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概要

本稿は，結婚を機に韓国から移住し，日本社会でことばの市民として生きるように

なった Jさん（仮名）の生の物語から言語教育への示唆を得ようとするものである。J

さんとの語り合いをもとにTEM図を用いて Jさんの生を示すとともに，Jさんの生の

解釈と，筆者と Jさんに起きた自己変容について記述した。Jさんは来日後，地震とい

う非日常の経験や日本語が使えないがゆえに虐げられてきた韓国人女性移住者との関

わりなどを通して，ことばの認識だけではなく日本で生きる自己の捉え方をも変える

自己変容を経験している。Jさんはこの自己変容を通して，教育は生を豊かにする贈与

であるべきだということを知り，現在，ノンネイティブ日本語教師としてその実践に

取り組んでいる。Jさんの生に関する語りは，レジリエンスを有する行為主体性が構築

されてきた過程を描き出すと同時に，日本社会にはびこるネイティブ・スピーカリズ

ムを再考する必要性を示している。
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1．本研究の背景と目的

本稿は，韓国からの移住者でノンネイティブ日本

語教師として留学生教育に携わる Jさん（仮名）の

生の物語に関する論考である。筆者が Jさんと知り

合ったのは，筆者も Jさんも大学院生として言語教

育に関する研究について学んでいたころであった。

Jさんが日本語教育に携わるようになったのは大学
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院修了後であるが，当時筆者も日本語教育に関わっ

ていたことから，大学院修了後も Jさんと実践に関

して話し合う機会を持っていた。その後，異動など

でしばらく会うことがなくなってしまったが，Jさ

んとの共通の知人の計らいがあり再会が実現した。

その際，ノンネイティブ日本語教師である Jさんが，

ネイティブ日本語教師から日本に来る留学生に日本

語を教える意義がどこにあるのか問われたというこ

とを聞き，同じ日本語教師として非常に憤りを覚え

たこと，そしてそのような経験をした Jさんがどの

ような思いで日本語教師を続けているのかを知ると
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ともに，Jさんの経験を通して日本語教育における

ネイティブ・スピーカリズムの問題に迫る必要があ

るのではないかと思ったことが本研究を行った動機

となっている。

日本への移住者については，これまでの研究にお

いて，言語学習者としてだけではなく，技術研修生

や労働者，国際結婚といった様々な文脈の中で取り

上げられている。そして，研究の関心の焦点距離や

焦点深度も多様で，個々の生活世界の理解を目指す

もの，言語問題や政策内容といった表象を分析する

ものなど，質的・量的の両側面から分析が行われて

いる（八木，2013；花井，2016；牲川，2019；など）。

これらの研究に共通して言えることは，ことばや

人，社会という要素が複合的に関連した現象を扱っ

ているということである。ヴィゴツキーに端を発す

る社会文化理論においては，人の思考や社会への働

きかけを伴う行動といった諸活動は，ことばや記

号，その他の人工物に媒介されていると考えられて

いる。また，人の活動は社会の規則に則って行われ

るものであり，規則と切り離された活動は存在しえ

ない。言い換えると，活動に参加する人はその活動

を行う人々をつなぐ社会関係に影響を受けており，

人・社会・活動を媒介することばという三者はそれ

ぞれ不可分の存在であるということになる（Lantolf, 

Thorne & Poehner，2015）。この社会構築主義的な認

識をもとに，本研究の前提となることばや人，社会

を次のように定義する。

人は社会から切り離された個（individual）とし

てではなく，一人ひとりが所有する社会関係の総

体（collectividual）として存在している（Stetsenko，

2013）。これは，人は社会の中で自身の目的をもって

行動するが，その目的は個人の中で作られるもので

あっても，実際には人々の相互作用を通して社会で

共有された目的や実践と結びついており，社会と対

峙するものではなく社会的に方向づけられたものと

して存在しているということである。そして，社会

は人がいなければ成立しないものであり，社会にお

ける現実は，言語を用いた相互作用から生み出され

る人間関係によって作られる言語的な蓄積であるの

と同時に，その人間関係が社会における人の存在を

確立していることを表している。

また，社会における人間関係は対話を通して構築

される。対話は，一方が他方の言動に影響を与えて

いくことで，一方の考え方や価値観に統一するもの

ではなく，相手の考え方を取り入れたりするなど，

新たな意味を共同構築していくものであり，ともに

豊かな未来へと歩みを進める関係をもたらす媒体と

して機能する（ガーゲン，1999/2004）。そして，その

過程で対話の参加者はお互いに相手の中に自身を見

出すことによって，両者の関係性を対立から調和へ

と変化させる。「環境としての集団や社会と折り合

いをとりつつ生きる」言語文化活動（細川，2017a，p. 

