摘を受けていること

から，このクラスで発表する内容として正当である

という要求を満たしていない。そして，「誠実性」に

30　「キラキラ」の「日本過度」の発表で，このような発
表の趣旨説明は一切なかった。
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ついては，「いじめや売春や人食いはあなたたちの

イメージですか？」と，「キラキラ」メンバーが自分

たちが本心から「日本」のイメージを語っているか

が疑問視され，またHも反省コメントで，「たくさ

ん人が「そのテーマはあなたちの本当のイメージで

す。」と言いました。それはあまり虚偽ではありませ

ん。」と，あえて自分の「本当の「日本」のイメージ」

ではないイメージを発表したことを認めていること

から，自らの思うところを誠実に述べるという要求

を満たしていないことは明らかである。このように

妥当性に問題が多いことから，「日本過度」の発表は

クラスメイトに受け入れられなかったと見ることが

できる。

Hの「「日本」と私の関係」は，クラスメイトに好

意的に受け入れられたが，それは上記の妥当性が十

分に満たされたことが要因であると考えられる。発

表はH自身の実際の経験という誇張のない事実で

あり，今このクラスで発表すべき内容として正当で

あり，「日本」に関わる経験を通じて抱いた思いを率

直に述べているという点で十分に誠実である。「日

本過度」の発表で，Hがあえて自分の「本当の日本の

イメージ」ではないイメージを語ったことを思い起

こせば，「「日本」と私の関係」の発表によって，Hは

自己の本心を隠す自己欺瞞から脱却し，「私はなぜ

日本語を学ぶのか」というHなりの理由をクラスメ

イトに対して言語的に説明することに成功したと見

ることができる。それにより，Hはクラスメイトか

ら，自分が今ここで日本語を学んでいることについ

ての承認を得ることができ，H自身も日本語学習へ

の動機を再確認し，意欲を取り戻すことができたの

である31。

31　Hのように，「「日本」と私の関係」を語ることで，
日本語学習を始めた動機を再確認し，意欲を取り戻した
学生の例は他にも見られた。特に顕著であったのは，ま
だ日本に行ったことがなく，実際の日本を知らないとい
うことに自信のなさを感じていた学生の場合であった。
本稿ではH以外の学生の例を取り上げる紙幅がないが，
筆者は既刊の別稿（原，2016）にて，このクラスで日本に
行ったことがある学生とそうではない学生が対立した

