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概要

日本語教育関係者を対象に，フォーラム・シアター（FT）と呼ばれる演劇ワークショッ

プを実施した後で，参加者に対するインタビューを実施し，各参加者にどのような変

容があったかを分析した。その結果，ある参加者はFTへの継続的な参加を経て，ネ

ガティブ・ケイパビリティ（すぐに答えを求めず考え続ける能力）を深化させていった

ことが確認されたが，一方でFTに明確な終着点を求めてしまう参加者もいたことが

確認された。またある参加者は，FTでは「一人称的アプローチ」（自分の内観をそのま

ま他者に当てはめて理解しようとする）によって他者理解をしようとしていたが，そ

の後他者から「二人称的アプローチ」（対象の情感を感じ取り，対象の訴え・呼びかけ

に答えようとする）を受けることで，一人称的アプローチから脱却していくプロセス

が確認された。このことを踏まえ，この種のワークショップを運営する者に求められ

る配慮についても論じた。
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1．「フォーラム・シアター」からの学び

「フォーラム・シアター」（以下「FT」）と呼ばれる

演劇ワークショップ手法がある。これは，ブラジル

の演出家アウグスト・ボアールによって考案された

演劇ワークショップ手法（ボアール，1975/1984）で，

概略以下のような手順で行われるものである：(1) 

参加者が数名ずつの小グループに分かれ，「日常生

活における問題」を題材とした寸劇のプロットを考

本研究は JSPS科研費16K02799の助成を受けた。
* E-mail: smudr@boz.c.u-tokyo.ac.jp

案する。(2) 1つの小グループがそのプロットに基づ

き，他のグループの前で劇を即興的に演じる。(3) 再

度その劇を演じる中で，観客は「自分にとって気に

なったところ」「自分なら（先ほどの劇中の登場人物

とは）違うように振る舞うだろうと思ったところ」

でその劇をいったん止め，その違和感の理由などに

ついて発言する。(4) その人が登場人物のひとりと

入れ替わり，同じ状況設定の中での演じ直しを行

う。(5) 入れ替わった演者のリアクションによって

状況がどのように変化していったかなどについて，

ファシリテーターとともに，参加者全員で議論を行

う。
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この手法においては，観客が登場人物の1人にな

り替わり，同じ場面で同じ役割を演じてみることに

より，その場面であり得る様々な振る舞い方の可能

性が提示されることになる。またそうした多様な振

る舞いに触れ，自分がどのように感じるかを自問す

ることで，その問題に対する自らの基本的態度を問

い直すことが可能となる。

筆者らのグループは2018年2月，日本語教育関係

者を対象とするFTを実施した。本論では，参加者3

名およびファシリテーター1名に対する事後インタ

ビューの多角的分析から，1. FTに参加することは

どのような種類の変容をもたらすのか，2. FTをよ

りよい学び1（望ましいと考えられる変容）につなげ

るため，運営者側としてどのような配慮が必要とな

るか，等について論じる。

なお，グループ内での協働的な分析の過程にお

いて，我々は「ネガティブ・ケイパビリティ」（帚

木，2017）および「二人称的アプローチ」（レディ，

2008/2015；佐伯，刑部，苅宿，2018）という概念と

出会い，かつこれらの概念を援用することにより，

今回の参加者の変容の質がよりよく説明できること

を発見した。論述に先立ち，これらの概念の定義を

以下に示しておく。

ネガティブ・ケイパビリティ（negative capability：

帚木，2017，p. 3）

性急に証明や理由を求めずに，不確実さや不

思議さ，懐疑の中にいることができる能力

二人称的アプローチ（second-person approach：佐

伯，ほか，2018，p. 21）

1　我々は本論において「学び」という概念を，「具体
的な到達目標を持つ」ものとは捉えていない。久保田
（2012）によれば「ワークショップによる学び (learning 

at workshop)」とは，主催者によって予め定義されるも
のではない。主催者は参加者に，様々な体験をしてもら
うための場を設計するが，そこで参加者が具体的に何を
「学ぶ」かは，基本的に参加者自身の主体性に任される。
あえて言えば，参加者にプラスの価値付けが可能な「変
容」が起こったとき，それを「学び」と捉える，というこ
とになる。

対象を自分と切り離さないで個人的関係にあ

るものとして，情感をもってかかわり，対象

の情感を感じ取りつつ，対象の訴え・呼びか

けに「答える」ことに専念すること

2．「演じること」を学びに活かす試み

2．1．試みが目指すもの

近年，「演じること」を学びの場に取り入れること

で，学びのあり方を活性化し，また新たな形の学び

を模索しようとする多様な試みが行われている。ま

たそうした多様な試みが目指すものは，もちろんお

互いに重なり合いつつも，少しずつ異なっているよ

うにも思われる。

いまここで，そうした多様な試みを，①「文脈化

された自然なコミュニケーションの実現」，②「身体

を通じた学び」，③「自己と状況の問い直しと変革」

という3つのキーワードでまとめてみよう。

2．1．1．「文脈化された自然なコミュニケーション

の実現」のための演劇

現実のコミュニケーションとは，必ず意味のある

コンテクストの中で行われるものであり，「だれが，

だれに向かって，何のために」が必ず問われること

になる。またそこには，狭い意味での言語的要素の

他，韻律・リズム等のパラ言語的要素，表情・身振

り・相手との距離のとり方などの非言語的要素が総

合的に関わっている。言語教育の中に演劇を取り込

むことで，リアルなコンテクストの中での自然なコ

ミュニケーション能力の向上を目指すのが上記①の

アプローチであり，野呂，平田，川口，橋本（2012）

で提唱されている「演劇で学ぶ日本語」などがこの

立場を代表するものといえる。

2．1．2．「身体を通じた学び」のための演劇

一方で，他者との「コミュニケーション」というと

ころから離れ，身体というものの持つ意味を問い直
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そうとする，上記②のような試みも存在する。高尾

