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概要

本稿は，研究は「生きるために学ぶ人々の要求に応えるもの」でなければならないとい

う問題意識から，移住者が語ったナラティブをリソースとする教材を作成するに至っ

たプロセスとその意義，並びに作成した教材を使って行った実践について述べる。移

住者が語ったナラティブを教材化する目的は，以下の3点である。すなわち，学習者

個人のナラティブを (1) 社会に向けて開くこと，(2) それによって日本語教育に対する

意味付けを変革すること，(3) それを学習者自身の未来につなげること，である。教材

を作成し，実践を行った結果，実践後のワークシートやインタビューから，語りによ

る移住者へのエンパワーメントや移住者間での経験の共有などが見られた。また，教

員養成講座での実践では，受講生の気づきが促され，未来の変化への期待が持たれた。
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1．研究の目的

本稿は，研究は「生きるために学ぶ人々の要求に

応えるもの」（Douglas Fir Group，2016，p. 20）でなけ

ればならないという問題意識から，ナラティブ1を

リソースとする教材を作成するに至ったプロセスと

その意義，並びに作成した教材を使った実践につい

1　本稿での「ナラティブ」という用語であるが，インタ
ビューで語られたもの，文字化したもの，また，移住者
の方が書いたものもナラティブと呼んでいる。一方で，
「ストーリー」は話として「始め，中，終わりがある」（De 

Fina & Tseng，2016，p. 381）ものとして区別している。

* E-mail: yagi.manami@surugadai.ac.jp

て述べることを目的とする。

本研究の最初の着想は2011年である。当時，移住

者2が増加，多様化している現状を受け，すでにさ

まざまな日本語学習支援が行われていた。しかし，

移住者には，難民や中国帰国者など，一部の人を除

き，公的な言語学習の機会はなく，言葉の壁などで

十全的な社会参加を果たすことが難しい現状があっ

た。移住者は，労働力不足という経済的な構造の中

には取り込まれても，社会的な位置付けでは周縁に

あり，その存在は可視化されていない。また，アカ

デミックな世界では，移住者を対象とした調査研究

2　本稿の「移住者」は，「国籍の有無や永住かどうかを
問わず，海外から日本に移動して来た人々」の意味で使
う。
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は進んでも，彼らがその成果を享受することは少な

く，それにより彼らの「話す権利」（Norton，2013，p. 

196）が獲得されるということもない。そこで，研

究の成果をどのようにその協力者の世界に還元する

か，また，成果をいかにアカデミックな砦の外に広

げていくかという観点から，移住者の声3を，論文以

外の形で社会に発信できないかと考えたのが本研究

の出発点である。

本研究の課題は次の3点である。すなわち，学習

者個人のナラティブである「小さな物語」を (1) 社

会に向けて開くこと，(2) それによって日本語教育

に対する意味付けを変革すること，(3) それを学習

者自身の未来につなげること，である。これらの課

題について検討することによって，学習者個人のナ

ラティブを学習者の世界に還元することができるの

か，学習者が生きることそのものに結び付けること

ができるのかを論じたい。

2．研究の視座

研究の出発点では，移住者の声を何らかの方法で

社会に発信することが目的であった。では，今，な

ぜ，言語教育の分野で，このように語ることや語り

を聞くことが必要とされるのだろうか。本章におい

ては，それらの問いに答えながら，本研究の意義に

ついて考えてみたい。

2．1．言語学習における変化

第二言語の教授法や学習法は，その時代の理論や

社会の情勢を受け，時代とともに変化する。行動主

義から認知主義への移行，その後の社会文化理論や

3　ここでの「声」は，「voice（動詞）」であり，交渉の中
で獲得していく多様なアイデンティティの表出であり，
また，同時に話し，聞かれる権利を表すものである。

状況的学習論4の台頭は，ポストモダン後の大きな

物語（マスターナラティブ）の崩壊やイデオロギー

の多様化を背景に，英語教育や日本語教育などの言

語教育にも大きな影響を与えた。さらに，近年では，

グローバリゼーションによる世界的な人口移動やテ

クノロジーの発達が言語教育に新たな展開をもたら

している（青木，2016）。言語教育に関する論文や書

籍を見ると，たとえば，multilingualism，multimodal-

ity，transdisciplinary，translanguagingなど，multi-，

trans-，などの接頭語を含んだ用語が頻繁に見られ

るようになった。世界的に人が移動するグローバル

化された社会においては，さまざまな枠組みの「内

側と外側の境界が溶け」（Bartelson，2000，p. 189），

学習者や第二言語使用者を取り巻く環境は，時間や

空間を超えて，これまでになく動的で，重層的なも

のとなっている。

特に，第二言語習得研究におけるソーシャル

ターン（Block，2003）5以後，言語は単なる記号で

はなく，社会的実践の表現形式であり，学習はア

イデンティティの発達だと見られるようになった

（Lamb，2013，pp. 421 - 426）。この関係は，“ identity 

work shapes language learning, and language learning 

shapes identity work”（Douglas Fir Group，2016，p. 