「「日本」と私の関係」の発表は，一見それが「批判

的」であるとは思えないかもしれない。しかし，自

己の経験やそれに伴う感情を率直に語るということ

は，その相手が家族や親友など自分にごく近い人々

であっても難しさを感じることも多い。それを，自

分と価値観を共有しない部分があることが分かって

いる他者に対して行い，了解と承認を得ることを目

指すという行為は，ハーバーマスのコミュニケー

ション的行為論に照らしてみても「批判的」である

と述べて差し支えないのではないか。自らの言動が

他者の承認を得るためには，それが妥当性を満た

すために，自己批判的に思考しなければならない。

本実践のクラスに参加した学生たちにとって，「私

はなぜ日本語を学ぶのか」を他者に説明するために

は，「日本」に関わる自己の経験やそれに伴う思い

を言語として再構成するという過程が不可欠であっ

た。そこではHの事例に見られるように，自分を見

つめなおし，封印していた記憶を呼び覚まして自己

欺瞞から脱却するという強い自己批判的思考が必要

だったのである。このような意味で，日本語学習者

に自己の経験に基づく「『日本』と私の関係」を語ら

せるという活動は批判的言語教育の実践であった，

と筆者は考える。

無論，「「日本」と私の関係」を語る活動に問題が

残らなかったとはいえない。「キラキラ」グループ

のメンバーが「日本過度」の発表の際に批判しよう

とした，クラスにおいて多くの学生が「日本」につ

いてポジティブで定型的なイメージしか語らず，そ

のイメージは実際の日本とは遊離しているという疑

いがあることの問題は，「「日本」と私の関係」を語

際，日本に行ったことのない学生が，フランス国内にお
ける自分と「日本」との関わりや，それによって自分が
果たした成長を思い起こすことによって自信を取り戻
し，対立する学生に反論できるようになった過程を考察
している。一方で，「「日本」と私の関係」を語ってもそ
れほど変化を見せなかった学生や，少数ながら「「日本」
と私の関係」を語ることが苦痛だったというコメントを
残した学生もおり，そのような学生に関する考察は今後
の課題である。
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る活動において完全に解消されたわけではない。批

判的リテラシーの教育の文脈では，学習者自身のそ

のような偏りがあると思われる見方が批判的に乗り

越えられていかなければ，教育として成果を出した

とはみなされないであろう。しかし筆者は，学習者

の「日本」についてのある種の偏ったイメージがい

ずれは批判的に乗り越えられるべきものであったと

しても，Hの自分史の語りからも分かるように，そ

のような「日本」のイメージが子供のころから学習

者に未来への夢を抱かせ，日本語を初めとしたさま

ざまな知識を学ぶ原動力となり，日本に関わる様々

な人々との関係を築くきっかけを作ったという事実

自体は否定されるべきではないと考える。本実践の

学習者が現に生きている大学の日本語クラスは，学

生一人一人にとってのかけがえのない「日本」のイ

メージが，違いや重なりを持ちつつ媒介として働き

構築されている社会である。よって，彼らが大学で

クラスメイトとよい関係を保ち，自分の居場所を形

作るためには，彼ら自身がどのような「日本」のイ

メージを持っているかを知り，そのうえで他の学生

が持つ「日本」のイメージとの違いや重なりを意識

する必要がある。そのための活動が「「日本」と私の

関係」を語ることなのである。

そして，彼らはいずれ大学を出て広い社会で様々

な人々と関わっていくことになるが，その際，彼ら

が大学で日本語を学んだという経歴は，日本語の技

能や知識を身に付けたということ以上に，「日本」

からイメージされる価値観を，その人自身がその人

らしさとして引き受けているということを人々に対

して示すだろう。そのとき，彼らが自分らしい自分

を表現しつつ他者との関係を築く基礎となるのが，

「「日本」と私の関係」という自分史となるはずであ

ると筆者は考えるのである32。

32　当然のことだが，学生たちは，大学に在学している
ときから，大学以外で人々と関わっている。筆者は本実
践の当時，1学年上の3年生のクラスでも，同様に「「日
本」と私の関係」を語る活動を行っていた。そのクラス
は2年生より人数も少なく，日本語レベルも高かったの