62）は，このガーゲン（1999/2004）が述べる対話の

特徴を有しており，特に集団や社会との折り合いを

とるという意味は，集団や社会における多様性を排

除し画一化・均質化するのではなく，多様性を認め

ながらその中で調和された関係を築いていくもので

あると言える。そして，この言語文化活動を通して，

人は社会の中の個人を自覚することばの市民になる

と考える。ここで言うことばとは，人が感じ思った

ことや考えたことを他者に向けて表現したり，思考

という活動を行ったりする中で用いられるものを指

す（細川，2017b）。

留学を経て就労している中国からの移住者の主体

性に関する研究（中井，2018）では，所属したい集

団や社会の中で用いられていることばを主体的に

獲得することで「社会的アイデンティティ」（Riley，

2007）を構築し，社会参加を果たす過程について記

されているが，この社会的アイデンティティの構築

は社会における自身の位置づけをもたらすものであ

り，上述の個人の自覚につながるものであると考え

られる。つまり，ことばによる言語文化活動が作る

社会関係に立ち現われる社会的アイデンティティの

総体が，社会における個というものを構成してお

り，その個を自覚することでことばの市民としての

行為主体性が構築されていくということである。さ



279

『言語文化教育研究』17（2019）

らに，中井（2018）によると，この言語文化活動の

行為主体性は，社会に潜む助勢や抑制という社会の

力学を利用しながら社会に適応する形で構築され

るものであることが分かっている。Masten, Cutuli, 

Herbers and Reed（2011）は，レジリエンスを逆境

や危機にある状態，あるいはそれを受けた後にポジ

ティブな状態へと適応する能力と定義しているが，

行為主体性の構築は，社会の助勢や抑制というパ

ワーダイナミクスの中で，よりよく，より安定した

状態へと自身を自ら導いていくレジリエンスが原動

力になっていると考えることもできる。

以上を踏まえ，本研究では，ノンネイティブ教師

として生きる韓国人女性 Jさんの日本での生につい

て解釈するとともに，いかにレジリエンスを生かし

ながら行為主体性を築き，自身をことばの市民とし

て社会の中に位置付けてきたのかを探索的に分析す

る。その上で，日本語を用いて生きようとする人々

が日本社会でことばの市民として共存できるように

するには日本語教育がどうあるべきなのかを検討す

ることを目的とする。

2．研究・調査・分析方法

本研究は，Jさんの日本での生を理解する，つまり

他者理解を目的としている。この他者理解について

は，鷲田（2013）がギアツの「反－反相対主義」を引

用し，次のように述べている。私たちは「他の人た

ちの生を自分自身が磨いたレンズを通して見るので

あるし，他の人たちもわたしたちの生を彼ら自身が

磨いたレンズを通してみる」。他者を理解すること

はそのレンズを通して見えるものに「他者とのあい

だに何か共有できることがらを見いだすという形で

拡張されてゆくものではな」い。「他者にふれればふ

れるほどその異なりを思い知らされることから始ま

り，他者の考えや気持ちを自分のケースに置き換え

ていくうちに，理解可能なものに変わっていく」（鷲

田，2013，pp. 190 - 195）。これが他者を理解する過

程であるという。この他者理解を研究方法として可

能にするものが，理解を引き出すエスノグラフィッ

クな方法であるNarative inquiryである（Pavlenko，

2002）。Narrative inquiryでは，語るという行為が

データ分析の方法や分析結果の提示の手段として用

いられるが，当事者の視点から経験を理解すること

を重視する探求においては，人々が経験を意味づけ

るために物語をどのように用いるのかに焦点が当

てられる（Barkhuizen, Benson & Chik，2014）。特

に，語るという行為は意味生成の実践であり，定住

先と出身地の複雑な社会関係が形成されるトランス

ナショナルコミュニティやそこに所属する人々の振

る舞いと移動にまつわる経験，加えてホスト社会に

潜む力関係を解明することができると言われている

（Baynham & De Fina，2017）。

また，語るという行為を用いる研究は，語り手が

語った内容や生成した意味について聞き手とともに

解釈を構築していくだけではなく，語られた内容

や分析結果を公表することで，その記述内容が読

者に知の構築をもたらすと言われている（Narrative 

knowleging：Barkheuzen，2011）。つまり，まず対

話の中では，筆者が筆者のレンズを通して Jさんの

経験を理解しそれを Jさんに伝えることで，Jさんは

Jさん自身のレンズを通し経験を再解釈をする。次

に，この対話で構築された理解を記述する本稿を，

読者が読者自身のレンズを通して解釈することで，

読者による Jさんの経験の解釈が起こるということ

である。さらに，このような知の構築過程は，他者

理解の背景にある価値観や先入観を内省する解釈学

的循環（シュワント，2000/2008）を通した自己の再

解釈をもたらすだけではなく，それが自己変容につ

ながる（バーガー，ルックマン，1966/2003）可能性

も秘めている。

本研究ではこれらの特徴を持つNarrative inquiry

を用い，Jさんとの継続的な対話を通して，Jさんの

移住者としての経験の解釈と意味づけを行い，そ

の過程と両者の解釈について記述することで読者

と対話することを目指した。Jさんとの対話は合計

4回（1回目：2018年5月19日［71分］，2回目：2018
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年11月10日［120分］，3回目：2019年1月12日［97

分］，4回目：2019年4月27日［85分］）大阪市内にあ

るカフェで行った。対話はすべて ICレコーダーに

録音し，その音声データを文字化した。対話で語ら

れた Jさんの経験は，複線径路・等至性モデリング

（Trajectory Equifinality Modeling，以下TEM。安田，

サトウ，2017）を用いて分析した。TEMは，複線径

路等至性アプローチ（TEA）の主要な分析モデルで，

人間の発達を時間や場所，文化との関係の中で捉え

る分析方法である。人間の発達は様々な要因が非線

形的に相互に作用する中で起こるもので，どのよう

な径路をたどっても必ず到達する点（「等至点」）が

あるという考え方に基づいている。分析では，非可

逆的時間という時間軸に沿って，出来事を直線的に

並べることで個人の経験を理解するのではなく，経

験が持つ複線性や多様性についても検討しながら解

釈する。そしてその際に用いられるのが，「必須通過

点」，「分岐点」，「社会的方向付け」，「社会的助勢」

という概念である。必須通過点とは多くの人が通過

する社会的慣習などであり，分岐点とは起こりうる

選択可能な選択肢によって複数の径路が生まれる点

のことである。このような必須通過点や分岐点にお

いて，径路の選択を促進する要因が社会的助勢であ

り，その選択を抑制する働きをするものが社会的方

向づけである。この方法に従い，対話終了後は文字

化データの中から Jさんの経験に関するデータを時

系列に並べるとともに，対話内容をもとに筆者が改

めて解釈を行った。そしてその内容を次の対話で J

さんに示し，修正や新たな解釈を加える作業を繰り

返すことで，最終的なTEM図の作成と両者の解釈

の構築に至った。次に，現在の Jさんが認識してい

る自身の姿（贈与者としての生き方を目指す）を等

至点とするTEM図と対話を通して築いた解釈につ

いて記述する。

3．Jさんの日本での生の物語

贈与者として生きることを目指す（等至点）よう

になるまでには，震災，在日韓国人女性へのインタ

ビュー，恩師の死という3つの出来事を中心とする

次の4つの時期があった。日本語学習を通して日本

社会に順応しようとしていた第Ⅰ期，日本の生活の

中で失った自分を取り戻し社会貢献を始めるように

なった第Ⅱ期，非知の世界を知ることで自己変容を

経験した第Ⅲ期，贈与という生き方を目指す第Ⅳ期

である。次に，この4つの時期に分けて Jさんのこと

ばの市民としての行為主体性の構築過程とその解釈

を記す。記述にはインタビューでのやりとりや Jさ

んのことばを用いるが（ゴシックの部分），その理由

としては，Jさんの言葉遣いや語ったときの声の大

きさ，仕草などが，Jさんの人生を解釈していく上で

キーワードとなっていたことに加えて，本稿で記す

Jさんの生は，筆者のことばだけではなく Jさんのこ

とばも用いた記述であり，Jさんのことばと経験を

も含んだ多声性を持ったものであることを示すため

である。

3．1．第Ⅰ期（日本社会への順応を目指す）

まずは，Jさんが日本語学習を通して日本社会に

順応しようとしていた来日後から阪神大震災前まで

の時期である。Jさんはこの時期の自分を以下のよ

うに表現している。

私は一外国人で，プラス，韓国から来た女で

した。名前はなく，韓国から来た女でした。

目線はそこから始めて，私の立場はそこだっ

たんです。

次に，図1のTEM図を辿りながら，Jさんが当時

のことをなぜこのように捉えたのかを探っていく。

Jさんの日本での生活は，韓国に留学していた在日

韓国人3世の主人との結婚を機に来日したことか

ら始まった。来日する前は Jさんは幼稚園の先生を

やっていて，日本語とは縁のない生活を送ってい

た。そもそも Jさんは，高校生の頃からアナウンサー

などの放送関係の仕事に関心を持っており，高校で

も大学でも放送部に在籍していた。特に，大学在学
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中は（韓国の）ラジオで大学生レポーターもやって

いて，将来も放送関係をしたいなと思っていた。し

かし，家が保守的だったためそれが認められず，大

学卒業後は専攻だった幼児教育の知識を活かし，大

学の附属幼稚園に勤務することになった。Jさんが

通っていた大学では，大学卒業後に付属幼稚園に勤

務するのは教授のポストに行く一番近道だと考えら

れていた。来日が決まってからは，その仕事を辞め，

韓国で日本語の塾に2か月ほど通い文字や基礎的な

文法を学んだ。

本当に日本語って，日本の社会って，日本語

が出来ないと通じないんだなと思って，日本

語を勉強しないといけないんだと思ったんで

すね。

来日後 Jさんは日本語学習の重要性を強く感じ，

すぐに日本語学校に入学した。その日本語学校は繁

華街の片隅にあり，とてもではないが勉強するとい

う雰囲気ではなかった。

何か若い女性なんじゃないか，水商売のバイ

トしてるような気もしてたし。12時までやる

学校だったんです，朝9時から。で，男の人

たちは，どうも学校が終わったあと，夜に土

方みたいな，そういう感じの仕事に就いてる

ような感じで。みんなずーっと働くから，疲

れて，来てから朝は寝るんですよ。そういう

学校だったんです。

このような状況でも休まず真面目に勉強していた

Jさんに，一生懸命日本語を教える担任の先生の熱

意が注がれた。その先生は Jさんに「能力試験受けて

みなさい」と勧め，授業が終わったあとでも別途リ

スニングの練習をさせたりするなど，日本語能力試

験のための補講を行った。この補講のおかげで Jさ

んは無事に2級（当時）に合格することができた。こ

のように Jさんは，日本社会に入るには日本語は必

須だと思い，日本語の先生に言われるままに日本語

学習に励んできた。しかし，目的が見いだせなかっ

たせいか，次第に自分を見失い「なんでこんなこと

をしなければならないのか」と不安を募らせていっ

た。

そんな中，Jさんは家庭内で主人と口論し家を飛

び出したことがあった。Jさんはもともとクリス

チャンで，日本に来たときはうるさい親もいない

し，一生教会行かなくてもいいし，楽ちんでいいな

と内心喜んでいた。しかし，この日は教会に行って

落ち着きたいという気持ちになった。主人が在日韓

国人によって設立された教会の話をしていたのを思

い出し，その時に聞いた駅名を頼りに教会を探しに

向かった。最初にたどり着いた教会は主人が言って

いた教会ではなかったが，日本語ができなかったの

でたどたどしい英語でそこにいたシスターに韓国人

図1．第Ⅰ期（日本社会への順応を目指す）のTEM図
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の教会を探していることを伝えた。すると，そのシ