32）と表現され，言語学習のプロセスを理解するた

めには，個人のアイデンティティに注目せざるを得

なくなった。これまで学習者は，第一言語や性別，

エスニシティなどでグループ化されており，同一グ

ループ内では，そのアイデンティティも同質化・固

4　ロシアの発達心理学者Vygotskyの研究成果から広が
る学問の系譜。茂呂（2001）は「Activity Theory（活動理
論）」（Engeström, Miettinen & Punamäki，1999），「So-

cioculturl Approach（社会文化的アプローチ）」（Wertsch，
1991），「Situated Learning（状況的学習論）」（Lave & 

Wenger，1991），「Cultural Psychology（文化心理学）」
（Cole，1996）などの理論は，Vygotskyの研究に支えられ
ていると述べている。また，「社会文化理論」全体が社会
文化的アプローチと呼ばれることもある。

5　注4であげた社会文化理論や状況的学習論に代表さ
れる学習の社会的側面を重視する立場への転換。
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定化して捉えられてきた（Pavlenko，2002，pp. 279 - 

280）。それは，日本語教育においても同様である。

以前は，留学生を〇〇国出身，あるいは〇〇語が母

語6の学習者，というカテゴリーで分けがちであっ

た。しかし，近年では，学習者はまさに多様化して

おり，留学生の出身国といわゆる母語が異なってい

るというケースもよく見られ，学習者一人ひとりが

社会的・文化的・歴史的背景をもつ能動的な存在と

見られるようになった。そのため，学習者をあるカ

テゴリーやグループで同質化して見ることができな

くなってきている。このような状況から，ここ20年

ほどの間，学習者のアイデンティティへの関心が高

まっている（Norton & De Costa，2017，p. 90）が，こ

れは，学習者のバイオグラフィーやナラティブ研究

が進んだことと無関係ではない（Benson & Cooker，

2013，p. 6）。言語教育におけるナラティブへの注目

は，単なる語りへの注目ではなく，研究のアプロー

チの転換を指す。すなわち，ブルーナー（1986/1998）

のいう普遍的な真理の探究を目的とする論理－科学

的様式（paradigmatic mode）から，二つの出来事の

間の特定の関連の探究を目指す物語様式（narrative 

mode）への転換である。Pavlenko（2007，p. 164）は，

後者のナラティブを用いたアプローチでは，実証的

な研究では捉えることの難しい学習者の個人的世

界や，言語学習や使用のプロセスに関わるインサ

イダーの視点を提供することができるとしており，

学習者をカテゴリー化して数量的に捉える方法か

ら，個々の学習者のストーリーを聞くことの必要性

（Benson & Nunan，2004，pp. 1 - 3）が叫ばれるよう

になった。

2．2．ナラティブを教材にする意味

前述したように，学習者や第二言語使用者を取り

巻く環境は変化していても，個々の教師，実践者，

6　グローバル化された社会では「母語」を定義づけるこ
と自体が難しくなっている。詳しくは青木（2016）を参
照のこと

支援者の学習観や学習者観も変わってきているとは

容易には言えない。その背景には，おそらく，「教

える」あるいは「支援する」＝「学ぶ」，つまり，教え

れば，当然学ぶはずだという図式があるのではない

だろうか。したがって，「教える」あるいは「支援す

る」方法ばかりに関心が向き，「教える」方法を学び

たいとは思うが，学習者一人ひとりの日本語を学ぶ

意味が等閑視されているために，学習者がどうやっ

て学んでいるか，あるいはどうやって日本語で生

活しているか，ということには思い及ばない。Duff

（2014，p. 420）は，教師や言語学習教材の作成者が，

教室や教材の中で，どのように学習者を描いたり，

どのように学習者を位置付けたりしているかをよく

知るべきだと述べている。一つの例を挙げると，以

前，筆者の一人が移住者に協力を得て行ったインタ

ビューでは，子どもを持つ複数の女性が，母親とし

ての「公園デビュー」の経験を語ったことがある。公

園に行くだけで，日本人がその場から逃げたり，陰

で「〇〇人だ」と言われたという経験から，その後あ

まり自宅から出なかったり，子どもを遊ばせること

を諦めたりしたということを語った。そのような現

実がある一方，移住者向けの教材では，移住者が日

本の生活で困らないように，想定される生活場面を

取り入れたものがあり，中には隣近所の人との挨拶

場面の会話練習などもある。しかし，そもそも挨拶

をしたくても無視されるという現実は，教材では想

定されておらず，移住者の現実の生活との隔たりが

大きいことを感じさせる。

このような現実と教材の乖離を解決する方法の一

つとして，ナラティブを使った教材には，大きな可

能性があると考える。1．で述べたように，本研究の

課題は次の3点であった。学習者個人のナラティブ

である「小さな物語」を (1) 社会に向けて開くこと，

(2) それによって日本語教育に対する意味付けを変

革すること，(3) それを学習者自身の未来につなげ

ること，である。この3点はそれぞれに重なる部分

があるが，ここでは三つを分けて，以下に述べてい

く。
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（1）学習者の「小さな物語」を社会に向けて開くこと