（2012）が提唱する「インプロ」（即興演劇）などがそ

の典型例である。

高尾は，メルロ=ポンティの身体についての思想

を援用しながら，「からだ」には「主体としてのから

だ」と「物としてのからだ」という2つの側面がある

としている。前者は「意識の源」であり，何かを見

て考える主体である。一方後者は物理的な存在であ

り，見られる客体である。ここで「からだ」は，主体

でありながら，同時に物でもあるという両義性を備

えた存在として捉えられている。

そして従来は，「主体が物を動かす」という方向性

のみに焦点が当てられてきたが，「物が主体を動か

す」という逆の方向を想定することもできる。言い

換えれば，「考えから行動がつくられるだけでなく，

行動から考えがつくられる」こともあるということ

であり，高尾は「物を変えることでそれと表裏一体

である主体が変わり，また主体が変わることで表裏

一体の物が変わる」という循環こそを，再定義され

た「学び」としてとらえなおそうとしている（高尾，

2012，p. 35）。高尾は，こうした意味での「学び」を起

こすための仕掛けとして，いつもとは異なる場に自

分を置き，今までとは違うパフォーマンスを行って

も抑圧されたり排除されたりしない「演劇的な場」

を活用しようとしているのである。

2．1．3．「自己と状況の問い直しと変革」のための演

劇

今回取り上げるFTという試みは，②の「身体を通

じた学び」にもある程度の重点を置きつつ，最重視

しているのは③「自己と状況の問い直しと変革」で

あるように思われる。

この手法の提案者であるボアールは，パウロ・フ

レイレがその主著『被抑圧者の教育学』（フレイレ，

1968/1979）で展開した，「抑圧された人々のエンパ

ワーメントとしての教育」という思想から大きな影

響を受けている。ボアールによれば，従来型の演劇

における「観客」は，状況に対し能動的に働きかける

ことを禁じられており，その意味で，「社会的・文化

的・政治的に抑圧された人々」とパラレルな存在と

して捉えられる。

ボアールは「観客を解放すること」を目指す。彼は

言う：

観客を人間化すること。からだをひらいて，

精いっぱい行動する力を，彼のもとに奪い返

すこと。そのことが必要なのだ。観客は俳優

と同じように，主体として，行為する人間と

して，存在しなければならないのである。観

客は俳優となる。そして俳優もまた観客とな

る。そのどちらもが主体として，行為者とし

て，同等な立場に立たねばならないのだ。（ボ

アール，1975/1984，p. 78）

観客は，ある「うまくいかない状況（何らかの意

味で抑圧された状況）」に主体的に参加することに

より，その場でどう振る舞うことによって変革がも

たらされるかを主体的に考え，自らの身体を用い，

周囲の環境と協働的に行動することになる。そのプ

ロセスを通じて観客は，自分はそこでなぜそういう

行動をとるのか，日常の実生活において自分はどの

ような行動を，なぜとっているのか，ということに

ついても省察を行うことになる。それはまた，自

らの実生活において起こり得る「うまくいかない状

況」においても，何とかそれを変革していこうとす

る意識をエンパワーすることにつながっていくので

ある。

このように，「ある虚構の場に主体的に参加して

みることによって，自分の実生活を変革していく意

識のエンパワーを促す」という点が，他の同種の取

り組みからFTを特徴づける独自性であると言える

だろう。

2．2．FTを用いた実践

「自己と状況の問い直しと変革」を目指すFTは，

様々な場において実践され，その有用性が多数報告

されている。例えば，中学校における難民・ホーム



386

「演じること」による教師の変容の可能性　宇佐美洋，岡本能里子，文野峯子，森本郁代，栁田直美

レス問題の検討（Day，2002），大学でのキャンパス・

セクシャル・ハラスメントの検討（花崎，2004），高

齢者の遠隔コミュニケーションシステムに対する興

味と理解の促進（Rice, Newell & Morgan，2007）， 保

育実践の省察（中根，2009），養護教諭像の検討（秋

葉，2013）等が挙げられる。

我々研究グループはこの手法を，日本語教育の実

践者に対して実施したとき，そこに実際のところど

のような学びが起こりうるのかを探索することとし

た。

近年日本国内では，多様な背景を持つ外国人の受

入れが進み，日本語教育に関わる者にもこうした多

様性に対応できるような資質・能力が求められてい

る。学習者それ自体も，また学習者を取り巻く環境

も多様化している昨今，その多様性を単に知識とし

て理解したり，「こういう場合にはこのように振る

舞うことができるとよい」というマニュアル的な技

能習得を行ったりするだけではまったく不足であ

る。現実の文脈の中で，生身の，身体をもった学習

者と接する際，日本語教育の実践者としての自分は

どのような価値観をもっており，その価値観に基づ

いてどのように行動しているのか，またどのように

行動するのがよいのかについて，その場で主体的に

考えていかねばならない。さらに場合によっては，

日本語教育を取り巻く問題を改善していくために，

教室外の世界に対し何らかの働きかけを行っていく

必要もあるだろう。

こうした状況は，前述のように「ある虚構の場の

状況に主体的に参加してみることによって，自分の

実生活を変革していく意識のエンパワーを促す」と

いうFTという実践と親和性が高い。こんにち，日

本語教育の実践者に対してFTを実施し，そこで起

こり得ることを分析していくことは極めて意義ある

ことと考える。

また従来のFTの実践報告の多くは，その実践の

有効性や意義を論じるにとどまっており，FTを実

施するにあたっての留意点等についてはまだあまり

論じられていない。わずかに三津村，関田（2014）に

おいて，フォーラム・シアターは参加者に強い情動

の変化を体験させることになる「劇薬」であり，「葛

藤の未消化がその後の協同学習によって解消される

かどうかを見定めておく必要がある」（pp. 119 - 120）

という一般的注意喚起がなされているが，では具体

的に葛藤がどのように解消されうるかについては特

に述べられていない。

FTにおいて何を感じ得るかは参加者によっても

千差万別であると考えられる。そこで本研究にお

いては，FT参加において葛藤を感じていたと考え

られた複数の参加者に焦点を当てることで，FT参

加者がFTに対して持ち得る多様な姿勢と，参加に

よって得られる変容の可能性を多角的に捉えていく

ことを目指すこととした。

3．FT概要

3．1．参加者・ファシリテーター

参加者は，日本語教育関係者23名（大学・日本語

学校の日本語教員，研究機関職員，地域人材育成

コーディネータ，日本語教育を専攻する大学院生

［留学生含む］）であった。FTという手法の趣旨・概

要について説明した文書を事前に読んでもらい2，興

味を持った人に自由意思により参加してもらった。

かつ，FTの模様が録画されること，FT終了後イン

タビューをお願いする可能性があること，インタ

ビューの内容が研究に使用されることについて予め

了解を得た。

今回のFTのファシリテーターは，FT運営の長い

経験を持つ2名の専門家に依頼した。ファシリテー

ターは全体の進行を司るとともに，観客に，演者に

替わって役柄を演じてみることを促したり，観客や

2　ただし事前アンケート等によれば，少数の例外（後
述するユキ）を除き，FTとはどういうものかについて明
確なイメージを持っている参加者は少なく，「日本語教
育に演劇を応用する」というコンセプトそのものに興味
を持って参加を希望した人が多かったようである。
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演者に感想を訊ねたりするが，演技に対する評価

や，解決策の結論づけなどは行わない。ファシリ

テーターにも，FT終了後にインタビューをさせて

いただくことについて了解を得た。

3．2．当日のスケジュール

FTを含む当日の活動全体は以下のようなスケ

ジュールで行われた

10:00～11:30　アイスブレイキング，事前活動

11:30～13:00　FTについての概要説明・休憩

13:00～14:00　演劇ウォーミングアップ

14:00～14:50　演劇プロット作成

 *参加者の属性・日本語教育経験などにばら

つきがでないよう，主催者側が参加者を予め

5,6名程度のグループに分割。グループごと

に，各人が日頃教育現場で感じている問題点

を共有し，その中から一つのテーマを決め，

それに基づく大まかな演劇プロットを作成

14:50～15:20　試演・投票

 *4グループがいったん全員の前で即興的に

劇を演じ，その後参加者全員による投票によ

り，FTで取り上げる2グループを選抜

15:30～17:40　選抜された2グループについて

FT実施

17:40～18:00　活動全体の振り返り

3．3．選抜された2グループの演劇プロット

ここでは，選抜された2グループがどのような筋

の劇を演じたかを簡潔に紹介する。

3．3．1．先生大好き

場面は，大阪の日本語学校中級クラス。主人公は

20代後半の新米女性教師。京都への修学旅行のプラ

ンを，小グループごと話し合いによって決めること

になっている。学生には京都のことを調べてくる宿

題を出してある。

女子学生（キョウ，役名）は，先生のことが

大好き。話し合いはそっちのけで，「私先生

の隣がいい」「先生と一緒のグループで行きた

い」など，先生にばかり話しかけている。ミオ

は居眠りし，カリオカは携帯をいじってばか

り。ホワは宿題をやってきてあり，話し合い

をまとめようと努力するが，他の学生が非協

力的なので非常に不満。先生は，グループ活

動をなんとかまとめようとするが，自分に好

意を示してくれるキョウを無下にもできず，

てんやわんや。

3．3．2．宿題を破る先生

ある日本語学校の初級日本語クラス。クラスの中

には参加態度が不真面目で，成績がよくない学生も

少なくない。

1人は授業が始まってから，電車遅延のためと称

し遅れて参加。もう1人の学生（チン，役名）は宿

題をやってきておらず，朝学校で，他の学生の回答

を大急ぎで写して提出。しかし先生は，チンの回答

が他の学生の丸写しであることを見破る。そこで先

生は，「これは勉強じゃありません」と言って，チン

が提出した宿題をみんなの前で破り捨てる。また，

宿題のワークシートを新たにコピーするための代金

10円をチンに請求する。

4．インタビュー

4．1．インタビュー対象者

今回の研究では，23名のFT参加者の中から，事

前アンケート，あるいは当日の観察に基づき，FTに

対し特別な印象（葛藤）を持ったと考えられる以下3

名の方々を，インタビュー分析対象者（協力者）とし

て選定した。3名のプロフィールを以下に示す：

 ユキ（仮名，以下同じ）：　大学で日本語教育に

携わっており，授業では演劇による創作活動

も行っている。事前アンケートで，「これまで
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何回かFTを経験したことがあるが，もやも

やした違和感が残ったまま，その感覚としっ

かり向き合う気にもなれずにいることが気に

なっている」と回答。

 キミコ：　日本語学校で日本語を教えている。

職場での自分の経験をもとに劇のプロット

（「宿題を破る先生」）を作成し，演ずるが，自

分の演技が観客から非常に強い反応を引き出

してしまう。そのことに戸惑い，何とか自分

の思いを伝えようとするがうまくいかず，強

い葛藤の様子を示していた。

エリ：　かつて大学で日本語教育を主専攻として

学び，大学院受験準備中。現場での教育経験

あり。キミコの演技に強い衝撃を受け，FTで

キミコの役を代わって演じようとするが，ど

うしても同じようには演じることができな

い。

4．2．インタビュー実施

インタビューは，FT終了後1～2か月後の時期

に，この研究の共同研究者がそれぞれ独立に，対面

で，あるいはSkype等のビデオ通話システムを用い

て行った。共同研究者のほとんども演者としてFT

に参加していた。また数名の共同研究者および筆頭

執筆者は，観察・記録のため演者としては参加しな

かったが，FTの場には終始立ち会っていた。インタ

ビュー時間は1名あたり45分から1時間程度であっ

た。

インタビューに先立ち，インタビュー対象者には

FT当日のことを振り返り，「没入度グラフ」を作成

してもらった。これは，横軸に時間経過とその時の

活動内容，縦軸に「それぞれの活動に対する自分の

没入度」のスケールを示し，自分の「没入度」が時

間経過とともにどのように変化していったかを折れ

線グラフとして示してもらったものである。インタ

ビュアーと協力者は，あらかじめ作成された没入度

グラフを同時に見ながら，それぞれの活動の際協力

者が感じていたことを語ってもらった。

また，特にFT内での葛藤が大きかったと思われ

るキミコに対しては，FT終了後約9か月経った時期

に再度インタビューを行い，その葛藤に自分の中で

どう折り合いをつけていったかを追っていった。

インタビューの分析は以下の手順で行った：1.  