スターが本来行きたかった教会へと連絡を入れ，タ

クシーも呼んでくれたため，最終的にたどり着くこ

とができた。Jさんは現在でもその教会に通い，通訳

として奉仕をしている。

日本語学校卒業後はS大学院（仮名，関西にある

大学）に外国人研究生として入学することになっ

た。それは，Jさんの大学の指導教員が日本で博士

号を取得した日本通の教授で，日本に移住した Jさ

んを日本通の幼児教育の研究者として育てたいと

思い，わざわざS大学院の先生に紹介したからであ

る。日本語は2級レベルであったが，大学の専攻と

同じであったため，授業にはついていくことができ

た。大学院に通い始めてまもなく，Jさんは一人目の

子どもを妊娠した。妊婦となった Jさんは大学院で

みんなに優しくしてもらって，勉強する気満々だっ

た。しかし，Jさんの主人の転勤が決まったため，1年

で大学院を退学した。再び関西に戻ってきたあと，

Jさんは大学院への復帰を検討し始めたが，2人目の

子どもを妊娠していることが分かった。2人の子育

てと大学院生活の両立に不安を抱いたが，研究生時

代に優しくしてもらった経験があったため，何とか

できるんじゃないかと前向きに復帰のことを考えて

いた。

3．2．第Ⅱ期（社会貢献「恩返し」を始める）

次は，日本社会への順応を目指していた Jさんが

社会貢献の必要性に気づき，取り組み始めるように

なるまでの第Ⅱ期（図2）についてである。大阪に

戻ってきた Jさんは，大学院に復帰するか迷ってい

たが，その迷いを吹き飛ばすように阪神大震災が起

こった。Jさんは異国の地で歴史上でもまれにみる

大震災を経験することになった。

2番目の子が今，1月29日が誕生日なんです

けど，彼が1歳になる直前に震災が起きたん

で，「1.17」ですね。だから，すごい鮮明に覚

えてます。戦争かなと思うぐらい地鳴りが，

戦争で爆弾が私の家の近くに落ちたのかなっ

ていうぐらいの感じ。（中略）何にも聞こえな

いぐらいの地鳴りと。（中略）あの辺（Jさんの

住んでいた地域）がもう震災のときにすさま

じかったんですね。（中略）やっぱりよその国

で，よくわからない言葉で子育てをし，子ど

もを産み，すべてのことがあんまりちゃらん

ぽらんして生きていた私にとっては，もうた

やすいことではなかったし，帰りたかったで

す。

震災での経験は Jさんにとって死を意識させる恐

怖そのものであった。医療の仕事をしている主人

図2．第Ⅱ期（社会貢献「恩返し」を始める）のTEM図
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は，震災直後に三宮とか神戸，もっとひどい地域に

派遣された。そのため，Jさんは余震の恐怖におび

えながら一人で二人の子どもを守らなければならな

かった。

うち，11階建ての11階だったんですね。もう

一回大きいのがきたら，その神戸震災，たま

たま夜明けだったじゃないですか。だからよ

かったものの，もし万が一，これが昼間で主

人がいなかったら，子ども2人連れて11階か

ら下りられないじゃないですか。あ，これ無

理だなと思って。（中略）で，うちの家も大変

だったし，で，そのときに初めて本当怖かっ

たし，子どもも2人いたし，私の勉強のため

にこの小さい子を震災がある日本に置いとい

て勉強しに行って，また震災受けたらどうな

るかわからなかったからやめたんです。きっ

ぱり勉強やめて，24時間子どもたちと一緒に

いようと思ったんです。

Jさんが大学院をやめて子どものそばにいようと

思ったのは，子供の頃に受けてきた家庭教育からの

影響もあった。Jさんの両親は Jさんをいいところに

嫁に嫁がせるっていうのが目標だった。そのため，

父親とか母親から勉強しなさいともあんまり言われ

たことないし，あんまり賢かったら，女の人は勉強

たくさんしてたら，かえって不幸になると言われて

育てられてきた。そのような両親の思いに反発して

いたわけではなかった Jさんは，震災という死が迫

る恐怖を体験をすることで，母親としての責任感を

強くし，自身のキャリアを形成する必要はないと思

うようになったのである。

震災のときにあまりにもちょっとショックを

受けたあとに，この日本っていう地に住むの

が怖くて，神様，ちょっと私はもう無理なよ

うな気がしますっていうようなときに，この

教会にたまたま来てたときに，うちの教会に

ブラスバンドがあるんですね，子どもたち

の。あの子たちが練習をしていて，で，その

練習してる姿というか音色というか，音にす

ごい癒やされて，あのときにちょっと不思議

なんですけれども，もう本当にピーターパン

のティンカーベルのような，ぽろぽろと光

るものが降りてきてるような感覚があって，

すっごい癒やされて，神様が見守ってくださ

るんだっていう感覚があったので，怖がらな

くてもいいんだなって思ったりしてて。それ

は信仰的な証なんですけどね。で，こんなに

たくましくみんな，まだやっているんだと

思って，震災とかごときで，こんなに泣いて

わめいてっていうのは恥ずかしいとか思った

んです。

教会でのこの経験を経て，震災後の子育てに対す

る不安と戦っていた Jさんは母親として生きていく

という決意を固くした。非日常的な経験から心身と

もに負荷がかかっていた Jさんにとって，信仰や教

会は日本での生活を精神面で支えてくれる欠かせな

い存在であり，Jさんの日本での生活と深く結びつ

いていることが窺える。

人生の大きなターニングポイントがあるじゃ

ない？一つがやっぱり震災だったような気が

します。そこから再スタートをかけたような

気がします。

Jさんは震災をターニングポイントとして捉え，

震災後に人生を再スタートさせた理由について次の

ように語っている。

何をして，何を食べて，あの子（ Jさんの子ど

もたち）をどういうふうにしたのかは覚えて

ないんだけど，多分周りの方たちが全部手助

けしてくれたんだと思うんです。（中略）避難

所で避難生活する1週間で初めて何かやっぱ

り日本人，韓国人じゃなく，周りの人たちが

みんな私の子どもたちを見てくれたし，で，

やっぱり言ってないんだけど，多分きっと韓

国人の若いお母さんが大変な目に遭ってるっ

ていうふうにみんな思ってたんでしょうね。

帰るときに，大阪に行けるように道がちょっ

と開いたんですね。そのときにみんな，大阪
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の親戚とかのところに避難していくと，自分

が持ってた非常食品とか食糧とか，そういう

のとかを私に全部くださったり，そういうす

ごいともに生きる優しさを，その避難所で

ものすごいたくさんもらったんです。なの

で，ちょっとそこで変わりまして，それとプ

ラス，やっぱり死っていうのは，死ぬってい

うことは一瞬でくるんだから，どこに住もう

かっていうふうに考える余地がない。今，自

分が今ここ，でも今考えたら，今ここってい

うのはすごい哲学的な用語なのに，あのとき

に，今，私がここに生きているっていうのが

大事であって，どこに住むのかとか，どこに

いたら私が幸せになるのかっていうのはおか

しいと思ったんです。（中略）地震のときは私

は韓国人，あなたは日本人ですよね，そう

いう感覚だったんです。（中略）（避難所に）

私，パニックになって入ったので，子ども連

れて。何にも持っていかなかったんです。何

も知らない，顔も知らない人たちにたくさん

助けてもらいました。だから私の中で何
なにじん

人

何
なにじん

人という垣根がなくなり，それでともに生

きるということを学びました。（中略）生きる

ことっていうことを，すごい曖昧なんですけ

れども，突然襲ってきた死をものすごく強く

感じたときに，かえって生きることを鮮明に

わかったようなところもありますし，それは

私だけじゃなく，あの震災を経験した人たち

は，みんなそう思ってるんじゃないですか

ね。ただ，幸いなのは，私はそのときに家族

誰一人死んだ人もおらんし，けがした人もお

らんし，失った人がいないから，私はいい経

験で終わったけど，そこでもし愛してる家族

が亡くしてたら，それは経験ではなく，永遠

に持っていく瞬間じゃないですか。で，その

思いを口では出さないんですけど，お互いに

共感し合うっていうのは，私が日本に住んで

て，日本人韓国人っていう枠を超えるような

出来事でもあるし，私をそういうふうに引っ

張り出したのは，赤の他人の日本人たちが，

私に無条件に施した，ともに生きるための差

し出してくれた手だったんです。助けだった

んですよ。

来日後，Jさんは日本語学校の先生や韓国の大学

の先生たちの支援を受け，日本社会に順応するため

の日本語能力を身につけながら日本で生きていく道

を歩まされてきた。しかし，震災によってあらゆる

機能が破壊された社会で人々と共に「生」を求めて

生きようとする中で，Jさんは無自覚の内に区別し

ていた日本人，韓国人という枠を超え，自身を共に

生きる人であると認識するようになった。Jさんは，

他者との間で個人の生きている生を全うする（木

村，2005）ことによって，共生するということを学ん

だのである。

そのあとに，全部落ち着いたあとに，（避難

生活時に助けてくれた人々の）名前も顔を覚

えてなかったんですね。（中略）とりあえず子

どもたち幼稚園に通わせてたら，で，そうし

てて，下まで幼稚園を入れたらちょっと時間

ができたので，（中略）だから，何かちょっと

恩返しをしたいな，恩返しができればなって

いう思いを抱くようになり，ですね。で，韓

国語だったら何か仕事ができるんじゃないか

なって。今ここでいろいろ何かするのではな

く，何か仕事で恩返しもしっていう感覚にな

りましたね。

Jさんは避難生活で受けた無条件の施しに恩返し

をするために，自身の韓国語を活かそうと通訳者・

翻訳者養成学校に入った。学校には3か月通った

が，在籍中に運がよかったと思うんですけど，（その

学校で）韓国語を教える講師をしてくれないかとい

う依頼を受け，修了後講師として教壇に立つことに

なった。講師として恩返しを続けたが，3年が過ぎた

ころ，Jさんは教会で目の当たりにする定住者の状

況に頭を悩ませるようになった。

私が通ってる教会に見てたら，私みたいに結
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婚して日本に来てる定住者っていう立場の女