私たちが移住者のことを知りたいと思ったとき，

どうするだろうか。たとえば，インターネットの情

報を見たり，教師や研究者であれば，統計や公的機

関の報告書，論文を読むということもあるだろう。

しかしながら，それは「移住者について」の知識であ

り，「移住者について」知ることにはなるが，「移住者

を」知ることとは，異なるように思う。人は，本質的

に，物語の形式で経験を理解する。個人や社会の歴

史，おとぎ話，小説，日常の会話などで，自分自身や

誰かの行動を説明したり，その行動を理解したりし

ている（Polkinghorne，1988）。そのため，報告書や論

文にはない「ナラティブの魅力の一つは，誰にでも

容易に理解できる」（Baker，2006，p. 3）ことである。

そして，読み手は自分の経験と照らし合わせて「自

分のことが書かれたもののようにそれを読」（カール

ソン，キシイク，2009/2011，p. 177）むことができ

る。ここに，移住者のナラティブを用い，そして社

会に開く意味の一つがある。また，Pavlenko（2007，

p. 165）によれば，ナラティブを用いた研究アプロー

チでは，「一つ目に，さまざまな事柄やイベントが

どのように当事者によって経験されたか（subject 

riality），二つ目に，それらがどのように行われたか

（life reality），そして三つ目に，それらが，どのよう

に語られたか（text reality）に焦点を当てる」とされ

る。Pavlenko（2007）が述べるように，もう一つのナ

ラティブの魅力は，当事者の視点（subject riality）か

ら，リアルな生活（life reality）に触れられることで

ある。したがって，移住者の語りを聞くことで，聞

き手は，彼らの世界で何が行われ，それがどのよう

に経験され，それを語ることによって，どう自分を

位置付けているのかを，彼らの視点から知ることが

できる。したがって，少しずつでも聞き手が増えれ

ば，より多くの人が「移住者を」理解することにつな

がると考える。

（2）日本語教育に対する意味付けを変革すること

すでに述べたように，言語学習の理論は変化して

いくが，移住者への日本語教育がそれに応じて変

わっていくとは言い切れない。しかし，大きな変

革でなくても，教材や学習方法を少し変えるだけ

で，教師や実践者，支援者の教育や学習に対する捉

え方が変わり，教室が変わることもある。移住者

のナラティブを教材とするということは，何より，

学習者から「かけ離れた教材上の人物ではなく，教

室にいる人々に関係するローカルな」（Thornbury，

2000，p. 2）テーマを扱うことになる。また，読んだ

後に，実践者や支援者と学習者が共に議論すること

によって，彼らの抱える「問題を解決していく」（フ

レイレ，1968/2011，p. 87）ことも考えられる。これ

らはすぐにでもできることである。次に，2．1．で

述べたように，学習と学習者のアイデンティティは

密接に結びついており，そうであれば，言語教育

が目指すところは，「行為者自身がことばの学習に

よって，自らのアイデンティティを構築・更新する

ところにある」（細川，ことばと文化の教育を考える

会，2008，p. 7）。さらに，このアイデンティティの

意味は，自らの居場所であり，「私が私であること

を保証される場所」（p. 8）なのである。このような

アイデンティティの構築を目指した実践としては，

McMhill（2001）の「フェミニスト英語クラス」があ

る。フェミニズムに関連する資料を教材として用い

ることによって，オルタナティブな社会参加の方法

を提示し，その結果，学習者の新しい社会的アイデ

ンティティの構築が見られたとMcMhill（2001）は

述べている。このように，学習者のナラティブを教

材とすることによって，日本語教育が言語知識の習

得から，社会実践へ，さらにアイデンティティを構

築する場へと，その意味づけを変えることが可能と

なるのである。

（3）学習者自身の未来につなげること

ナラティブを語ることは，語る側にも意味があ

る。「人は語ることを通して，自分は何者かという

アイデンティティを構築しているという」（リースマ

ン，2008/2014，p. 15）。ここでのアイデンティティ

は，伝統的で本質的な生涯変わらないアイデンティ

ティではなく，個人と社会との関係で理解され，時



408

個人の経験を社会・変革・未来へつなげる実践を目指して　八木真奈美，池上摩希子，古屋憲章

間と空間で変化したり，葛藤を伴ったり，その人を

取り巻く社会との相互作用で構築されていくアイデ

ンティティである（Norton，2013）。特に，移住者に

とって，彼らが話すということは，単に情報をやり

取りしているだけでなく，私は誰か，また「私がど

のように社会と関係しているか」（Darvin & Norton，

2015，p. 36）ということを認識することにほかなら

ない。Mirza and Mamed（2019）によれば，移住と

いう経験は，慣れ親しんだ環境から離れ，移住後

の新しい環境に社会的にも身体的にも対応し，ま

た，新しい言語も学んでいかなければならないな

ど，人生の連続性に影響を与える経験である。移住

によって，日常の営みが途切れたとき，語るという

ことが，その人に力を与える道具となって，その人

のアイデンティティの構築あるいは再構築に重要な

役割を果たすという。加えて，語ることは，移住者

や学習者自身への「エンパワーリングの可能性があ

る」（Darvin & Norton，2014，p. 61；Nelson，2011，p. 