共同研究者がインタビューデータの中から「ある特

定の話題」について語っていると思われる箇所を抽

出・整理するとともに，その話題をうまく要約し得

るフレーズを「見出し」として採用し，その見出しの

下，協力者1人ひとりについての「ストーリー」を記

述する。2. その後筆頭執筆者が，記述されたストー

リーと元のデータをすべて読み直し，共同研究者と

の討議を行いつつ，分析の妥当性，ストーリーの納

得性等について検討する。3. さらに筆頭執筆者が，

統一感・整合性の確保のため，論文全体の記述を調

整する。

5．インタビュー分析

5．1．ユキのストーリー：怒りにも似た違和感と納

得

5．1．1．過去に参加したFTへの違和感

ユキは日本語教育への演劇の活用に関心を持って

おり，これまで2回FTに参加している（最初のFT

への参加は2016年6月）。しかし過去のFTについ

て，

ユキ①：どちらも何か，終わった後に，何となく

もやもやっと，あの，何だろうなって。ま

あ，それで問題が解決できるとはまったく

思っていないけど，まあ，それにしても何か，

何となくすっきりしないなっていう，こう，

ちょっとあまり後味が良くない感じだったん

です。

と述べた上で，今回のFTへの参加動機を，

ユキ②：今回またそういう機会があるから，あの，

じゃあ，またちょっと受けてみたら，何か今
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度は3回目だし，何かが自分なりに発見があ

るかもしれないなと思って。

と述べている。

では，過去のFTに対する「後味が良くない感じ」

とはどのようなものであったのだろうか。それは一

言で言うなら，「会場全体が安直な解決策に向かっ

て一斉に向かってしまうことについての違和感」の

ようにまとめることができそうである。

過去，初めて参加したFTにおいては，地域の日

本語教室で「ちょっと困った教え方をするおじさ

ん」に対しどう接するか，ということが話し合いの

トピックとなっていた。

ユキ③：そこは日本語学校ではなくって，地域の

日本語教室で，教える人は先生でもないし，

来る人は学生でもなくって，ただ近所に住ん

でる人同士で，まあ，たまたまそこで，あの，

お互いできることをするっていう関係だって

いうのが，どこかに行ったまま。（インタビュ

アー：文脈があっちのほう行っちゃって）う

ん，何かこう，日本語教師の，あの教え方の

手引に載ってるようなやり方をすればいいの

にっていうふうに，会場がそっちにワーッて

行ってしまったので。あの，私たちは，その

日本語教師として，なぜ地域の日本語教室の

人に，そのやり方をコピーすることを勧める

のかっていうことを，それはどういう意味な

のかっていうのをちょっと考えなきゃいけな

いよねっていうのを，ものすごく違和感が

あったんですね。その，みんながワーッて

走っていったことに。

ここでは，「その場（地域の日本語教室）の特質や

意味を考慮することなく，既存のマニュアル的解決

策を適用することが提案され，それが他の参加者に

も納得をもって受け入れられてしまった（ように見

えた）」ことについて，極めて大きな違和感（別の箇

所では「耐えられない違和感」「怒り」とまで表現し

ている）を持ったことが表明されている。

5．1．2．「改善」には入っていけない

今回の1回目のFT（「先生大好き」）でも，ここま

で強い感情ではないにせよ，「入っていきにくい気

持ち」を感じていたようである。上述の通り「先生大

好き」のFTでは，グループワークがうまくいかずに

困っている教師が主人公となり劇が展開されていっ

た。FTの再演の際には，観客が劇を途中で止め，演

者のひとりに代わって劇を演じ直すことが求められ

るが，観客の中から劇を止めて演じ直そうとする者

は現れなかった。

FTを見ていたときの思いを，ユキは以下のよう

に語っている。

ユキ④：最初，あの，「この状況を改善するには」

か，「もうちょっと良くするにはどうしたら

いいと思いますか」っていうような問い掛け

だったように覚えてるんですね。その場合の

問い掛けが（注：ファシリテーターからの問

い掛け）。で，これを良くするって考えちゃ

うと，（自分は）入れないなっていうふうに，

そこでシューッて何か気持ちがこう，うん。

あの，その演じてる先生，先生が大変ってい

うか，その現場を体験したであろう先生の，

何かそのときの一生懸命さとか大変さとかを

思うと，何か，そこに入っていって，自分が

やってみることで，もうちょっとこの状況が

改善されるかもよっていうふうに考えること

が，ちょっと私にとって難しくて。

ユキ⑤：何かすごく先生に，すごい話し掛ける学

生がいましたよね（注：「先生大好き」のキョ

ウ役）。あの。例えば，まあ，すごく先生に話

し掛けてる学生がいるっていう。その，だけ

ど，グループワークを回さなきゃいけないっ

ていう，そういう状況を経験してみるつもり

で，あの，先生役と代わってくださいって言

われたら，入れたかもしれないなって。（イ

ンタビュアー：特にそれを，こう，あの，改

善しようというのではなくて。先生の立場に

なって，体験してみましょうみたいな）そう
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そう。あんなにいろいろ「先生」「先生」って

言われたら，あの，何か好意的なのはうれし

いけど，でもちょっと教室運営上困るなとか

いう。何か，そういうのを実際にこう，うん，

経験してみるっていう感じだったら，気軽に

ポンと。

これらの発言からは，ユキは「「改善」を求められ

る」ということ自体に違和感を持っていたことが強

くうかがえる。

「先生大好き」FTでは，結局演じ直そうとする参

加者がいなかったため，参加者が2，3名の小グルー

プを作り，その中で改善策を考えるという活動が行

われた。その結果，参加者の1人から，「先生に話し

かける学生（キョウ）になにか役割を与えるといい」

という提案がなされ，その提案に沿って再演が行わ

れたところ，確かに状況は大きく改善され，グルー

プワークは順調に進むようになった。しかしユキは

それを見ても，「だいたい想像していたとおり」「自

分でも，何かそういうことをやった記憶があるなっ

ていう感じ」であって，「すごくワーッていう驚きで

はなかった」ということであった。

5．1．3．初めて得られた納得

5．1．3．1．「決めつけない柔軟さ」への満足

このように，FTの活動の中には必ずしも十分に

満足できない点もありながら，しかし今回の活動全

体としてみると，ユキは3回目にして初めてFTへ

の参加に納得感を得られたのだということである。

しかしユキが明確に納得感を表明していたのは，FT

そのものというより，FTの前の事前活動と，FT終

了後の振り返り活動についてであった。

FTの参加者は必ずしも演劇に慣れているわけで

はないため，FTの前には必ず「演じること」に慣れ

るための活動が行われる。今回は，地域日本語教育

の現場で起こる様々な問題をマンガの形で表現した

「マンガ教材」（金田，2017）を用いた事前活動を実施

した。

この教材の第2話として，同じ場面において「内

容重視の先生」が行う授業（Aパターン）と，「文法・

形式重視の先生」が行う授業（Bパターン）が対比的

に示されているものがある。今回の事前活動では，

それぞれのパターンでの教師役・生徒役のセリフを

参加者がまずは朗読し，その後教師役・生徒役を実

際に演じてみて，また他の人が演じる様子を見て，

どう感じたかを話し合う，という活動を行った。

ユキは，マンガを読んだ段階では内容重視のAパ

ターンのほうがいい，と思っていたのであったが，

実際に生身の人間が役を演じるのを見ると，「そう

ともいえないなっていうことにすぐ気持ちがこう，

変わった」と述べている。

ユキ⑥：やりとりの言葉そのものより，何か表情

とか相手への，何かこう，何でしょうね，積

極さみたいなものとか，一生懸命聞こうとし

てるとか話そうとしてるとか，何かそういう

のが人がやるとすごく，あの，出てくるの

で。ただ単に「そうですね」って言ってるだ

けでも，随分と，その相手への何かこう，気

持ちっていうのか思いやりみたいなのがはっ

きりと出るので。あの，言葉よりもっと，何

か大切なことがありそうだなっていうのが。

あ，そんなようなことを感じながら。見て，

そういうふうに感じて。一概にAのようなや

りとりがいいともいえないよねっていうのは

気が付いたことでした。

そしてその後のディスカッションについては以下

のように述べている。

ユキ⑦：ディスカッションのときも，あの，そう，

あの，皆さんAのほうがいいに決まってる

じゃないっていうことは全然なくって。あれ

もあるし，これもあるし，人がやってるのを

見たらやっぱり違うなっていうような，いろ

んな，何か，見方みたいなのが柔軟に出てき

たので。うん，それは割と，何かこう，あの，

偏らなくて楽しかったですね。他の人もそう

いうふうに，こう，柔軟に見たり感じたりし

てたんだなっていうことが分かって，あ，面
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白いなっていう。