性たちが，日本語ですごく苦労するんです。

その苦労がただ通じないからじゃないんで

す，先生。そのレベルの苦労じゃないんです。

人間の尊厳とかかわるような。（中略）最初来

たばかりのときは，みんな，来たばかりだか

ら日本語ができないっていうふうに思うじゃ

ないですか。でも，現に彼女たちは，私みた

いに日本語学校通える余裕もなかったし，勉

強する余裕もなく，生活に追われ，子どもを

産んで生活し，家事しっていう，もうずっと

労働，生活のために労働を強いられて，で，

その間に勉強する間ないじゃないですか。な

んだけれども，そういう感じで3年，4年たっ

たら，おまえは3年たっても日本語できない

のかっていう感じで，今度は人間の尊厳にか

かわるような蔑視っていうか。

Jさんは女性たちが置かれている状況を無視する

ことはできなくなった。それは，Jさん自身が妊娠8

か月のころに肺炎で入院した際に，子どもに影響は

ないのか聞きたいんだけど（日本語が）できないか

ら聞けないという日本語がわからなくてすごい怖い

経験をしていたからである。そこで，Jさんは，若い

ママたちのために日本語を教えるボランティア教室

を教会で始め，共に生きる人として日本社会に生き

る人々への新たな社会貢献を行うようになった。

3．3．第Ⅲ期（溶解体験と自己変容）

前節では，Jさんが「恩返し」するに至った経緯を

辿った。しかし，Jさんは社会貢献を志すようになっ

たというこの経緯を非常事態を経験した人にありが

ちな「正常な話」であり，単なる美談でしかないと一

蹴した。以下にそのインタビュー時のやり取りを示

す。

J： （地震は）私にとってターニングポイント

だって。日本で私ができることがあって，恩

返しもしたいという思いはあります。ここま

ではとても正常でしょ？

筆者：うん。

J： 先生の知性と，どんな人が聞いてもわかりや

すい話じゃないですか。

筆者：わかりやすい話ね，そうですね。

J： でも私が（修士論文の研究のために）インタ

ビューした人たちと，その人に私が魂が食わ

れて溶解体験があって，非知の体験を経て，

私は，私が今まで，私の知性で考えて合理的

に考えてたすべての世界がひっくり返りまし

たっていうふうに言うと，わかる人がどれほ

どいると思いますか。面白いねと思う人ぐら

いしかいないんじゃないですか。

筆者：面白いね，うん，そうですね。で，もう何

が変わったの？って思うでしょうね。例えば

考え方が変わったとか。

J： もしこの話をしたら，残ってる人たちはお坊

さんか神父さんか宗教関係の人たちと，哲学

の絡みがある思想関係の。だから，人間の魂

のことを考えてる人たちがちょっと残ってる

んじゃないですかね，研究データになりそ

うやから。（中略）。一般人はみんな離れてい

くと思いますよ。何これ？さっぱりわからん

ね。溶解体験というと，（中略）妖怪体験かっ

ていう感じですし。（中略）ちょっと面白い人

だなと思うけど，ややこしいからちょっと距

離置いとこっていうのが一般的な世界なんで

すよ。だから一般受けは絶対地震のあとに私

はともに生きること学びましたっていうの

が，一般的にはぜーったいきれいだし，みん

な納得いくし，そうかそうかっていうことだ

と思うんですけど。

震災によって刷新された Jさんの生に関する認識

は，その後の修士論文のために行ったインタビュー

での「溶解体験」（作田，1996）によって覆された。普

段は口にしないというこの溶解体験を抜きにして

は，Jさんの経験はおろか，Jさんが日本での Jさん自

身をどう捉えているのかについても理解ができない
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ということである。次に，第Ⅲ期では Jさんが経験し

た溶解体験と自己変容について辿っていく（図3）。

Jさんは震災後，恩返しとしてボランティア教室

を開いていたが，10年を過ぎたころ，何か自分の中

で壁を感じるようになった。我流で理解してる日本

語ではどこかでつまずくため，日本語教育について

もうちょっとしっかり勉強しないといけないと考

え，関西圏にある I大学院（仮名）に入学した。I大

学院を選んだのは，I大学院に在籍していた大学時

代の先輩に I大学院の日本語教育のO先生（仮名）が

いいと薦められたからである。また，その先輩に学

生レポーターとしての経験がかわれた Jさんは即戦

力としてラジオ局に紹介され，先輩がしていたラジ

オ局のパーソナリティの仕事を引き継ぐこととなっ

た。当時は韓流ブームの影響もあり，勉強やめて放

送（の仕事を）したほうがいいん違うかなと思うほ

ど引っ張りだこだった。しかし，Jさんは放送関係に

は進まず，大学院での研究を選んだ。大学院生活は

非常に忙しく，ゼミの宿題などは朝5時に起きて子

どものカレーを煮込みながら本見てやっていたが，

その辛い生活を選んだのは，ボランティア教室で感

じた壁を越えたいという気持ち以上に，出会いが

あったからではないかと今では思っている。

人生を変えるぐらいの出会いっていうのがあ

るじゃないですか。イエス様との出会うの

も，やぱりその出会いですし。（中略）でもO

先生が初めてでしたよ。Jさん，間違ってもい

いから，Jさんが考えて感じてることを日本

語で書きなさいっていうのを，感じて言いな

さいっていうのもO先生が初めて言った。間

違ってもいいんだと思ったのは，本当に。（中

略）外国人は日本に来てて日本語で論文書い

てるから，日本語で論文書いてる外国人のほ

うが偉いじゃんっていうふうにおっしゃる。

私，それ初めて聞きましたよ。（中略）それを

素直に言う人いませんよ，先生。大概揚げ足

取るんですよ。（中略）私は本当にO先生とN

先生（後に籍を置くM大学院（仮名）の指導

教員の仮名）の師匠と出会ったのは，今の私

を学問的に立たせてくれた，どこにいても恥

ずかしくない私を作らせてくださった恩師だ

と思ってます。

修士論文では，当時常々気にかけていた，教会に

通っている韓国人女性の生き方を探る研究を行っ

た。Jさんはその調査として2名の女性にインタ

ビューを行ったが，そのインタビューが Jさんの認

識をひっくり返した。インタビューをした女性は J

さんのボランティア教室に通っている人で，日本語

能力もそれほど高くなく，尊重されることのない過

酷な環境に置かれている人であった。そんな女性と

のインタビューで Jさんは混乱した。それは，Jさん

には幸せには見えなかった彼女たちがインタビュー

で幸せだと言い切ったからである。Jさんはよりよ

く生きるために日本語を勉強し，学歴も仕事も手に

図3．第Ⅲ期（溶解体験と自己変容）のTEM図
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入れた。そのため自分は幸せだと思い込んでいた