467）ことも言われている。また，De fina and Tseng

（2016，p. 382）によれば，「語るということは，マイ

ノリティや，社会的に孤立し過小評価されているコ

ミュニティに，自身が経験の主人公になるための声

を提供でき，また，そのことによって，メディアや

政治的な言説を通して広がった，マイノリティに対

するネガティブな世間の見方に捉え直しを迫ること

ができる」という。このように，学習者自身が語る

ことによって，自らをエンカレッジし，また，それ

を移住者の声として発信することで，社会の変革と

いう未来にもつながっていくのではないだろうか。

3．研究の背景

ここまで，言語学習と言語教育の観点から，学習

者のナラティブを教材として用いることが，本研究

の出発点である「移住者の声を社会に発信する」こ

とにつながることを主張してきた。本章において

は，本研究の背景となっている日本国内の移住者に

対する日本語教育の概況を簡潔に記述する。

3．1．日本における移住者に対する日本語教育

2019年4月には改正入管法7が施行され，外国人労

働者の受け入れが拡大している。こうした動きから

も，日本社会のグローバル化，それに伴う移住者の

増加と多様化がますます顕著になってくるといえる

だろう。しかしながら，移住者に対する日本語教育

は，1．で述べたように公的な言語学習の機会として

提供されることは稀であり，地域社会で展開される

ボランタリーな学習支援の場に大方を頼ってきた。

こうした営みは「地域日本語教育」と称され，池上

（2007）では，日本語教育という領域において地域日

本語教育が日本社会の動向と連動して確立し，展開

してきた様子が述べられている。

現況を見てみよう。文化庁の調査（文化庁文化部

国語課，2017）によれば，国内では在留外国人のう

ち約24万人が日本語を学習していることがわかる。

しかし，学校教育機関で学んでいるのはそのうち

の23％程度であり，その他の人たちは学校ではな

い場で学んでいることになる。さらに言えば，地域

日本語教育においては，その教育が行われる場はど

こで，学習の当事者はだれなのかを明示的にするの

は容易ではない。そもそも，統計には表れない，つ

まり「教室」には現れない「学習者」も少なくないか

らである。「教室」や「学習者」をめぐっては，中国

出身の移住者と日本語学習との関係について，社会

的環境から明らかにした論考（周，2010）や，教室

が徐々に魅力を失っていく様子を記述した論考（八

木，2013）がある。また，結婚により日本に移住し

た女性に焦点をあてた論考では，彼女たちがどのよ

うな社会的存在として描かれてきたか，彼女たちの

支援がどのような考えで構築されてきたかが述べら

れている（福村，2017）。こうした論考によって示さ

れたのは，何のために日本語を教えるのかといった

日本語教育の「目的」に関する議論の必要性であり，

7　出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部
を改正する法律（2018）。
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地域日本語教育が負うべき社会的責任を示唆するも

のとなっている。

3．2．移住者に対する日本語教育の課題

地域日本語教育の場は，基本的には学校教育機関

とは異なる場と人材で構成されている。学習者の多

様性（年齢，レベル，学習目的，学習環境等）と支援

者の多様性（資格，知識，参加動機，教育観等）が掛

け合わされることになり，その環境が動的で複層的

なものとなるのは必然である。例えば，一人の支援

者が一定の期間，決まった教材で継続的に同じ学習

者に支援をする，ということは難しい。

　近くの公民館に日本語の教室があるので，

ボランティアで日本語を教えています。

　みんな，一所懸命で活動は楽しいんです。

でも，教室は1週間に1回しかないので，1週

間ぶりに行くと先週教えたことは忘れている

ことが多いんです。

　今，教えている人は1時間，「郵便局はどこ

ですか」「まっすぐ行って，右／左です」を練

習して，覚えたなと思っても次の週に行くと

忘れている。

　これでは半年，1年勉強しても終わりませ

ん。どうしたらいいんでしょうか。

この語りに出典はない。筆者の一人が地域日本語

教育の現場で，複数の多様な支援者から何年にもわ

たり何度も聞きとった内容をストーリーとして再構

築したものである。地域日本語教育に関わったこと

があれば，だれもがどこかで目にし，耳にした内容

ではないだろうか。ここに見える地域日本語教育の

課題は，「何を」「どのように」教えるか，といった議

論では解決できない。2．2．でも言及したとおり，学

習者一人ひとりの学びや生活に支援者の思いが及ぶ

ような仕掛けが求められている。教材を取り上げれ

ば，それは「何を」「どのように」を越え，移住者は

何のために日本語を学び，支援者としての「私」は何

のために日本語を教えるのかを問うものとなる。

学習者である移住者を外国人ではなく「生活者」

として捉え，日本語にこだわらない活動を中心に据

えて明示的な日本語指導を行わない立場，教室もあ

る。「教える－教えられる」関係を越えて相互学習を

目指す立場と言ってよいだろう。忘れてはならない

のは，こうした活動が成立する前提として，その場

に参加する者同士の対等な関係性が担保されていな

ければならないということである。参加者同士の対

話によって課題を解決し，それぞれの成長につなげ

ていくという理念をどのようにして実践と結び付け

ていけるか。松尾（2015）でもまとめられているよう

に，地域日本語教育が内包する課題は日本語教育領

域全体の課題として引き継がれているといってよい

だろう。そこでは理念の蓄積と同時に，実践を踏ま

えた論考の蓄積もまた必要であるとされている。本

研究においても目指されているところである。

4．研究の概要

本章においては，具体的な教材作成のプロセスと

類似の教材の調査について述べる。最終的に作成し

た教材は2種類ある。一つは，移住者自身が書いた

小冊子「わたしの物語」vol. 1とvol. 2（図1），もう

一つは，インタビューからストーリーを抜き出して

作成した教材「わたしたちのストーリー」（図2）であ

る。

4．1．研究の発展

冒頭の1．で述べた最初の研究は，2011年から

2012年までの2年をかけて行われた。まずは，筆者

の一人が移住者の声を聞くため，移住者10名にイン

タビューをした。同時に協力者自身による声の発信

が重要であると考え，10名の中からエッセイを書い

てくれる人を募り，手を挙げた3名の移住者に，こ

れまでの日本の生活について自由に文章を書いても

らい，それを小冊子としてまとめた。その際，ほか

の移住者にも読んでもらうため，中国語，韓国語，
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英語の翻訳をつけて，発行した。