つまり「このようにするのがいいに決まってる」

というふうに，ある1つの偏った結論に流れてしま

うのでなく，いろんな考え方があり，また自分自身

の考えも変わり得る，ということが実感され，かつ

それが自然に受け入れられていた。そのような「決

めつけない柔軟さ」のある場が現出していたことに

ついて，満足を感じていたようである。

5．1．3．2．自分を可視化できた喜び

もう1つユキが満足を感じた活動は，FT終了後の

振り返りセッションであった。このセッションでは

以下のような活動が行われた。

1. 活動全体の中で，印象に残っていること，気づ

いたこと等を各自付箋に書く。

2. 小グループに分かれ，各自が書いた付箋を模

造紙に貼り付けながら，自分が考えたことをグ

ループメンバーに紹介する。

3. 内容が似た付箋同士をグルーピングし，得られ

たグループに名前をつける。

この作業中，ユキの書いた付箋の多くは，他のメ

ンバーの書いた付箋グループの中にくくることがで

きなかったのだという。このことについてユキは以

下のように述べている。

ユキ⑧：私が一番強く感じて書いたようなこ

とは，あの，うん，他の人が考えたことと同

じグループにくくれるほど似ていなかったの

で。（中略）私が書きたいほど，えっと，文字

化するほど，あの，感じてたことっていうの

は，みんなとはちょっと違うことなんだなっ

ていうのがはっきり目で見て取れたので。な

んか，自分の考え方の癖っていうんですか

ね。あの，自分のものの見方の，うん，ちょっ

と，まあ，悪い言い方すればずれてるかもし

れないし，いい言い方をすれば違った観点を

持ってるってことかもしれないんですけど。

うん，「そうなんだ」っていうのを，まあ，

時々，あの，感じるんですけど。その，それ，

その付箋をグループ化したことによって，す

ごい目で見てものすごい分かったっていう感

じだったので。まあ，それはそれで，別に，

あの，いいことでも悪いことでもなく，「あ，

そうなんだ」と思って。その，「そうなんだ」

と思ったこと自体が，私にとって，何か，何

でしょうね，あの，いい感じっていうか。

そして，「自分の違う具合がここかっていうの

が，すごく見て取れた」ということにより，これま

でのFTに参加したときの「嫌な感じ」の理由がわか

り，FTに対する「もやもやを受け入れられるように

なった」のだという。

ユキ⑨：これまで，あの嫌な感じは何だったんだ

ろうっていうのが，まあ，今回を経験したこ

とで，嫌な感じはこれが原因かもねっていう

のと。あの，私自身のFTに対する，こう考

え方っていうか，関わり方みたいなものも原

因だったんだろうな，っていうことがいまは，

いまはそういうふうに感じていて。

ユキ⑩：私自身が何回か経験してきて，あの，問

題を，まあ，解決することに，まあ，そんな簡

単につながんないよねっていうのが，まあ，

最初も言われたと思うんですけど，でも何か

心のどこかでちょっとぐらい何か期待してた

ものが，ちゃんと回を重ねたことで，「そうだ

よね」っていうのがもう，腑に落ちるように

なっていたのかもしれないっていうのと。だ

から，その，その場でどうこう，何か，もや

もやっとしたままでも，「これはそういうも

んだ」みたいに，こういう感覚ができてきた

のかもしれないし。

5．1．4．ユキの変容

ユキの語りからあぶり出されるユキの変容を以下

にまとめる。

・ ユキは日本語教育に演劇を取り入れることに関

心を持ち，これまでも2回FTのセッションに

参加した経験がある。しかしどちらの回にも，

違和感・もやもや感（あるいは怒り）を感じてい
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た（ユキ①）。

・ その違和感は，その場の参加者が安直な問題解

決・改善のため，あまり深く考えもせず，1つの

方向にどっと走っていってしまうようなところ

から発していた（ユキ③）。

・ 今回のFTでも，そうした「安直な問題解決・改

善」が求められるような場面がないわけではな

かった（「先生大好き」FT）。一方今回は，1つの

やり方だけを決めつけない，柔軟さを感じるこ

とができるような場面にも遭遇することができ

た（ユキ⑥，ユキ⑦）。

・ 最後の振り返りセッションの中で，「自分自身

が感じていたこと」が，「他の参加者が感じてい

たこと」とはかなり違っているということを明

確に捉えることができた。この経験に加え，自

身の言動や起こっている現象をメタ認知しなが

ら参加する姿勢や，自由で柔軟な議論を楽しめ

る雰囲気など，様々なものが相まって，自分が

これまでFTに感じていた違和感の正体を，よ

りよく捉えることができるようになった（ユキ

⑧，ユキ⑨）。

・ これまでユキは，「安直な問題解決」には違和感

を持ちながら，それでも「問題解決」について期

待するものがまったくないわけではなかった。

しかしながら今回，3回目のFTに参加すること

で，もやもやとした状態のままでも「それはそ

ういうものだ」と納得する感覚を初めて持つこ

とができた（ユキ⑩）。

ここで我々は，帚木（2017）のいう「ネガティブ・

ケイパビリティ」（性急に証明や理由を求めずに，不

確実さや不思議さ，懐疑の中にいることができる能

力）という概念を援用することができるだろう。FT

とは本来，「いかなる結論をも強制するものではな

い。それは公衆に（つまり民衆に）あらゆる意見を

実験し，あらゆる解答を試みにかけ，それらを実践

によって，すなわち演劇的な実践によって，検証す

る可能性を提供する」ものであって，「一方的に最良

の途を指示するようなものであってはならない」（ボ

アール，1975/1984，p. 53）のである。つまりFTで提

示される「解答」は「試み」にしか過ぎず，本当にそ

れでいいか，他の解答がないかについて，自ら行動

し思考し続けるための対象である。そのように考え

続ける際に必要になるものが，まさにこのネガティ

ブ・ケイパビリティなのであるが，しかしながら実

際のFT実践においては，「こういう場合にはこうす

ればいい」という「正解」を求める雰囲気が生じがち

となることに留意が必要だろう。

ユキは，過去2回のFT参加に違和感を持ちなが

らも，だからといってFTから遠ざかることなく，

その違和感の正体を突き止めようとし続けていた。

その意味でユキは，懐疑の中にとどまり得る能力と

してのネガティブ・ケイパビリティを，最初からあ

る程度有していたということができる。しかしなが

らユキはこの時点で，安直な「問題解決」には反発し

ながらも，何らかの形での「問題解決」を，心のど

こかではまだ期待するところがあったのだという。

それが， 3回目のFT参加にして初めて，FTとは決

して問題解決のためのものでないのだということに

本当の意味で得心がいき，「もやもやしたままでも

それはそういうものだ」という感覚を持つことがで

きた。つまりここでユキは，すでにもっていたネガ

ティブ・ケイパビリティを，もう一段階進んだもの

に深化させることができたのだといえるだろう。

5．2．エリのストーリー：衝撃と受容

2つ目の劇（4．2．で示した「宿題を破る先生」）は，

多くの観客に強い衝撃をもたらした。これは前述の

通り，ある学生が，他の学生の宿題を丸写しして提

出した宿題を，教師役のキミコが「これは勉強じゃ

ありません」と言って破る，という筋書きであった。

宿題を破るシーンでは観客はみな息を呑み，悲鳴に

似た嘆声もあがった。

エリもこのシーンに強い衝撃を受けた参加者の1

人であった。エリは，FTにおけるこの劇の演じ直し
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において，ファシリテーターに促され3，キミコに代