5．まとめ

本稿では，現代の多くの言語学習者が行う必要の

ある「批判」とは自己批判であり，それは「私はなぜ

その言語を学ぶのか」という問いを自分自身に向け

て考え，その答えを他者に対して誠実に説明するこ

とであると筆者が主張する根拠を，フランクフルト

学派の批判理論と筆者自身の実践事例を基にして述

べてきた。対等な立場にある者同士が，相互的な了

解を志向して言語的なコミュニケーションを行うこ

と自体が批判的であるという前提に立てば，批判的

な言語教育実践とは，学習者が言語を用いて，自ら

の経験や思考，感情を率直に述べ，お互いにそれを

聞きあって，議論しながら了解を目指すということ

に他ならない。そして，相手の了解を得るには，自

らについて誠実に語ることが不可欠であり，その時

必要になるのが，自己批判的な思考なのである。

では，このように学習者が相互了解を目指し自己

批判する言語教育実践を行うとき，実践者に求めら

れることは何か。例えば，学習者同士ができるだけ

対等になるように，クラス内での発言の機会を均等

にする仕組みづくりなどが挙げられるが，筆者が最

も重要だと考えるのは，実践者が正しさに関する基

で，本実践よりも詳しく学生たちの自分史を聞くことが
できた。そのとき聞いた話では，大学の日本学科に進学
を決める際，親が日本のことをよく知らなかったり，日
本語を学んでも就職に結びつかないなどの理由で，進学
を反対された経験を持つ学生が多かった。また，大学で
日本語を学んでいるというだけで，事情をよく知らない
人から一方的にオタク的趣味だとしてネガティブな評
価を受けることもあったという。これらの情報を考え合
わせると，大学で日本語を専攻したということは，それ
自体がフランス社会において必ずしも肯定的に受け止
められるとは言えず，大学を卒業した日本学科の学生
が，その人生の選択を悔いなく生きていくためには，日
本語を学んだことに対する自分自身による意味づけが
重要であると筆者には思われた。
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準を一方的に設定しないということである33。

本稿で紹介した実践において筆者は，「私たちに

とっての「日本」のイメージ」や「「日本」と私の関

係」というテーマで発表するように学生に指示した

が，その内容については評価の対象とはしなかっ

た。筆者は学生の発表した「日本」のイメージについ

て，「正しい」とか「誤りである」という印象を全く持

たなかったわけではない34。しかし学生に向けて「こ

の「日本」のイメージは正しい」とか「このイメージ

は誤りである」という発言を一切することはなかっ

た。なぜなら，筆者はクラスにおいて活動を企画し，

成績評価も下す特権的立場にあるため，筆者が何か

発言すれば，それがこのクラスにおける正しさの基

準であると学生には受け止められ，学生の議論や思

考もそこで停止してしまうと考えられたからであ

る。そもそもこの実践の最終的な目標は，最後に学

生がクラスで「日本」に関わる自分史的な発表を行

い，それについて学生が相互に理解し承認するとい

うことであり，「日本」に対する正しいイメージを持

つということではない35。そして，学生それぞれの自

分史は，それが嘘やごまかしがなく語られていると

聞き手に感じられる限り，内容的に誤っているとい

うことはあり得ない。よって，実践者が正しさの基

準を示すことがなければ，自分史の発表では，その

人が自分のことを誠実に偽りなく述べているか，つ

まり自己批判を十分に行っているかということだけ

が，相互に求められる正しさの基準となるはずなの

33　筆者はこの着想を，細川（2007）の「学習者主体の教
室では，その目指すものの具体的な姿は教師自身にも見
えない。その見えないものに向かって，教師と学習者が
ともに歩みはじめたとき，はじめて学習者は「主体」と
なり得るのである。」（p. 35）という記述から得ている。

34　「キラキラ」の「日本過度」の発表についていえば，
実践者はその内容が事実としては正しいが，極端な事例
だけを集めてみせるのは誤解を招くので，発表内容とし
ては不当であるという印象を持ったが，そのようなコメ
ントは一切発しなかった。

35　この点が，筆者の行った実践と，批判的リテラシー
の実践との決定的な違いである。

である。

自己批判は，自己否定を一時的に含んだとして

も，あくまでその人が今いる社会でその人らしく自

由に，かつ周りの人と調和した関係を築きながら生

きていけるようになるための過程であり，その結果

として自己を肯定し，将来に希望を持つことができ

るようになるべきものである。学習者が，あえて必

修ではない言語を選んで学ぼうとする行為は，それ

自体が自らの将来に向けた学習者の主体的な自己形

成であり，社会における自らの個性を創り出すため

の自己表現であるといってよい。だからこそ，自ら

の選択の意味を学習者自身が知り，他者に説明でき

るようになることが必要なのであり，そのために学

習者の自己批判を伴う批判的言語教育の実践が求め

られるのである。
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Abstract

In this article, the author insists the importance of “self-critical attitude” which language 

learners take. Based on Critical theory of Frankfurt school, “self-critical attitude” means 

that language learners try to explain why they study that language to the others on the 

purpose of mutual understanding. In addition, a case example in a class of Japanese lan-

guage which the author had practiced is analyzed.
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