その後，小冊子を届けたある研究者から，教材と

して使えるのではないかとの感想を聞き，2年後の

2014年，新たに移住者の声をリソースとして教材を

作成するための研究を開始した。最初の研究と異な

る点は，移住者の語り（以下，ナラティブ）をリソー

スとして教材を作成し，その教材を使用して実践を

行い，検証するところまでをPDCAサイクルで行う

ことである。加えて，そのプロセスを研究者が振り

返りのために書く研究日誌の形で記録に残すことに

した。

最初に，2014年から2016年までの2年をかけ，日

本に住む移住者8名にインタビューをした。インタ

ビューの前に，インタビューの内容は移住者のた

めの教材とすることを目指していることを説明し，

承諾を得た。また，倫理的な配慮として，インタ

ビューデータは研究や教材以外の目的に使用しない

こと，協力者が中止にしたい時はいつでも中止にで

きること，個人が特定できるようなデータは使用し

ないことなどを書いた承諾書を作成し，双方が署名

した。インタビューは一人ずつ，2時間程度日本語

で，日本語学習歴や方法，日本での生活，現在楽し

みにしていることやこれからやりたいこと，日本社

会との関わり，これまで協力者にとって大きな意味

を持った出来事などを半構造化インタビューで聞

き，ICレコーダーで録音した8。インタビューの段階

で課題となったのは，通常の研究のように，リサー

チクエスチョンを立てたり，その後の分析を想定し

ないインタビューをどう進めるかという点だった。

筆者にとって，これまで，教材作成のためにイン

タビューをするという経験はなく，研究日誌には，

「（リサーチクエスチョンがないため）難しい，場

合によっては，フォローアップが必要」（研究日誌，

2014.8.28）という迷いが記録されている。しかし，

インタビューは相互行為であり（ホルスタイン，グ

ブリアム，2004），インタビュアーとのやり取りの中

で構築された協力者であることを認識した上で，協

8　インタビュー時間は協力者によって異なるが，フォ
ローアップインタビューも含め，8人で合計15時間程度
である。

図1．「わたしの物語」vol. 1とvol. 2の表紙と文章の一部

図2．「わたしたちのストーリー」の一部
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力者を理解することを目指した。

録音は文字化し，インタビューイごとに，話され

ている内容のまとまりで分け，その内容を表すト

ピックごとに分類し，一覧表を作成した。トピック

としては，たとえば「生活」，「家族」，「仕事」，「日

本語」，「多言語」，「生き方」などがあった。ストー

リーを切り出す段階で課題となったのは，切り出し

方である。教材とするために，1ページ程度に収まる

長さに切り出す必要があったが，インタビューデー

タのどこを，どのように切り出すか，またどこまで

編集するか，という判断は簡単ではなかった。イン

タビューデータの中の「話のまとまりを切って，新

しいストーリーに編集することは，それぞれのオリ

ジナルのナラティブのつながりや文脈を失うことに

なる」（Nelson，2011，p. 477）。また，切り出したス

トーリーは，誰にとって必要な語りになるのか，そ

れをどのような目的で読むのかなどは，読み手に

よって異なる。読む人への押し付けになってしまっ

たり，ステレオタイプのイメージを持たれてしまう

ことは，本研究の主旨からは外れてしまう。しかし，

何度もナラティブを読み返し，改めて感じたこと

は，すべてのインタビューに作り物ではない圧倒的

な力があり，引き込まれるエネルギーがあるという

ことであった。それこそが，本研究の心臓部である

と気づいた。そこで，できる限り，データを修正す

ることなく，ナラティブをそのまま教材として使用

することにした。したがって，出来上がったストー

リーは，ほぼ語られた内容そのままである。最後に，

協力者本人の承諾・協力のもとに，個人が特定され

る情報の削除や協力者の希望する修正，またこの教

材を使って学習するとしたら，どのような学習方法

がいいかという意見も出してもらった。抜き出した

ものの中からいくつかのストーリーを選び，試作版

として，ユニット1～3までの教材「わたしたちのス

トーリー」を作成した。並行して，先に発行した小

冊子「わたしの物語」のvol. 2を新たに作成すること

とし，3名の方に文章を書いてもらい，中国語，韓国

語，スペイン語，英語の翻訳をつけ，発行した。

4．2．類似教材の調査

教材の作成と並行して，同じようにナラティブを

使った類似の教材がないか，その調査と収集を行っ

た。方法として，以下の三つを行った。

（1）2012年から2018年までの文化庁の「地域日本

語教育実践プログラムA/B」9で作成された資料363

件，「日本語教育コンテンツ共有システム」（以下，

NEWS：http://www.nihongo-ews.jp/）にあげられて

いる資料のうち，「地域日本語教育実践プログラム」

との重複を除く161件について，どのような教材が

あるかを調査した。文化庁の「地域日本語教育実践

プログラムA/B」は，本研究開始の少し前にスター

トしており，プログラムAの方の目的には学習教材

作成が含まれている。また，作成した教材は，NEWS

にあげられるため，この二つを調査対象とすること

にした。ここであげた件数にはプログラム報告書や

支援者への教材使用説明などの資料も含まれるた

め，それを除いた300件あまりの教材を確認した。

それぞれに特徴は異なるが，全体の約60％が各地域

の状況に合わせ，病院や学校，駅などの場面と練習

問題などを組み合わせたもの，また，写真や絵など

を使って，その地域を紹介したり，行事や防災など

の情報を載せたものだった。残りは，多言語翻訳や

ワークシート，漢字など表記の教材であった。

（2）日本語学習支援教室関連のホームページから

教材に関する情報を探した。文化庁のプログラムに

応募し，採択されるのは全体の一部であり，より

広く把握するため，各教室の概要を見ることのでき

るホームページを調査することとした。方法として

は，関東地域の1都3県（東京176教室，埼玉129教

9　文化庁「地域日本語教育実践プログラムA/B」
（https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/

kyoiku/seikatsusha/）は，文化庁が平成24年度から行っ
ている日本語教育事業の一つで，プログラムAでは「生
活者としての外国人」のための日本語教育の実施や人材
育成，学習教材作成の取り組みを対象とし，プログラム
Bでは「生活者としての外国人」に対する日本語教育の
体制整備を推進する取り組みなどを対象としている。
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室，千葉151教室，神奈川229教室），東海地方の4