わって教師役を演じてみることになる。劇中，学生

の宿題丸写しを見破るシーンにいたり，いざ宿題を

破ろうとするが，一瞬，二瞬の逡巡のあと，「…厳し

くできない」「…心が痛い」と言って，結局宿題を破

ることはできなかった。

以下，教師役であったキミコの行動を，エリがど

のように理解し受け入れていったのか，そのプロセ

スをインタビューデータからみていく。

5．2．1．キミコが演じた教師への「一人称的アプ

ローチ」

キミコの劇中の振る舞いに対して，エリはまず

「圧力的な先生」「怖い」「恐怖感を感じた」「好きじゃ

ない」といった否定的な評価を述べている。

エリ①：で，あの，ちょっと，圧力的な先生のイ

ンパクトが強過ぎて，ちょっと怖いなってい

うか，それがすごい。うーん，（没入度グラ

フでの没入度が）盛り下がってたわけじゃな

いんですけど，何か，そういう恐怖感を感じ

たっていう。

エリ②：実際ああいうふうにする先生を，やっぱ

り，現場で見たことがあって。で，多分，ま，

その先生たちもいろんな思いがあってされて

ると思うんですよね。ま，それぞれ多分学生

のことを考えて，あの，注意してると思うの

で。うーん，でも，私はやっぱり好きじゃな

いっていうか，そういうアプローチがどうし

ても好きじゃないので。何でそこまでしな

きゃいけないのかなっていう，何か，疑問が

すごくありますね，いつも見てて。

ここでエリは，キミコと同じような振る舞いをし

ていたかつての同僚の行動にも言及し，両者を自分

3　通常FTにおいては，演じ直しは観客の自発的意思
に基づいて行われるが，ここでは観客が受けた衝撃が大
きかったためか，演じ直しを申し出る観客は出なかっ
た。このためファシリテーターは，やや変則的である
が，エリに教師役を演じ直してみるよう促しを行った。

自身の価値観に沿って否定的に評価している。また

エリはFTにおいて，キミコが演じた教師の立場に

身を置きながら，自分の価値観に基づき，「自分なら

ここで宿題を破れない」という判断を行うにいたっ

ている。

我々は，ここでのエリの態度を分析するため

に，レディ（2008/2015）の提唱する「n人称的ア

プローチ」という概念を援用してみたい。レディ

（2008/2015），佐伯ら（2018）は，我々が人間と関わ

る時のあり方には，以下3つの種類があると述べて

いる。

① 一人称的アプローチ (first-person approach)：対

象を自分（一人称）と同じ存在であるとみなし，

自分自身への内観をそのまま対象にあてはめて

類推する。

② 二 人 称 的 ア プ ロ ー チ (second-person ap-

proach)：対象と自分を切り離さないで個人的関

係にあるものとして，情感をもってかかわり，

対象の情感を感じ取りつつ，対象の訴え・呼び

かけに「答える」ことに専念する。

③ 三人称的アプローチ (third-person approach)：

対象を自分と切り離し，個人的関係のないもの

として，傍観者的に観察し，「客観的法則」ない

し「理論」を適用して解釈する。

従来心理学を始めとする諸科学では，対象に対し

「三人称的に」アプローチをすべきものとされてき

た。しかしレディは，他者を真に理解するためには

そうした傍観者的な観察を脱して，「二人称的な」ア

プローチを取るべきと主張する。

では，「非・三人称的アプローチ」である「一人称

的アプローチ」と「二人称的アプローチ」は何が違う

のか。佐伯は両者の違いを，「一人称的アプローチ」

は「自分の内観の世界に閉じこもっており，対象と

「対話的にかかわる」ということがな」く，かつ「対

象の予想外／想定外の振る舞いに「驚く」ことがな

く，対象の「よさ」について改めて「発見」する可能

性が閉ざされている」として説明している（佐伯，ほ

か，2018，p. 28）。
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ここでエリは，自分の価値観を保持したままキミ

コの立場に立って行動し，「自分ならそう振る舞え

ない」というところから，キミコの価値観を理解で

きないままでいる。ここでエリは，上記3つのアプ

ローチのうち，「一人称的アプローチ」をとっている

ということができるだろう。

5．2．2．キミコが置かれた状況への理解

一方エリは，キミコが置かれた状況について「自

分自身もそういう職場で働いたことがある」とし，

そうせざるを得ない環境も存在していることについ

て理解を示している。

エリ③：いるよなっていうか，こう，圧力的に

なってしまわなきゃいけない環境が，こう，

日本語教育の現場であって。何か，何ですか

ね，そういうところで働いたことがあったの

で。で，なおかつ，そういうところに働きた

くないっていう気持ちもすごくあって。自分

もそうなりたくない，でもしなきゃいけない

みたいな。怒りたくないけど，こう，怒らな

きゃいけないとかそういうのがあって。

ここでエリは，キミコの行動を一方的に断罪する

のではなく，「圧力的にならざるを得ない環境が日

本語教育の現場にはある」と述べ，キミコの置かれ

た状況に理解を示そうとしていることがうかがえ

る。しかしながら自分の心情としては「そういうと

ころに働きたくない」とも述べ，キミコの立場を十

全に受け入れているわけではないようである。

5．2．3．新しい視点の獲得

エリ以外にも多くの参加者がキミコの行動に衝撃

を受け，FT後のディスカッションではキミコに対

し，「これはキミコの実際の経験に基づく行動なの

か」「いつもこのようにしているのか」「どういう気持

ちで宿題を破ったのか」などの質問が投げかけられ

た。キミコによれば，これはキミコ自身が日本語学

校で実際に行ったことに基づいており，「日本では

宿題をコピーすることは許されない」ということを

わかってもらうため，「パフォーマンスとして」破っ

た，ということであった。

またキミコは，「宿題を破って見せることで，それ

が悪いことだと意識できた学生は実際に変わり，成

績も伸びた」という自分の体験談を語ったが，それ

に対し他の参加者から，以下のような意味のコメン

トが提示された。

それは，宿題を破るというアクションそのも

のによって「コピーはいけない」ということ

が学生に伝わったというより，「なんとして

でもこのことは学生に伝えたい」という教師

（キミコ）の熱意が，別の形で学生に伝わった

からではないか。

エリにとってはこのコメントが，非常に強く印象

に残るものであったようである。

エリ④：あの先生が言ってた話を，すごい私は覚

えてて。この，やったアクションで，こう，学

生が何かを感じたのではなくて，先生の熱意

が伝わったんじゃないかっていうことをおっ

しゃられてたのが，すごく私の中で印象的

で。何か，私もそうじゃないかなって。この

アクションとかよりも，こう，一生懸命何か

をしようとしてる先生の，何か，気持ちが学

生に伝わったんじゃないかなっていうのを，

すごく感じました。

それまでエリはキミコに対し，その立場にある程

度理解は示しながらも，しかし共感はできない，と

いうスタンスを取っていた。しかしここで，他の参

加者が示した，キミコの行動に対する新しい解釈に

接することにより，エリのキミコに対する認識に

は，「熱意を持って学生に何かを伝えようとしてい

る教師」というものが追加されたものと思われる。

ここでエリとキミコの間では「対話的なかかわ

り」が行われていたわけではなく，ここで「二人称的

アプローチ」が行われていたとすることは困難かも

しれない。しかし他の参加者からの予想外のコメン

トに接して「驚き」，対象（=キミコ）の新しい一面

を発見するきっかけは得ている。ここから，エリは
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少なくとも「一人称的アプローチ」を脱するきっか