が，その対極にある彼女たちの発言によって，Jさん

の人生の指標となっていた価値観や認識が覆された

のである。

私はよりよく生きるためにあれだけ勉強し

て，日本語がみんなできるっていうふうに言

われてても，私は自分の心の中で常に人の顔

を浮かびながら，浮かんで，人の顔見ながら，

その都度その都度自分をその相手に合わせて

た私がいたんですよ。だから幸せじゃなかっ

たんです。幸せを演じてたんです。でも，私の

インタビューしたその人は（中略）体を使う

仕事しかあんまりしてきてない。日本語があ

んまりできないし，なのに，もう彼女は幸せ

ですって断言してる。この人は本当に幸せだ

と思っている。（中略）何か私っておかしい。

生きることってこういうことじゃない。私は

幸せ演じてる。

Jさんはインタビューで，今まで何も疑うことも

なく生きてきた自身の世界を捉え直すことを強要さ

れ，世界の異なる捉え方の存在を知らされたのであ

る。Jさんは，これまで見てきた世界が根底から覆さ

れ再構築されたこの体験を溶解体験と説明した。溶

解体験は予想できるものではなく，まるでプレゼン

トように，ギフトのように落ちてくるもので，圧倒

的な生命力が強い人と話すときに，人の魂が食われ

てしまうことで起こるという。

そのインタビューの人に，その圧倒的な生命

力に，細々い，もう言ってみれば，学歴はあ

るけど，めっちゃ細い，細くなってしまった

私が壊れたんですね。だから私がなくなっ

て，彼女にぜーんぶいっちゃったって感じな

んです。（中略）（インタビューイーは）溶解体

験を私にもたらした人だし，その人が結局，

よくいわば，ソクラテス，イエス，夏目漱石，

ツァラトゥストラみたいに，この世界では収

まれない贈与心がある人。見返りを一切期待

しない贈与者。（中略）でもそれは本当に自然

な流れで，だから私は，彼女が私に絶対的な，

ある意味，贈与をする先生だっていう知覚が

あったんだと思います。

Jさんは，Jさんの人生を大きく変える影響力を

持ったインタビューイーのことを見返りを期待しな

い贈与者と表現した。インタビューイーは生き方を

見せることで Jさんに人生の意義を捉え直す機会を

与えたが，Jさんの人生を変えることを目的として

いるわけでも，それに見返りを求めているわけでも

ないためである。さらに，Jさんはインタビューを通

して，自身が社会的地位や日本語力という社会文化

資本に恵まれているからこそ日本社会に受け入れら

れてきたこと，そしてそれに無自覚であったことに

気づいた。

韓国人なんだけどあなたはちょっと違うか

ら，特別に私たちの世界に入れてあげるとい

うところの優しさ。勉強もできるし日本語も

できるしだんなは医者やし，どこかに一緒に

行ったろう，恥ずかしくないし。クリアして

るんです，彼らの条件に。プラス，しゃべっ

てたら楽しいし，そういういろんな条件クリ

アした，だから仲間に入れてもらえる。（中

略）（それが分かった時から）私もいろんなこ

とが見えてきたし，私が弱い立場の人たちに

向かっている人ではなく，私は弱い立場の人

たちのグループなんだというのを自覚するよ

うになりました。そうすると，日本語教育に

かかわるときも，私はネイティブで日本語が

よくできてその外国人と向かい合ってるので

はなく，すごく自然に向こうのグループに入

れることができる。だから一緒に勉強する感

覚（になれる）。

Jさんはこの経験を経て，自身の行為を恩返しっ

ていうのはやっぱり次元が低かったと思うように

なった。これが Jさんが正常な話で単なる美談であ

ると一刀両断にした理由である。この経験から Jさ

んは自身の存在を以下のように捉えた。

インタビューした人たちと，その人に私が魂
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が食われて溶解体験があって，私は，私が今

まで，私の知性で考えて合理的に考えてたす

べての世界がひっくり返りました（中略）。そ

うしながら私は一個人になったんです。日本

人でも韓国人でもない，私，J（名前）っていう

一個人になったんです。

3．4．第Ⅳ期（贈与者としての生き方を目指す）

次に Jさんが溶解体験を経て贈与者としての生き

方を目指すようになった径路を辿る（図4）。

私の日常生活，私の知性，私の理性で分割さ

れて計算されて分化された世界が覆されたん

です。それを，そういう見返りを期待しない

贈与者の一撃で，私の世界が揺らいでしまっ

たわけなんですよ。なんだけど，彼女はそれ

を望んだ（わけ）ではなく，彼女の圧倒的な

生命力に，私，壊れてしまったんです。今に

なったらそういうふうに解釈はできますけ

ど，いったいこれって何？と思ったんです，

私。この人が私（より）圧倒的に偉いんです

ね，私より。圧倒的な偉い人を私が解釈でき

ないと，思いがものすごい強かったんです。

だから彼女は，偉そうに私は解釈できない。

（中略）私のインタビューと私の中で起きた

相互作用の場っていうのがどの場なのかいう

のは私はぜーんぶ調べたんですよ。だから，

フェミニズムを言っている場なのか，いろん

な場があるじゃないですか。だから，でも，

これでもない，これでもない，これでもない，

これでもないということで，結局，私がこの

全部の，フェミニズムだから私が彼女のこと

ですごく共鳴してなったことでもない。そう

いうふうに一つ一つ全部「×」を入れて，その

あとに，私と彼女の中で起きたのは人間変容

の場だったということでたどり着いたんです

ね。（中略）それで自分に起きたことを探って

探っていって，M大学のN先生の人間の変容

までたどり着いたし，この人間の変容という

のがもういわば信仰的に言うと生まれ変わり

なんです。

Jさんは自分の経験をより深く知るために様々な

研究にあたり，人間の変容という概念にたどり着い

た。修士課程修了後は，その研究ができるM大学院

のN先生のもとで博士論文を書くことを決心した。

研究生からのスタートではあったが，Jさんは新た

な環境で自身が体験した溶解体験に関する研究に没

頭することになった。新しい大学院では様々な研究

会や読書会に参加し，自身の溶解体験に向き合い続

けた。そして，教会での奉仕や日本語を教えるとい

図4．第Ⅳ期（贈与者としての生き方を目指す）のTEM図
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う恩返しの裏には，社会的な力関係に基づく恩恵を

伴った授受関係が潜んでいることに気づき，見返り

を求めない贈与の重要性を知るようになった。

もう日本は平和な時代に入り，豊かすぎる時

代に入ってから，私たちはもうおっきくなっ

てるじゃないですか。だから，生きることは

当然であって，生きるうえでどれだけ豊かに

生きるかに関してしか考えてないんじゃない

かなと思うんです。（中略）生きる価値を経

済，お金に置き換えてしまう。そうすると，

交換可能なことで人たちは夢中になりすぎる

んですね。（中略）私も含めてですよ，日本に

来てよりよく幸せに生きるために，日本語教

育に，ほとんどの外国人は学ぶわけじゃない

ですか。日本語教育に出てくるというのはよ

りよく生きるためなんですよ。なのに，より

よく生きらせてもらえないんですね。（中略）

先生たちも，ぶっちゃけた話，本当に生きる

ことって何かというに自分自身に対して深い

問いをして，そこに対しての深い考えを持っ

たことはあるのかなって思うんです。生きる

ことに対して深く考えてない先生たちがどう

やって，生きるために来た外国人にただ日本

語っていう薄っぺらな道具をもって教えるん

ですか。だから，そこは次元が違う話が出て

くるんだと思うんです。自分自身が背負って

きた生き方の枠というか，自分の人生で自分

が背負ってきたものの重みというのは，私は

神様からの，すべてがギフトだと思います。

そのギフトをもらってる人は返さないといけ

ないし，それが贈与なんですよ。

物質主義的な価値観に支配された日本社会で生き

る人々は，生きる価値をモノに見出し，生きること

によって得られる対価として交換可能なものを求め

るようになっていく。それによって，学ぶこともい

い大学を出て給料が高い大企業に入るという成果を

得るために行うようになる。学ぶということは，よ

りよく生きるためのものであるはずなのに，日本語

教育の文脈でも，より価値のある何かと交換するた

めの教育が行われているのではないかと Jさんは考

えている。日本語教師もモノに恵まれたよりよい生

活が将来送れるようにするための道具として日本語

を教えるのではなく，日本に来た外国人がよりよく

幸せに生きられるようにするにはどうすればいいの

かを考える必要があり，そのためには，まず日本語

教師自身が生きるということに向き合わなければな

らないと語った。Jさんは日本語教育における課題

と贈与の重要性を見出し，研究活動をさらに進めよ

うとしたが，再び母親業に専念するだけではなく，

韓国に仕送りをする必要も出てきたため，仕事を重

視せざるをえなくなり，自身を探る世界から離れる

ことになった。

本の世界というか，その世界から出たくない

という気持ちがすごくあるんです，精神的に

は。（中略）向こうの世界いきたい，向こうの

世界は規則もないし，規律もないし，自由だ

し，夢のような感覚だし。食べて本を読んで，

食べて本を読んでたらいいかなっていう感

覚。（中略）でも体は，弁当作らないといけな

いし，生ごみの日確認しないといけないし，

集中できない。だから，もうあのときにもう

失敗いっぱいしました。もううっかりが一つ

二つじゃなかったです。もうそれって結構大

事なんですよ，主婦にとっては。（笑）。そこ

の平均感覚というかバランスが取れてなかっ

たので本当大変でした。どっちが大事なのか

わからなくなるんです。なので，もし私が子

育てをしないで，家族がいない，そういう立

場で，独り身で研究者だったらどれだけい

いかっていうのを何度も何度も思いました。

で，主人が見かねてちょっとやめたら？って

言ったんです，勉強。ちょっと休んだら？っ

て。子どもたち大学入れてからまた始めてい

いんじゃないかなって。私もそうしよう，だ

から，確かにそうや，でもそうだなと思った

けど，やっぱり母のがんの治療が始まって，
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お金をもう送らないといけない状況になっ