県（愛知31教室，岐阜8教室，三重1教室，静岡19教

室），関西地域の2府1県（大阪215教室，京都24教

室，兵庫114教室）の地域日本語教室のネットワー

クサイト10から，教室のホームページに教材の紹介

がないかを調査した。教室を紹介するホームページ

のうち，約10％あまりの教室で，使用している教材

への言及があったが，残りは，教室ホームページへ

のリンクがなかったり，あるいは，リンクがあって

も活動日や場所，活動内容などの紹介で，使用教材

の言及はないものが多かった。ただ言及している教

室では，既存の教材の他に，会話集や情報集などの

オリジナル教材を紹介している教室もあった。

（3）日本以外の事例を調査した。移民の研究や教

育では，欧米の方が歴史や経験があり，さまざまな

教材があるのではないかと考え，主にインターネッ

トを使い，キーワードを検索する形で調査した。物

語やストーリーの利用という点では，初中等教育に

おける言語や教科学習の実践例（Dujmovic，2006；

Prins, Avraamidou & Goedhart，2017；Putri，2016）

があったが，個人の語ったナラティブの利用ではな

かった。参考になるものとしては，British Council

が提供している英語学習教材の中に，“Migrant 

stories”と題した移民のライフストーリーの動画配

信（British Council，n.d.）があった。他に，ストー

リーの発信という点では，ストーリーテリングの手

10　各サイトは以下の通りである。東京（東京日本語
ボランティアネットワーク：http://www.tnvn.jp/），埼
玉（埼玉日本語ネットワーク日本語教室案内：http://

snihongo.sakura.ne.jp/），千葉（あなたの町の日本語教
室：https://www.mcic.or.jp/ja/support_for_foreigners/

japanese_class/japanese_class.html），神奈川（かなが
わ日本語教室マップ：http://www.kifjp.org/classroom/

japanese-list/），東海（東海日本語ネットワーク：http://

tnnjp.com/），大阪（大阪識字・日本語センター：https://

call-jsl.jp/），京都（京都府国際センター：https://www.

kpic.or.jp/），兵庫（兵庫日本語ボランティアネット
ワ ー ク：http://site.m3rd.jp/hyogo-nihongo-volunteer-

network/）。関東と関西地方は2015～2016年，東海地方
は2019年に調査した。

法があり，StoryCenter（n.d.）では，さまざまな人の

ストーリーを提供している。また，日本でも実践例

（半沢，ほか，2019）があった。また，ハワイ大学が

提供しているデジタルリソースの中に，“Near Peer 

Role Modeling”と題して，教師の語りを動画配信し

ているもの（Murphey，2002）があった。ほかには，

日本で販売されているテキストのうち，ストーリー

をキーワードにしているもの（川上，尾関，太田，

2014）やケース教材（宮崎，江後，武，田中，中山，

村上，2016；近藤，金，ヤルディー，福永，池田，

2013）なども確認した。これら，確認できた400件

余りの資料の調査からは，映像や写真を用いて，個

人のストーリーを紹介しているもの，学習者の書い

た作文を資料としているもの，あるいは「Aさんの

ケース」というように学習者の事例を学習教材とし

ているものなど，数件あったが，インタビューで収

集したナラティブをそのまま教材化するという方法

は，この調査の範囲内では見つけられなかった。し

たがって，筆者らの研究は，ほかにはほとんど例が

なく，まさに先駆的な挑戦と言えるのではないだろ

うか。

5．教材を使用した実践

本章においては，教材を使用した実践例を二つ紹

介する。一つは，移住者向けに開催した日本語教室

での実践であり，もう一つは，大学の日本語教員養

成講座での実践である。

5．1．日本語クラスでの実践

5．1．1．実践の概要

ここでは，「わたしの物語」と「わたしたちのス

トーリー」を使った実践を紹介する。本実践は，2016

年2月に計2回，1回は2時間の予定で実施された。

筆者の一人の勤務先地域の国際交流団体に協力をお

願いし，参加者を募った。研究の一環であることを

伝え，日本語レベルや来日年数などは制限せず，2回
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続けて参加ができる人を条件とした。その結果，7名

の参加者が集まった。国籍はペルー，イラン，フィ

リピン，アメリカ，韓国である。また，実践の際，学

習者のサポートをしてくれるサポーターが2名（中

国と韓国出身の方1名ずつ）が参加した。実践は，参

加者の承諾を得て，ビデオ録画し，フィールドノー

ツを書いた。ナラティブを活用する実践の目的は以

下の通りである。

（1）ほかの移住者の経験を理解し，自分自身も表

現すること。また，ナラティブがロールモデル

となり，移住者をエンパワーメントすること

（2）移住者自身に関わるディスカッションができ

ること

（3）「日本語学習」の概念を変えること

実践での活動を表1に示す。

1回目の活動は，「わたしは ...（自己紹介）」や，「わ

表1．活動
活動　 ワークシート（以下，WS） 目的

1回目 自己紹介 WS「わたしは」を使って，自己紹介する 互いを知る

アクティビティ1 WS「わたしのことば1」を使って，どこ
で，誰と，どのようなことばを使うかを考
え，共有する。

日常の中では，日本語だけでなく，さま
ざまな言語を使う複言語話者としての気
づき

アクティビティ2 WS「わたしのことば2」を使って，日本語
でできることや好きな活動を考え，共有
する。

日本語のレベルも，話す，聞く，書く，読
むでは異なることへの気づき

宿題 「わたしの物語」を読む

2回目 アクティビティ3 教材試作版のうち，一つのストーリー（調
理師になった話）を読んで，話し合う。

気になる語彙を確認したり，ストーリー
を読んだ感想を共有する。

アクティビティ4 「わたしを表現する」活動。シートを作成
し，発表する。

アイデンティティの構築・再構築，移住
者のエンパワーメント

図4．「わたしの大切なことば」

た

  