けを得たと解釈することは可能であると思われる。

5．2．4．エリの変容

エリはキミコと同じような職場で働いたことがあ

り，2人の間のこの共通経験により，キミコの行動

にある程度の理解はできていた。しかし自分の価値

観に照らした時，キミコの振る舞いはたやすく共感

できるものではなく，「自分ならそうはしない」とい

う，一人称的アプローチによる否定的な評価を示し

ていた。

一方ディスカッションの中で，他の参加者から出

たキミコの振る舞いに対する新たな意味付けに接す

ることで，キミコに対する認識を新たにするにい

たった。このことから，FTのディスカッションの中

で提示される多様な見方や意見が，参加者の認識に

対し極めて大きな影響を及ぼし得ることが分かる。

一方エリには，ユキに見られたような「ネガティ

ブ・ケイパビリティ」への指向性は確認されなかっ

た。

すべてのFTセッションが終わったあとの，付箋

と模造紙を使った振り返り活動の中で，エリは，特

に「宿題を破る先生」のセッションの中で，付箋に

「目的がわからなくなった」と書き，また「ゴールが

見えなくなってしまった」という発言をしている。

エリ⑤：この目的が分からなかったって書いたの

私なんですけど，えっと，2つ目のシナリオ

の何を目指して，こう，何だろう，こう，そ

れを見ているのかっていう終着点が分からな

かったので，その，教師がどうしたらいい

か，それが正しいのか，正しくないのかって

ことを議論しているのか，何か，こういうや

り方はあるっていうの提案しようとしてるの

かっていう，何かちょっと何を目指してるの

かがちょっとよく分からなくなってしまって

いて。

この発言から，エリには「FTには何らかの終着

点・目的があるはずだ」という期待があり，その期

待が満たされなかったことにある種の戸惑いを感じ

ていたことがうかがわれる。従来型の教育には必ず

「目的」があり，その目的がどの程度達成されたかに

よってその教育活動の価値が測られてきた。こうし

た教育観に立つならば，エリの戸惑いは極めてまっ

とうな戸惑いであったといえる。

5．1．5節で言及したとおり，FTとは何らかの「終

着点」にたどり着くことを目的とするものではな

い。そこでとりあえず得られた（かに見える）「解

答」について，本当にそれでいいのか，参加者自身

が常に問い続けることを促すための仕掛けなのであ

るが，残念ながら今回そのことを，エリに十分納得

してもらうことはできなかったということがうかが

える。

とはいえ，前節で言及したユキも，「不確実さや不

思議さ，懐疑の中にいる状態」が真の意味で腹落ち

するまでに3回のFT参加を必要としている。このこ

とは，ネガティブ・ケイパビリティの涵養・深化に

は時間がかかるものであることが示唆される。初回

のFT参加で得られた気づきを次の気づきへと積み

上げていけるような粘り強い働きかけや仕掛け作り

が，FT運営者には求められることになるだろう。

5．3．キミコのストーリー：他者からの働きかけを

受けての変容

キミコは，自身の演じた劇中の振る舞いが，エリ

のみならず，多くの参加者から予想外の反応を引き

起こしたことにショックを受ける。そこでディス

カッションの場では，何とか自分の伝えたかったこ

とを説明しようとするが，その意図が伝わらないも

どかしさを感じていた。

キミコはその何とも割り切れない気持ちについ

て，FTの場では自ら折り合いをつけることができ

なかった。そうした割り切れない気持ちが，その

後時間を経ることでどのように変容していったのか

を，事後の2回のインタビューを通して追っていく。

なお，1回目のインタビューは，FT後2か月後（4月
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初旬）に，2回目はさらにその5か月後（9月下旬）に

実施した。

5．3．1．1回目インタビュー：FT終了後の声かけに

よる救い

キミコはインタビュアーに，当日の自分の気持ち

がどのようであったかを尋ねられ，「自分の意図が

観客に伝わらないもどかしさ」を以下のように語っ

ていた。

キミコ①：一番伝わってほしかったところが，全

然伝わってなくって，それを自分の中で消化

不良で。で，2回目のチャンス（注：FTでの再

演）をもらったのが，ここのうまく伝えられ

なかった部分をどうすればうまく伝えられる

かっていうのを考えたんですけど。でも，そ

れをやればやるほど，アクションがオーバー

になってしまって，逆に，逆の意味で伝わっ

てしまって。

その「伝わっていない」という思いはどういうと

ころから生じたのか，という問いに対し，キミコは

以下のように答えている。

キミコ②：あの先生は厳しい先生だ，そこを見て

ほしかったのではなくて。ちゃんといい学生

は見ているんだよって。全員に対して厳しい

わけではなくて，良くないことをしている人

には厳しい態度を取るけれども，そうではな

い，積極的に，こう，参加したり，勉強してる

学生にはプラスの評価として，よく見てる，

よくフォローをしてるっていうところをくみ

取ってほしかったんですね。

そのようなもどかしさを感じつつも，それはつら

い経験，嫌な経験，ということではなかったという

ことである。

キミコ③：最初はやっぱり緊張したんですけど。

それでも，こう，飲み込まれていった。で，

飲み込まれていった先に楽しさがあって。最

初は，こう，学ぶことが多いだろうなと思っ

てはいたものの，それ以上に得るものが自分

の体を通してやったことで，得るものが大き

くて。その分，きっと2か月3か月たっても，

あの，10時から6時までの時間が鮮明にまだ

記憶にあるんだなと思います。

そして今回の経験が単に「嫌な経験」とはならな

かった理由の1つとして，活動が終わったあとの

「さり気ない声かけ」を挙げている。

キミコ④：会が終わった後に，ずっと後ろでパソ

コン打ってた女性（注：共同研究者の1人。今

回の演劇活動には直接参加せず，観察・記録

を担当していた）に，今日大変だったねって。

一言声を掛けていただいて。まさか，自分が

今日こんな目に遭うなんて思いませんでし

たって言ったら，いや，でも，お疲れさまっ

て一言，声を掛けていただいて。ガクッと，

その消化不良だったものは嫌ではなくなりま

したね。伝わらなかったっていうのはあった

んですけど。でも，その，大変だったねって。

見ててくれる人いたんだ，意見が出てこなく

ても，もう，何かくみ取ってくれる方がいた

んだっていうところで，こう，もやもやでは

なくなりました。

ここでの「今日大変だったね」という声かけはま

さに，「キミコの情感を感じ取りつつ，キミコの訴え

に答えようとした」，二人称的アプローチを体現す

るものであったと言える。こうしたアプローチを受

けることでキミコは，自分の葛藤を「見ててくれる

人いたんだ」ということを知り，救われることにな

るのである。

逆に言うとキミコは，この活動の中で「消化不良」

「もやもや」などの否定的な思いを持ってしまって

おり，この声かけがなければ，こうした否定的な思

いを脱することはできなかったかもしれない，とい

うことである。FTの中で葛藤を感じてしまった参

加者に慰籍を与え得るのは，このようなちょっとし

た，しかし対象の情感になんとか答えようとする姿

勢なのだということが分かる。
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5．3．2．2回目インタビュー：自分の行動に対する，

インタビューを経ての省察

とはいえキミコが，今回のFTにおいて特に大き

な葛藤（自分の他者との価値観の食い違い）を感じ

ていたことに変わりはない。前述の二人称的な声か

けによっても，こうした葛藤が根本的に解消してい

るようには思われず，FT企画者としては，こうした

葛藤に対する長期的なフォローが必要と考えた。そ

こで，1回目のインタビューからさらに5か月の時間

をおいてキミコに再度インタビューを行い，キミコ

自身がこの葛藤を受け止め，自分なりに折り合いを

つけていくプロセスに向き合うこととした。

こうした目的のインタビューを，インタビュアー

は「職場での実践」と「FT参加経験」との関係から問

いを始めている。

インタビュアー①：もう5カ月ぐらいたっている

ので，えーと，忘れちゃってるところもあ

るかもしれないんですけども，でもあのー，

えーと，それも含めてもう一度前のを振り

返ってもらって，えーと，ま，特に今回聞き

たいのは，その後に，あの，今までの間で，あ

のー，キミコさんの職場との実践とこれとか

が何か影響があったかどうかということと，

あ，まずそこですね。

5．3．2．1．FT後の環境の変化と新たな模索

これを受けてキミコは，FTが実施された2月の時

点では「初級クラスを担当していて，まさに自分が

演じた教師（注．宿題を破るような厳しい教師）とい

うのをやっていた」のであったが，その後4月から

は「クラスが変わり，初中級クラスの担当」になり，

初級クラスでの自分のクラス運営のやり方が，初中

級では通用しない，ということを感じたと答えてい

る。さらに，「やり方というよりは気持ちの部分で，

甘くはせず厳しいながらもきちんと，学生が学習に

向かえるようなやり方っていうのを自分の中でこの

5か月くらい模索しながらやってきた」（キミコ⑤）

と述べている。

インタビュアーはさらに，「そうした模索におい

て7か月前のFTを思い出すことはあったか」と問

い，それに対しキミコは，職場での模索にFTでの

経験が影響を及ぼしていることを語り始める。

キミコ⑥：［インタビュアー：この，あの，この

ワークショップを，なんていうんだ，その

時（=模索するとき）にこう，思い出したり，

何かありましたか？］（学生に対する態度の

上で）見本になるような先生がいたので，そ

れ（=学生に厳しく接すること）を私なりに

やったところ，やったものを皆さんに見てい

ただいて，それが精神的な苦痛，苦痛までは

いかなくともショックを与えていたっていう

のは，すごく自分の中でびっくりしたところ

がありました。ただ，その行為をすることに

よって，自分が思ってることとか考えている

こととか，その裏にある気持ちっていうのを

読み取ってほしいなっていう部分はあったの

で，ただそれが，行為と，その行為の意図と

が結びついてなかったっていうところでは，

ちょっと自分の中でも反省点がありました。

キミコ⑦：話を聞いたり学生たちを見ていると，

その，進学するためにアルバイトしなきゃい

けないとか，あとはもちろん生活費が苦しく

てアルバイトしないと生きていけない，食べ

ていけないような学生も中にはいたりするの

で，そういう現実を知らないで，ま，知って

いても目を閉じて，こう，「勉強しないのは駄

目です」って厳しく当たるのはちょっと違う

なと思いました。

キミコ⑧：先ほど話したような社会背景のところ

とか，いろいろ自分のやり方とかも，あの，

反省したり，分かってないところとか，じゃ

あその，時間がない中でどういうふうに宿題

をやらせたり，まあ宿題っていう形でなくて

も勉強っていうものをやらせていくか，その

やり方をこう，研究していきたいなって（注：

大学院進学後の研究テーマとして）。

キミコは，同僚教師をモデルとして「学生には厳
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格に振る舞うべき」という価値観を形成しており，