て，やっぱり私，ちょっと今もう魂とかそん

なんやってられないわと思って（笑）。（中略）

それがなかったら私，多分もう一回M大の試

験（入試）受けようと思ってたと思うんです。

それぐらい好きだったんです。

この後，Jさんは研究の場から離れるという苦渋

の決断をし，大学での留学生教育を続ける傍ら，通

訳や翻訳などの仕事に精を出すようになった。しか

し，インタビューを開始して間もない頃，再び Jさ

んの研究への思いを再燃させる出来事が起きた。そ

れは大学院の恩師の死であった。

先生が及ぼす影響力っていうのは弟子たちの

人生を変えるんだということでの，生きてい

る，もう，だから見返りを一切期待しない贈

与性の一番最高がやっぱり死じゃないです

か。なので，イエスの死とソクラテスの死，

その流れでニーチェが作り出したツァラトゥ

ストラの死というそれと，夏目漱石までた

どっていくと，先生の死というのは弟子たち

に影響を及ぼすんだっていうことですけど，

私，それを学問で学ぶときは，イエス様は私

は信仰とかかわりがあるからすごい納得した

んですけど，本当にO先生の死は，おとなし

く生きていこうって，所詮頑張ったって私こ

こまでかなって思ってた私を奮い立たせるよ

うな何かがありまして。（中略）私も先生（筆

者）からインタビューとかも，役立つことが

あればという，初めは消極的な態度だったけ

ど，やっぱり学会も出て勉強して，自分が発

表したいことがあったら発していかないとい

けない。（中略）このままではちょっと嫌です

ね。最後頑張ってみます。

このインタビューは冒頭に記したように，ノンネ

イティブ日本語教師である Jさんが日本に来る留学

生に日本語を教える意義を問われたということを聞

いたのがきっかけで始まった。インタビューを依頼

したときは快く応じてくださったため，複雑な思い

を抱いて生きてこられたことについては知る由もな

かったが，Jさんがネイティブ日本語教師からの問

いかけを私に伝えたのは，日本人でも韓国人でもな

い Jという一人の贈与者としての生がそのときすで

に始まっていたからかもしれない。

4． Jさんとの語り合いに関する Jさんと
筆者による考察

以上，Jさんの生の物語とその解釈を示した。それ

を踏まえて考察を行うにあたり，本研究のきっかけ

となった Jさんへの問いかけに立ち返ってみると，

その問いかけは①なぜ本研究を始めたのかという

研究の意義，② Jさんは自身の日本語ノンネイティ

ブとしての日本社会での経験を，筆者は日本語ネイ

ティブとして Jさんの経験をどう解釈するのかとい

う解釈の問題，さらには，③そのような問いを Jさ

んに投げかけた日本語教育の現状をどう捉えるべき

なのかという課題を内包していると考えられる。次

に，前節の Jさんの経験を概観しながらこれらの3

つの点について筆者と Jさんの考察を以下にまとめ

る。

4．1．本研究の意義：ことばの市民という観点からJ

さんの生を知る

本研究の中心的な意義は，Jさんがことばの市民

としてどのように生きてきたのかを知ることで，

様々な生がぶつかり合う有機的な関係の総体である

社会から切り取られ，無機質で閉鎖的になりがちな

日本語教育という文脈を再考し，ことばの市民形成

を目指す言語文化教育へと変容するために必要な示

唆を得ることにある。次に，JさんのTEM図とその

解釈をもとに，ことばの市民としての行為主体性の

構築過程についてまとめる。

まず，Jさんは来日後，日本語学校を経て大学院

で研究生としての生活をスタートさせることができ

た。実際には，大学院生活は一時中断させられた
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が，日本語学校から大学院へと進んだこの過程は，

「名前はなく，韓国から来た女」で，日本社会では何

のキャリアも人間関係も持たない個として存在して

いた Jさんが日本での Jさん自身を築いていく過程

であったと言える。また，「なんでこんなことをし

ないといけないのか」という思いが示しているよう

に，特に日本語が話せなければ通じない日本社会の

中で，日本語学校の教師や韓国の大学の指導教員か

らの働きかけを受けてキャリア形成の道を歩まされ

てきたことも，名前のない孤立した個人という認識

を生む背景にあったのではないかと考えられる。J

さんはキャリア形成の道を順調に歩み続けたが，出

産や主人の転勤に伴い，そのキャリア形成の道から

いったん外れることになった。女性が置かれている

社会的地位がキャリア形成という面においては抑制

力として働いただけではなく，震災と避難生活が J

さんにキャリア形成の道から離れることを決意させ

ている。また，避難生活を経験した自身を「何
なにじん

人何
なにじん

人

という垣根がなくなり，ともに生きる人」として表

現しているが，この日本人や韓国人という違いがな

くなったのは，避難生活で人を区別することなく助

け合うということを経験したからであり，震災に

よって破壊された社会関係を再構築する過程に Jさ

んも参加していたことが，この認識をもたらしたと

言える。さらに Jさんは研究のためのインタビュー

を通して，日本人でも韓国人でもない，私，Jって

いう一個人になったと語っている。これは Jさんが

認識している世界を根底から覆し，世界の捉え方を

再構築する溶解体験を経験したことがその理由であ

る。Jさんは，震災後の社会関係の再構築とインタ

ビューでの自身の世界観の再構築という2つの過程

の中で，社会の中に位置付けられなかった個人から

民族を超えた一人の市民として，そして，Jという一

人の市民として自身を社会に位置付け，社会におけ

ることばの市民としての行為主体性を構築してきた

ということである。さらに Jさんは，Jさんの世界を

覆したインタビューイーが持つパワーを贈与という

概念で解釈し，その贈与について追及するとともに

日本語教育においても実践するべきであると考える

ようになった。再び母親業に専念するだけでなく，

韓国の母親の闘病生活を経済的に支援しなければな

らなくなったことから，その追及は一旦中断させら

れることになったが，恩師の死による贈与を受け，

新たに贈与の意味の追求と贈与を実践する者として

の行為主体性を構築している。以上のように，Jさ

んは社会的文脈に潜む助勢を受けながら，Jさんが

置かれている社会が方向付けた社会実践を遂行し，

社会関係を構築・保持して行くことで自身を社会の

中に位置付けてきた。また，そこには天災や女性の

社会的地位から生まれる抑制に加え，家族の問題と

いった抑制力も働いており，それらの力の複合的な

作用が Jさんに Jさんの求めるべき姿を築かせた。社

会にある様々な力によって Jさんは作られ，また Jさ

んが所属する社会を作り替えていくという過程に，

Jさんのしなやかな行為主体性が発揮されていると

言える。このしなやかさについてはレジリエンス

（Masten et. al, 2011）という概念で説明することが

できる。このレジリエンスについては，「“どのよう

な回復”を“どのような手だて”を通して目指すのか

という回復の志向性」（レジリエンス・オリエンテー

ション）を明らかにした研究がある（平野，綾城，能

登，今泉，2018）。この研究では困難を経験した後に，

元の心理的水準に戻ろうとする復元，同じ水準にと

どまる受容，元の水準とは異なる次元へ向かう転換

という3つの志向性と，一人・他者・超越という3つ

の回復のための手だてがあることを示している（表

1）。例えば，「一人で行動する」や「他者に助けても

らう」ことで回復するケースもあれば，超越的なも

の，つまり人の手を超えたスピリチュアルなものに

期待することで回復することもある。

表1をもとに Jさんの生を振り返ると，Jさんは

引っ越しや妊娠などの社会的方向づけに対しては受

容することで，震災後のストレスフルな状況につい

ては他者からの支援を受けることで復元していたと

捉えることができる。さらに，自分が見つけられな

い不安や育児・震災後のストレスからくる不安につ
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いては，神様の救いといった肯定的な意味を教会で