図3．左「わたしは（自己紹介）」，中「わたしのことば1」，右「わたしのことば2」
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たしのことば1」と「2」のワークシート（図3）を使

い，何語に限らず，普段使用している言語について，

メタ的に理解する活動を行った。2回目の活動は，

「わたしたちのストーリー」のうち，一つのストー

リー11を各自で読み，気になった言葉をポストイッ

トに書き出し，「わたしの大切なことば」シート（図

4）を使ってまとめたり，共有する作業を行った。そ

の後に話したい人はストーリーについてコメントや

質問をした。最後に，2回の活動のまとめとして，自

分の使える言語を使い，1枚のカラー用紙を使って，

自分自身を表現する活動を行った。

5．1．2．実践からわかったこと

ここでは，実践後のインタビューと録画データか

らわかったことを述べる。インタビューは，参加者

のうち，承諾が取れた3名に行った。また，録画デー

タは，時間に沿って，だれが（行為の主体），何を

行っているか（行為の種類）を観点として分析した。

本実践の目的は以下であった。それぞれがどのよ

うに達成されたかを，以下に見ていく。

（1）ほかの移住者の経験を理解し，自分自身も表

現すること。また，ナラティブがロールモデル

となり，移住者をエンパワーメントすること

（2）移住者自身に関わるディスカッションができ

11　実践当時は，まだ「わたしたちのストーリー」の製
本ができておらず，プリントで配布した。

ること

（3）「日本語学習」の概念を変えること

（1）ほかの移住者の経験を理解し，また，自分自身

も表現すること。また，ナラティブがロールモデル

となり，移住者をエンパワーメントすること

図5は，実践の活動「わたしを表現する」で書い

たシートである。なお，活動シートは何語で書いて

もいいということを伝えたが，発表は日本語で行っ

た。なお，個人情報が書かれている部分は，消して

ある。

Tさんは，シートの左側に「日本語を勉強してい

る」，「大学生」，右上に「英語教師」という現在の自

分と，右下に将来の自分の希望である「飛行機のメ

カニック」の両方を自分自身として表現し，絵を加

えている。Tさんは，日本語学習経験が少なく，こ

のシートを書くまで，「メカニック」という言葉を

知らなかったため，筆者に質問した。ほとんどコメ

ントをしなかったTさんが，ここで質問をしたこと

は，Tさんにとって「メカニック」が，自分を表現す

るために必要な言葉だったからだろう。「メカニッ

ク」とわかった途端，英語と同じだということに驚

いて，笑顔であった。また，Tさんは絵を加えている

が，これは「言語とは異なる特徴を持つ，優れた語

り様式」（やまだ，2019，p. 6）であるビジュアル・ナ

ラティブであり，Tさんが自分を表現する方法の一

つということができるのではないだろうか。

他方，Sさんのは，多言語である。何語を使っても

図5．「わたしの大切なことば」：左．参加者Tさん，右．参加者Sさん
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いいとしたので，さまざまな自分を表現する言語を