FTでもそのように振る舞っていたようである。し

かしキミコはFTで，自分の厳しい行為が他者には

ショックを与え得ること，またその行為の「裏にあ

る気持ち」（キミコ⑥）を読み取ってもらうことはほ

とんどできなかったことに気付く（ここでいう「裏

にある気持ち」とは，「学生が学習に向かえるよう」

（キミコ⑤）になってほしい，という教師としての

思いであったと思われる）。1回目のインタビューで

は，「自分の気持ちを読み取ってもらえない」とい

うことについての焦りが主に語られていたのだった

が，2回目のインタビューでは「行為と，その行為の

意図とが結びついてなかった」ということについて

の「反省点」が初めて語られるようになる（キミコ

⑥）。そして，学生に「学習に向かえるよう」になっ

てほしいという教師としての思いは，「厳しい行為」

のみによっては伝わらないということに，キミコは

インタビュアーの問いに答えるなかで気づいていく

のである。

キミコは，現在の初中級クラスでの模索のあり方

として，「甘くはせず厳しいながらも」と述べている

ところから，「学生には厳格に振る舞うべき」という

基本的価値観は今も保持していることが分かる。し

かし単に厳しくするのではなく，「学生が学習に向

かえるよう」になってほしいという「気持ちの部分」

（キミコ⑤）を大切にするような模索を始めている

のだという。

さらにキミコは，FT後，学生の様子を観察したり

直接話を聞いたりすることによって，学生の目に見

える行動だけなく，「その背景にある問題」，「アルバ

イトしないと生きていけない，食べていけない」と

いう現実についても思いを致すようになり，そうい

う現実を直視せずに「厳しく当たるのはちょっと違

う」と考えるようになった（キミコ⑦）。その上で，

学生を取り巻く社会背景や事情を踏まえつつ，どの

ように「学びを促していくか」を大学院での研究対

象にしたいと述べるようになっている（キミコ⑧）。

キミコは，FT後2か月を経た時点での1回目イン

タビューにおいては，「自分の意図がうまく伝わら

ない」ことへのもどかしさを主に語っていた。こ

うしたもどかしさは，「観客も自分と同じ価値観を

持っているはず」という想定が裏切られたことにつ

いての驚きに端を発しており，要するにキミコもこ

のときは「一人称的アプローチ」によって観客と相

対していたものと考えられる。

一方，その後さらに5か月を経て行われた2回目

インタビューにおいて，初めて前述のような「自ら

の行為に対する問い直し」が現れる。キミコは，自

分の基本的価値観は保持しながら，しかし他者の事

情にも理解を示し，自分の価値観が必ずしも通用し

ないこともあり得ることを認識する。ここにおいて

キミコは，一人称的アプローチによる他者理解から

脱却し，従来とは異なる視座から学生と向き合おう

とするようになったのである。

5．3．2．2．インタビューという二人称的アプローチ

キミコはまた，こうした自己の変容をもたらす

ことになったきっかけとして，FTにおける経験の

ほか，FT後の2回にわたるインタビューそのものを

挙げている。キミコはインタビュアーに，「インタ

ビューを受けることで，FT参加前に期待していた

ことと，その後自分が得たものとの間で何か変化が

あったか」を問われ，以下のように答えている。

キミコ⑨：もしこのインタビューを受けていな

かったら，ワークショップに参加したという

経験で終わっていたと思います。でも，あの

場で演じることによってやっぱり大きな記憶

として私の中でも残ってるし，自分のやり方

を他の方に見ていただくっていうのはほんと

になかなかない経験なので，あの後の議論で

すとか，このインタビューっていうの深める

ことによって，自分のやり方だったりこれか

らのことだったりっていうのを，あの，考え

る大きなきっかけになったかなと思います。

期待はやっぱり，期待した以上のことが，あ

の，演じたことと，このインタビューによっ

てあったかなとは思います。
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ここでキミコは，「期待した以上のこと」が生じ

た理由として，「演じたこと」だけでなく，「このイ

ンタビュー」そのものを挙げている。キミコは，イ

ンタビュアーの問いに誘われて自分の思いを言語と

して紡ぎ出す一方，インタビュアーはキミコの思い

に対し情感をもって関わり，受け止めることに専念

し，それに対する論評・評価はしていない。こうし

たインタビュー自体が，まさにキミコへの「二人称

的アプローチ」であったと言える。

インタビューがもつこうした「二人称性」が，キミ

コが自分自身の葛藤に折り合いをつけ，「期待した

以上のこと」をもたらすのに貢献した，とは言えな

いだろうか。

FTにおいてはキミコも，また多くの観客も，とも

に「一人称的に」相対していた（つまり，自分の価値

観を相手に当てはめて理解しようとしていた）と言

える。このためキミコは周囲から理解されていない

という実感を持ち，それはキミコにとって非常に大

きなストレスとなっていた。

そうしたキミコのストレスを最初に解きほぐした

のは，FT終了後の「大変だったね」という，二人称

的なさりげない声かけであった。この声かけにより

キミコは，自分の葛藤を「見ていてくれた人がいる」

ということを知り，FTに対する否定的な思いから

脱することができたのだという。

さらに我々FT企画者は，キミコが感じた葛藤に

向き合うため，時間を置き，2回目のインタビューを

行った。FTから5か月が経過した時点での2回目イ

ンタビューでは，1回目のインタビューでは見られ

なかった反省や「自己の問い直し」「他者の立場への

理解」が確認され，また「学生の学びをどのように促

していくか」という，自分自身の将来に向けての課

題も明確化することができていた。

こうした変容には，FT後に本人が経験した環境

の変化も影響を及ぼしているのであろう。しかし本

人が言うように，キミコがもしこのインタビューを

受けていなかったら，すなわち「繰り返し，情感を

持ってかかわろう」とする二人称的な働きかけを受

け，環境の変化とFTでの体験とを結びつけつつ自

分の思いを言語化するという経験がなかったら，こ

こまでの顕著な変容は起こらなかったのではないか

と思われる。また，FT という1回限りの経験で終わ

りにすることなく，継続的な問いかけを続けるとい

うことにより，「不確実さや不思議さ，懐疑の中にと

どまり，考え続けることができる」というネガティ

ブ・ケイパビリティの醸成も行われたのではないか

と考えられる。

6．まとめと課題

ここまで，3名のFT参加者に対するインタビュー

から，FTに参加するプロセスにおいてそれぞれ何

を感じ，どのような変容が起こったのかを見てき

た。ここまでの分析を踏まえ，今後こうした活動を

運営する者にはどのような配慮が必要になるか，ま

た今後残された課題としてはどのようなものがある

かについて論じたい4。

6．1．FTの「劇薬性」への対処

今回のFTにおいては，「宿題を破る先生」におい

て先生役を演じたキミコに極めて強い葛藤を感じさ

せることになってしまった。幸いにこの葛藤は，キ

ミコにとって嫌な思い出として残ることはなく，む

しろ長期的には自らの価値観を問い直すためのきっ

かけとして機能することができていた。しかしそれ

は様々な要因が重なった上での僥倖であり，ひとつ

間違えばFTのようなワークショップ型の学びに対

し，非常に強い抵抗感・嫌悪感として残ってしまう

可能性もあった。まさにこれは三津村，関田（2014）

がいう，FTの劇薬性を象徴する出来事であったと

言える。学びの場において参加者にこのような強い

葛藤を与えることは極めてリスキーであり，できれ

4　以下の論述はFTを題材として記述されているが，
こうした知見はFT以外のワークショップ運営の場にお
いて活用していくことは十分可能と考えられる。
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ば避けるべき事態であったと反省される。