見た風景の中に見出すことで報われようとする精神

状態の転換によって回復していたと見ることができ

る。非線形的で複雑な構造を持つ社会で行われてき

た Jさんの行為主体性の構築はこのレジリエンスと

いう能力によって支えられてきたのである。

4．2．解釈の問題：Jさんの経験をどう解釈するのか

次に，語り合いの一部を取り上げ，Jさんと筆者が

Jさんの経験をどう解釈するのかという問題につい

て検討する。

筆者：（中略）言語観っていうんですかね，日本

語に対する考え方が違うよねっていう。やっ

ぱり手話と日本語って二つの言葉が家の中に

あって，よくよく考えるとネイティブじゃな

いのかもっていう。ちょっと距離はあるんで

すよ。いじめられてきたっていうのもある

し，あの人たちちょっと話めんどくさいから

かかわらんとこうとか，笑い者にされると

か。

J： それいつですか。

筆者：子どもんとき。僕じゃないですけどね，親

が。やっぱりそこに一緒にいると。

J： じゃあ同じグループになれない，そうよね。

筆者：そう。そういうのはよく見てましたし，あ

んな人の子どもで大変やねってよく言われる

こともあったんです。僕ら子どもやったし弱

かったので，親を無視して，あんな変なんや

から僕も困ってるんですっていう嫌な言い方

をして，そっちについていこうとするんです

よ。すっごい嫌な気分になるんですよ。でも，

それは一つの生き方っていうか。

J： 生き方ですね。

筆者：そういうことをずーっとやってきたよねっ

て。もうこれもわかってたし，

J： でもそれってすごい似てるのが，在日の人

は，私は韓国人でないし，あのグループじゃ

ないよ，日本人に切り替え，日本人よりも日

本人らしく生きている在日も，（筆者：生きて

る人たちいます。）いっぱいいますし，それと

すごい似てますね。

筆者：似てるんです，そうなんですよ。で，土地

柄在日の人もいっぱいいて，ちっちゃいとき

から友達もいるし，そういう人たちの生活も

見てると，何となく重なる部分はあったんで

すよ。何となくちっちゃいときにね。まあ全

然違うのは違うんだけど，環境とかは。でも

何か共通してるようなっていう，何となくぼ

んやりは，

J： あります。（中略）だから，韓国人なんだけど

あなたはちょっと違うから，特別に私たちの

世界に入れてあげるというところの優しさ。

勉強もできるし，（中略）日本語もできるし，

だんなは医者やし，どこかに一緒に行ったろ

う，恥ずかしくないし。クリアしてるんです，

彼らの条件に。

筆者：条件にね。自分も一緒にいて恥ずかしくな

表1．レジリエンスのオリエンテーションの構造
レジテンスの手だて
一人 他者 超越

オリエンテーションの種類 復元 行動する 
手だてを考える

助けてもらう 期待する

受容 考えない・受け入れる 共感される・否定される 委ねる

転換 捉え方を変える 
方向を変える

相対される 認められる 報われる

出典：平野真理，綾城初穂，能登胖，今泉加奈江（2018）．投影法から見るレジリエンスの多様性―回復への志向性
という観点『質的心理学研究』17，p. 58



293

『言語文化教育研究』17（2019）

いって感じ。

J： ない，そう。プラス，しゃべってたら楽しい

し，そういういろんな条件クリアした，だか

ら仲間に入れてもらえて，そういうのもあり

ますよ。

筆者：何かすごいちっちゃいときの感覚っていう

か経験が，

J： オーバーラップするでしょ。（筆者：すごい

オーバーラップしますね。）オーバーラップ

しますよね。だから私も，教会に来てて，

こっちの人たちの生き様とか生活とか見てて

も，頭がいいかで決まるんです（中略）。も

う何これ？っていう感じで。なんですけど，

でも，だから生きることを正しく学んだとこ

ろもあるんです。こういう人たちはこういう

感じで生きてきてるんだから，この人たちが

日本語を学ぶとか，生きるということは日本

語とは関係ないんですよね，生きることとは

ね。

以上の例は，本研究の語り合いにおける解釈には

「バイカルチュラル」（Grosjean，2010）な視点が介在

していることを示している。筆者はろうの両親のも

とに生まれた聴者（コーダ，CODA：Children of Deaf 

Adults）であるが，コーダは家族構成や両親の聴力

レベル・使用言語・生活域・価値観などにより，使

用言語やろうの捉え方等が多様であると言われてい

る（宮澤，2013）。また，ろうの文化と音声日本語の

文化というバイカルチュラルな視点を持つと同時に

所属感をめぐってジレンマを抱くことが分かってい

る（中井，丸田，2018）。上述の筆者の発言はろうと

聴という2つの文化の間で経験したゆらぎに関する

ものであるが，それを受けて Jさんは教会で接する

女性たちの環境と自身が置かれている環境を再認識

し，それらを言語化する過程が見られている。これ

は，他者の考えや気持ちをそれと類似した自分の経

験に置き換えていくうちに，理解可能なものに変

わっていく他者理解の過程（鷲田，2013）であり，筆

者と Jさんのそれぞれに自身と両者の背景にある価

値観や先入観を内省することで（解釈学的循環）自

己の再解釈が起こっている部分であると言える。J

さんは日本語と生きるということについて，筆者は

自身のゆらぎの経験について捉え方を新たにしたと

いうことである。また，中井（2017）において，中国

出身の就労者が文化資本やコミュニティからのエン

パワーメントを活用しつつ，妥協できる自らの在り

方を積極的に選び取ることでアイデンティティを構

築していく過程が指摘されているが，上述のやり取

りで語られた筆者自身の経験においても，また，Jさ

んが見てきた在日韓国人女性の生き方においても戦

略的に妥協点を目指す生の在り方を窺うことができ

る。つまり，日本社会での生を解釈する際には，日

本文化と母文化を往還しながら妥協点となる地位を

獲得していくというバイカルチュラルな視点が重要

であることを示唆していると言える。しかし，言語

を基準にした文化とそれに基づくバイカルチュラル

という視点については検討の余地があると考える。

それは，Jさんの「生きるということは日本語とは関

係ない」ということばと，日本語も手話もネイティ

ブではないかもしれないという筆者自身の発言が示

唆するように，日本での「生」は「日本語」によって

規定されるという捉え方そのものを変えなければな

らないからである。ここで重要となる概念の1つが

Translanuguaging（Garcia & Li，2014）である。Trans-

languagingは，2つ以上の多様な言語をリソースと

して自身のことばを操ることで，意味や経験を形成

し知識を獲得するプロセスである。この概念を応用

すると，社会で生きるということは，様々な言語リ

ソースをもとに集団や社会と折り合いをとりつつ意

味や経験を作り知識を獲得していく言語文化活動を

行うことであると考えることができる。さらに，文

化はいくつかの文化と融合し変容するものであると

いうTransculturalな視点で文化を捉えることも重要

であると考える。このように捉えることで，日本で

の「生」に関する解釈が日本語とその他の言語，また

それに準じたそれぞれの文化というように，言語を

対立軸とした本質主義的な解釈に陥ることなく，意
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味や経験の形成・知識の獲得という本来の生の本質