今回のFTの終了後には，FTでファシリテーター

をお願いしたサキ（仮名）にもインタビューを行い，

ファシリテーターの立場からの振り返りをお聞きし

た。サキはキミコの葛藤について，以下のように述

べている。

サキ①：私も，その，印象に残ってるのは，あ

の（宿題を破る教師の例を）出してくださっ

た方（＝キミコ）が，すごく一生懸命説明し

てくださってました。なぜこうしたか，こ

う，せざるを得なかったかっていう。だから，

今，おっしゃったように，あのー，ま，ある

意味人間の心理として，まず分かってほし

い。その上で，どうしたらいいか一緒に考え

てもらえるといいなっていう。でも，それに

はちょっと時間が足りなかった。で，あの状

態で，あのー，こう，いろんな，こう，そう

しないほうがいいんじゃないかっていうよう

な，こう，意見がもしくはたくさん出たとす

ると，出してくださった方が，結構，あのー，

何ていうかな，心理的にダメージを受ける。

ああ，やっぱり私は駄目だったんだみたいな

ことにもなりかねない状況でもあって。

サキ②：で，あれも，だから，あのー，先生役

が，あの，題材出してくださった方ではな

くって，違う方がなさっていて，ほんとにあ

るところでこういうお話があるんですとかっ

て，まあ，昔話まではいかないまでも，もう

ちょっと，こう，フィクション性が高い状況

で提示することができていたら，また違った

かなとも思うけれども。

このようなシーンにおいては，観客がまずはキミ

コの「そうせざるを得ない状況」を分かった上で，

「どうすればいいか一緒に考えてもらえる」という

場が作れるとよかったのであるが，しかしそれには

時間が足りず，結果としてキミコに強い葛藤を感じ

させることになってしまった。そのような事態を避

けるために，サキは「フィクション性の強調」という

アイディアを提示している。つまり「宿題を破る教

師」という役を，当事者でない別人が演じることで，

FTはあくまでフィクションの世界であることを明

確にし，劇中の役と，生身の人間である演者とが同

一視されることを避ける，ということである。そし

て様々な立場の人が「フィクション」であることを

楽しみ，気軽に，自由に演じたり意見を交わせる場

を作ることで，FTが違う形になった可能性を指摘

している。

サキ③：FTを，あの，最初に考え出した方が，こ

れは，あのゲームなんだっていうふうにね。

（中略）ま，フィクション。（中略）いろいろ

試してみるっていうような，あのー，こう，

元々の，あのー，えー，ご説明の仕方とか，

あのー，場の設定もそうなんですけども，も

うちょっとそこに，あのー，重点を置くって

いうかな，一緒のっていうか，遊びとしてや

る中で，えー，気が付けることとか，ことが

あるはずだって。だから，あの，そういうふ

うにしましょうっていうふうに，あのー，強

調するっていうか，そういう説明の仕方をし

て進行できると，またちょっと違ったかなっ

て気もしています。

一方でサキはまた，「当事者が演じた」からこそリ

アリティが現出し，FTの場にいた参加者にあれほど

の強い印象を与え得たのだという解釈も示している。

サキ④：一方では，あの，あの，実際にその現場

をご存じというか，自分が経験された方だっ

たからこそ，非常にリアリティのあるシーン

になっていて。だから，みんながほんとに

ああって息を「フウ」っていうかね，ような

シーンとして，提示してくださることができ

たっていう，両方の面がですよね。で，私が，

ちょっと，だから，えー，FTの，あの，進行

を担当した者としての反省の，ま，1つは，あ

のー，FTと言わずにね，あのー，シーンの再

現をして，とにかくそれを見て，ディスカッ

ションしましょうっていう設定，あのー，だ
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とすると，あのー，何ていうのかな，のほう

が，もしかしたら適切だったもしれないなっ

ていう。

ここでサキは，あまりにリアリティのあるシーン

が現出してしまった場合は，FTという枠組自体を

放棄して場の進行を行ったほうがよかったかもしれ

ない，という考えを示している。それはおそらく，

観客の1人がキミコの役を演じることそのものが，

キミコに対する非難となってしまう可能性を考えて

のことであろう。

FTのファシリテーターとして，時にはFTの枠

組みを放棄することにも言及しているのは極めてラ

ディカルな姿勢である。しかしFTの運営者には，状

況に応じて，そこまでラディカルな判断が求められ

ることもある，ということなのであろう。

6．2．ネガティブ・ケイパビリティの涵養のために

「宿題を破る先生」のような状況においては，「こ

うすればうまくいく」という安直な回答が存在して

いるわけではない。また5．1．5節で言及したよう

に，本来FTとは何らかの結論探しが目的というわ

けではない。しかし日本語教育に関わる場面を取り

上げてFTを実施した場合，どうしてもそういう「回

答」を求める雰囲気になってしまいがちだ，という

点には十分配慮しなければならない。

ユキはインタビューの中で，日本語教育関係者を

対象とする複数回のFTにおいて，毎回お決まりの

ように「グループワークがうまくいかない」という

題材が提示されていたところから，「みんなの前で

共有できる悩みは限られる」のではないかという気

づきも述べていた。こうした題材は結局，「教室内で

教師はどのように振る舞うとうまくいくか」という

「教室活動のTIPS」にしかつながらない。そのこと

にまったく意義がないとは言わないが，それは「抑

圧された状況」の変革，というところにはつながら

ず，FTの本来の意義を覆い隠してしまっていると

言えるし，また「すぐには答えの出ない問題につい

て考え続ける」というネガティブ・ケイパビリティ

の涵養には逆効果であるとさえ言える（エリが「宿

題を破る先生」のFTでも「目的・終着点」を求めて

しまったのは，それに先立つ「先生大好き」のFT

で，比較的明確な「教室活動のTIPS」が得られてし

まったことによるのであろう）。

ここから，FTで扱われる題材には，「TIPSの探

求」に終わってしまいがちな軽いものと，自他の価

値観や状況の問い直しにもつながり得る重いものと

があり，「みんなの前で共有できる悩み」は前者に多

いと言えるかもしれない。とはいえ今回の「先生大

好き」FTは，キョウ（先生が大好きな女子生徒）役

の好演もあって参加者全員を笑いの渦に巻き込んで

おり，FTの導入としては極めて好適なものであっ

たと言える。しかしながらそれでも（それだけに），

TIPSを得ることがFTの目的ではないことがより明

確に示されるような仕掛けは必要であっただろう。

FTの運営者としては，参加者から提示された題材

の軽重を適切に判断し，しかし軽い題材だからと

いって否定することなく，FT全体の中でその題材

をどう位置づけるかを考えていくことが求められる

ことになるだろう。

6．3．今後の課題：一人称的アプローチから二人称

的アプローチ？

最後に，今回の調査では扱いきれなかった「残さ

れた課題」についても述べる。

今回のFT（特に2つ目の「宿題を破る先生」）にお

いては，キミコにも周囲の観客にも，自分自身への

内観をそのまま他者に当てはめて類推しようとす

る，「一人称的アプローチ」による他者理解の様態が

観察され，それがキミコに強い葛藤をもたらしてい

た。そしてそうしたキミコに慰謝を与え，自分の価

値観を問い直すきっかけとなったのは，「大変だっ

たね」というさりげない声かけや，キミコの思いを

受け止めようとする二度にわたるインタビューであ

り，これは「対象の情感を感じ取りつつ，対象の訴
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え・呼びかけに答えようとする」二人称的アプロー

チを体現する働きかけであった。つまりキミコは，

他者からの二人称的アプローチを受けることによ

り，長い時間をかけて自らの一人称的アプローチか

ら脱却することができたのである。

しかし今回のFTの記録や事後インタビューを精

査する限り，FTの参加者が「確かにここで二人称的

アプローチをとっている」と判断できる場面は確認

されなかった。FTとは，他者の立場に立って役を

演じてみて，そこで何を感じるかの内省を促す仕掛

けであるため，こうした「二人称的アプローチ」が

生み出される余地は十分あるはずである。しかし今

回のFTでは，「観客が演者になり変わって演じてみ

る」という場面があまり多くなかったこともあり，

「一人称的アプローチからの脱却」は観察できても，

「一人称的アプローチから二人称的アプローチへの

転換」は観察されなかった。

いかなる場合に，どのような要因によって「一人

称的アプローチから二人称的アプローチへの転換」

は可能になるのか。このことについて知見を得，考

察を重ねていくこと，そしてそうした考察を他の学

びの場に転移していこうと試みることが，今後に残

された課題と言えるだろう。
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Abstract

The authors conducted a Forum Theater (FT), which is a kind of drama workshop in which 

participants enact an improvisational scenario. The main participants of the FT were 

Japanese language teachers. After the workshop, the authors interviewed three of the 

FT participants and analyzed what kind of value-transformation occurred in the process 

of participating in the FT.  It was observed that the first participant, Yuki, who had had 

several experiences of participating in other FTs, deepened her negative capability (ability 

to think continuously about very complicated problems, not seeking the easy solution) by 

repeated participation in FTs, while another participant, Eri, showed an attitude where 

she sought a clear effect in FT, and any value-transformation was not observed. As for the 

third participant, Kimiko, clear value-transformation in communicating with others was 

observed. In the FT, she displayed typical first-person approach, a way for understanding 

others supposing that her own way of thinking can also be applicable to others. After the 

FT, however, she clearly grew out of this kind of attitude (first-person approach.) Her 

transformation was interpreted as a result of being addressed by others using second-

person approach, where an effort is made to respond to a counterpart’s request and im-

ploration by accepting the counterpart’s feeling. Based on the findings shown above, the 

authors discussed the considerations needed for administrators who facilitate these kinds 

of workshops.
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