に基づいて行われるようになると考えられるからで

ある。

4．3．日本語教育の課題：日本語教育から言語文化

教育へ

次に Jさんが考える日本語教育の在り方について

記述する。まず，Jさんが日本語教育に関して抱いて

いる危惧についてその一部を引用する。

J： （外国人は）まず外国に来て生きてみようと

するところが普通のエネルギーじゃないで

す。ただ中途半端な優しさは持っている先

生は食われやすいんですよ。かわいそうや

ね，日本語慣れてないから大丈夫かな，不便

かなという程度の優しさで，どんどん彼らの

欲望に巻き込まれて苦い思いをしてしまう。

（すると）次からちゃんと距離を置くんです

よね。そのあとはもう来るなよって。常に対

峙をして，日本語という武器を持って，ぴし

ぱしぴしぱし言って距離を持たせるんですよ

ね。その現状が私は正直歯がゆいんです。（中

略）それで，そのあとにもっとずるいのが，

うーん，日本人は使わないかな。めっちゃ，

逃げるわ。もう超逃げる。で，据わりが悪い，

ちょっと据わりが悪いからねーって。日本人

はあんまり使わないねーって。

筆者：もうそれ言われたら，距離作られて終わり

じゃないですか。

J： そうそう，終わりですよ，先生。もう来るな

よって。それで自分の尊厳を保つ。でも結局

そういうことがすべて，何かっていうと生命

力なんです。自信がないんですよ。（中略）平

気に人格を無視するような，頭が悪い，地頭

悪いっていうふうにおっしゃるんですけど，

じゃあその先生が立場を逆にしててそういう

ふうになれるかっていうと，絶対そこにはな

れないんです。常に対峙をして，日本語とい

う武器を持って，それもネイティブが持って

る日本語っていうのはどれだけ弱いか。なの

に，それをもってずーっとちょこちょこ出す

んですよね。切れ味も悪いのに。

Jさんはこのほかにも多くの時間を割いて日本語

教育の現場で感じていることについて語っている

が，日本語教育に関わり始めた当初からこのように

思っていたわけではない。むしろ Jさん自身も学習

者に知識を伝達する権力者としての立場に立ってい

たのかもしれないが，生まれ変わりを経験してから

は，Jさんの教育への認識が大きく変わったのであ

る。よりよく生きるためにあれだけ勉強して，日本

語ができるということが幸せだと思っていたが，日

本語があんまりできないインタビューイーに幸せだ

と断言されたことで，自身の世界が手段と目的で秩

序付けられており，何かの役に立つから，あるいは，

何らかの目的を達成したいからという有用性や合目

的的な思考に基づいた世界に生きているということ

に気が付いた。つまり，生まれ変わりと表現された

自己変容は，手段と目的という関係で秩序づけられ

た世界の一部としての自己から，意味や価値によっ

て構成される世界で生の意味を生成する存在として

の自己へと認識が変わったことを意味している（矢

野，2013）。生まれ変わった Jさんは，自身が受けて

きた，あるいはボランティア教室で実践していた日

本語教育は，無意識のうちに日本語ネイティブを究

極のゴールとし，日本語能力を学習者に注ぎ込んで

いく発達としての教育であったと認識を改めた。こ

れについて Jさんは，フロム（1976/1977）を引用し，

日本語学習の2つの様式について説明している。一

つは日本語を受動的に受け入れ，自分が持っている

情報量を増やす「持つ（to have）様式」の学習であ

り，もう一つは日本語を能動的に選択し，生命力を

新たに生み出す「ある（to be）様式」の学習である。

Jさんよりも日本語能力が低いインタビューイーの

「幸せ」だという言葉は，日本語の知識の豊富さや

遂行能力の高さではなく，強い生命力を持つ「ある

（to be）様式」の学習者であることの証であり，学習
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者の生命力を高め，生の意味を生成するために生き

ることを伝える贈与としての教育が必要だというこ

とである。つまり，上記のインタビューからの引用

は，日本語教師が「持つ（to have）様式」の教育を

進めていることへの批判だと言える。ネイティブで

ある自身を究極のゴールと設定し，そのゴールに近

づくよう学習者を指導するが，いざ近づきすぎると

ネイティブ性を盾に学習者との間に隔たりを作るこ

とで自身を守ろうとする。このように教師は自身の

権威を保ち，日本語教室の場に君臨し続けるのであ

る。Jさんへの問いかけが示しているように，ネイ

ティブがモデルだとするネイティブ・スピーカリズ

ム（Holliday，2005）というイデオロギーのもと，発

達モデルとしての言語教育を受けてきた日本語教師

は，自身の実践の中でこの発達モデルを再生産して

いる。しかし教育というものは発達モデルではな

く，能力を得て変容する組織体である学習者にその

能力を作り出していく生成モデルに基づいているべ

きである（Deleuze & Guattari，1980/1987）。そうす

ることで教育は人々の生の追求を可能にする市民性

教育へとその姿を変えることができると言える。さ

らに Jさんは，日本語教師が生命力を高める教育を

実践することができないのは教師自身の生命力の弱

さに原因があると指摘している。

J： 試験では（動詞の変換の際）小さい「つ」も入

れて，きれいに書いて合格しました。それは

よいのかもしれませんけど，その人がずーっ

と成功すると思いますか。

筆者：いるだろうし，そうじゃない人も，もちろ

ん出てくるよね。

J： だから，私たちが日本の教育の現場で，もち

ろん学問的に大学で教えるときもそうなんで

すけれども，学問的に教えるときも，日本で

日本語をきれいに正しく使う方法じゃなく

て，日本で生命力があって，生き生きと生き

られるようなことを教えるべきなんじゃない

ですか。(中略）もう一つ質問は，日本語教育

の教室，日本語教えに入るときに，先生はわ

くわくしますか。青い空を見て，風を感じな

がら入るんですか。そういう青空もなく星空

も風も（感じ）ない先生は，フロックコート

を着た学会の帰りの先生なんじゃないでしょ

うか。幼い学生たちは，そういう先生に会う

と，どんどん押されるんじゃないですかね。

で，自分自身が，もう日本に来るときにはも

のっすごい生命力で，エネルギー持ってるの

に，それを私たちがフロックコートを着た学

会帰りの先生になって，ずーっとずっとそれ

を抑えて，どんどん細めるような指導方法を

してるのではないんでしょうか。（中略）ル

ソーは生きることって感じることだって言う

んです。日本語教師の先生たちに聞きたいん

です。いったいあなたは日本の文化，日本の

自然，そしてあなたが住んでる日本に対して

どれだけ感じながら，感動しながら生きてい

ますかって。感動がない先生に日本語を学ぶ

のってあんまりにも虚しくないですか。

Jさんはこの指摘を振り返り，矢野（2014）を引用

しながら次のように日本語や日本語教育の在り方を

考察している。日本語は私が「いま，ここ」で感じ

ていることを伝えるツールであり喜びをもたらすメ

ディアである。人間はこのメディアを介して生きる

ことの意味を絶えず学習し続けねばならず，教育は

人間がメディアを介して生命力を高めることを導く

奉仕である。つまり，日本社会で日本語を学ぶとい

うことは，生きるという意味を日本語を介して学ぶ

ことによって，ことばの市民としての生命力を獲得

していくということであり，それを実現するために

は，日本語教育が日本語を学ぶ人や日本社会の変容

を可能にする言語文化教育へと生まれ変わらなけれ

ばならないということである。

5．まとめ：Jさんの生の物語とその展望

以上，Jさんを理解する試みについて記した。Jさ

んとの語り合いは，Baynham and De Fina（2017）が
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示すように，定住先である日本社会での Jさんの生

の意味を生成する実践となった。この実践は Jさん

には，自己変容という経験についての内省を通し

て，現在の自己を受容するとともにこれからの自己

像を明確にする機会をもたらした。一方で，筆者に

とっては，ろうと聴のどちらの社会にも所属できな

いというゆらぎとジレンマは自身が持つろう文化を

自己に閉じ込め，聴の社会に同化しようとするプロ

セスであったと解釈し直す機会をもたらした。つま

り，語り合いは，Jさんと筆者のそれぞれが所有して

いる過去にくくりつけられた同一性から解放するも

のであり，互いに互いの自由を贈る過程であったと

言える（鷲田，2013）。また，世界を見るための内的

レンズとアイデンティティや行為を導く内的モデル

となる二人の内にあるそれぞれの自己物語が，語り

合いを通して変容し自己物語による不当な支配や抑

圧から解放された実践であったとも言える（ガーゲ

ン，2004）。言語教育は，目的を達成するための忍耐

力や逆境に耐える力であるレジリエンスを促進する

ことで，言語学習者の幸福（well-being）の追求を優

先するべきであると言われている（Oxford，2016）。

Jさんが語った生の在り方と教育における贈与の重

要性は学習者の幸福の追求と関連するものであり，

より深い議論を継続することが求められるだろう。

語り合いの中で Jさんが日本語教師である筆者に問

いかけたように，本稿が Jさんの生を辿ろうとする

人々にも問いかけとなり，それが自己物語の変容を

生み出す機会となることを願っている。
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Abstract

This research employs narrative inquiry using dialogic storytelling to make sense of the 

life of a Korean female immigrant, J, who has acquired linguistic citizenship in Japan. 

This dialogue was facilitated by Trajectory Equifinality Modeling (TEM), which led both 

J and the researcher to re-evaluate their understanding of their lives and place in society. 

Through J’s experience of suffering after a big earthquake and subsequent evacuation 

from her home, along with her interaction with oppressed fellow female immigrants from 

Korea, she changed her perception of language and self-image of herself as a citizen of Ja-

pan. Through this self-transformation, she learned that education should enrich students’ 

lives unconditionally. Now she is engaged in teaching overseas students as a non-native 

Japanese language teacher. Through this dialogue with J, the researcher has also become 

more aware of the necessity to reflect on the native speakerism which is deeply rooted in 

Japanese society, and come to understand that language education should support learn-

ers to develop resilience and exercise agency in their lives outside the classroom.
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