使った。自分の大切にしているもの，大切にしてい

る人を書きたいとのことだったので，家族やハート

が下側に書かれている。その上に階段のようなもの

が書かれ，「わくわく，やりたい事」，「ビジネス」と

書かれている。将来は自分の会社を持ちたいとのこ

とだった。活動前に読んだストーリーは，移住者の

方が調理師になった話だったので，それがロールモ

デルとなって，自分自身の将来を書いたのではない

だろうか。

以下のインタビューは，参加者の一人が語った話

である。

Oさん：あの自分だけじゃないんだとか，これか

らはもっとよくなるんだとか，すごく希望を

感じる，教材は，経験者の物語で，自分はこ

れから明るい，不安解消，というか，すごく

いいと思います。

 　私も今すごく大変ですけれども，いつかは

つながる，そういう，共感，というかその経

験の物語は，自分に，勇気をもらったり，希

望を感じると思います。

 　日本語の勉強だけではなく，感じるものと

か，自分がこれから社会につながるものと

か，が入ってるので，（中略）自信につながる

というか。ほかの人，あなたこれができるん

だ，すると，あ，もしかしたら，（何か）それ

は私の特徴というか，ほかの人にない，一つ

の特徴で，それをどんどん出して，アピール

して，認められるようにするのが，いいなと

思います。

（2）移住者自身に関わるディスカッションができる

こと

この活動の途中，何人かの参加者が，日本に来て

からの困った経験を話すことがあった。それは，「わ

たしたちのストーリー」にも困った話があったから

だ。参加者らの語りは，まさにこちらでは準備して

いないナラティブであった。以下，インタビューで，

Rさんは「分かち合う」という言葉を使っている。

Rさん：お互いに違う国籍を持っている外国の方

が集まって，現時点で違う立場で生活してお

り，そこから生まれる言葉の難しさや困難さ

を意見交換しながら分かち合う時間を設けた

ということはとてもよかったと思います。

（3）「日本語学習」の概念を変えること

ビデオを見ると，各自の発表を除く，発話時間の

大部分は参加者同士か参加者とサポーター間の発話

であった。本実践では，特にペアワークやグループ

ワークは行っていないが，時間が経つごとに，隣同

士，あるいは席が遠い場合でも，席を挟んでのやり

とりが見られた。教師主導の授業でよく見られると

いう，「I（Initiation）- R（Response）- F（Feedback）

（教師の質問－学習者の返答－教師の評価・コメン

ト）」（尾崎，2004，p. 82）のやりとりはほとんど見ら

れなかった。また，本実践では，ストーリーの中や

参加者から出た言葉について，特に全体での学習は

していない。各学習者の知らない言葉については，

「わたしの大切なことば」シートとポストイットを

渡し，わからない言葉があれば，共有してほしいと

言っただけであった。辞書はこちらで用意して机の

上に置いた。その結果，ポストイットに書いて机に

貼る者，リストに書く者，両方をする者，人に聞く

者などが見られ，一つの教室で誰もが同じことをす

るのではなく，それぞれの方法で学習を進めてい

た。インタビューでは以下のような話があった。

Rさん：本屋さんにずらりと並んでいる日本語教

材は狭い教室のなかで社会との関わりを感

ずることができずとても孤立的な感じがしま

す。

Nさん：私の性格は，たとえば，教室ね，教室は

同じ時間，同じグループ，同じ場所，つまん

ない。

 　リピートね，このリピートつまんない。人

間は，技術，毎日高くなる，リピートじゃな

いから。

以上，移住者向けに開催した日本語教室での実践

について紹介した。
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5．2．日本語教員養成講座での実践

ここでは，大学に設置された日本語教員養成講座

の科目の一つである「日本語教育実習」において，

「わたしの物語」vol. 1，2を使った実践を紹介する。

5．2．1．「日本語教育実習」の概要と実践に至る問題

意識

本実践は，2018年度前期に神奈川県に所在する某

大学に設置された日本語教員養成講座の一科目であ

る「日本語教育実習」内で行われた。授業の概要は次

のとおりである。

受講生：6名（日本語日本文学科：4年生1名，3年

生2名，英語英米文学科：3年生3名）

到達目標：

 ・日本語初級クラスにおける指導の基本を把

握したうえで，目標達成のための授業をデザ

インできる。

 ・模擬授業を行い，改善のための課題を発見・

省察できる。

 ・授業を実施し，改善のための課題を発見・

省察できる。

スケジュール：表2

本実践は，2018年度前期最後の授業（7/25）の1コ

マ（90分）を使って行われた。実践の目的は，日本

語学習者の多様性や学習の背景を理解することであ

る。筆者の一人である実践者（筆者の一人，以下，

「私」）は，担当者として，「日本語教育実習」の授業

を進めながら，受講生らに日本語学習者に関する具

体的なイメージがないことが気になっていた。受講

生らには，留学生も含め，日本語学習者と接した経

験がほとんどない12。そのため，受講生は，日本語

学習者＝教室で日本語を学習する人といった抽象的

なイメージがあるばかりで，どのような人が，どの

ような生活の中で，どのように日本語に接している

12　同大学の留学生数は，40名程度で，全学生数の
2.5％程度である。そのため，一般に学内で留学生に接
する機会は少ない。

か，また，どのような動機で日本語を学ぶかといっ

た具体的なイメージを持っていない。このように社

会的文脈から切り離された日本語学習者のイメージ

にもとづき，日本語を教授する技術のみを学習しよ

うとした場合，受講生が日本語学習者の多様性を考

慮することなく，特定の教授技術に固執するように

なるおそれがある。そこで，私は，受講生が日本語

学習者を生身の存在として具体的にイメージできる

ようになるための方法の一つとして，「わたしの物

語」を用いた実践を行うことを計画した。「わたしの

物語」所収の各物語は，各移住者の日本語学習の物

語ではなく，ライフの物語である。一方で，いずれ

の移住者の物語にも，日本語の学習／使用に関する

エピソードが含まれている。つまり，移住者にとっ

て，日本語学習者であることは，自身の物語を構成

する要素の一つであると考えられる。このような移

住者の物語の特性を踏まえ，私は，「わたしの物語」

所収の各物語を読むことが，受講生に日本語学習者

の多様性や学習の背景への理解を促すのではないか

と考えた。

表2．日本語教育実習のスケジュール
回 日 内容
1 4/11 日本語教授法の歴史，初級日本語授業の

要点
2 4/18 『みんなの日本語Ⅰ』分析の説明
3 4/25 『みんなの日本語Ⅰ』1,2,3,4,5,6課の分析
4 5/2 『みんなの日本語Ⅰ』7,8,9課の分析
5 5/9 『みんなの日本語Ⅰ』10,11,12課の分析
6 5/16 『みんなの日本語Ⅰ』13,14,15,16,17,18課

の分析
7 5/23 『みんなの日本語Ⅰ』19,20,21,22,23,24課

の分析
8 6/6 『みんなの日本語Ⅰ』25課の分析，授業展

開（練習の仕方）の説明
9 6/13 模擬授業1＋フィードバック
10 6/20 模擬授業2＋フィードバック
11 6/27 模擬授業3＋フィードバック
12 7/4 模擬授業4＋フィードバック
13 7/11 模擬授業5＋フィードバック
14 7/18 模擬授業6＋フィードバック
15 7/25 「わたしの物語」を読む
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5．2．2．実践の概要

実践は次のような手順で行われた。

（1）「わたしの物語」（1編）を音読する。

（2）「わたしの物語」中のわからない箇所に関し，

教師に質問する13。また，自由に感想を述べる。

 ※3編の物語14に関し，（1）（2）を繰り返す。

（3）次のようなワークシートの問いに対する答え

を各自記入する。

 ① 現在，日本語を母語としない人と日常的に

接する機会がありますか（または，以前に日本

語を母語としない人と日常的に接していたこと

がありますか）。その際，何か心がけている（い

た）ことがありますか。

 ②「わたしの物語」を読んで，今後，日本語を母

語としない人と接する際，心がけようと思った

ことがありますか。

 ③ 「わたしの物語」への感想・コメント

5．2．3．実践からわかったこと

受講生たちは，ワークシート②③の問いに対し，

次のように回答していた。

②への回答

Sさん：日本語を母語としない人たちの努力を受

け入れ，ある程度は大目に見る。

Tさん：日本には多くの外国人がいて，日常的に

関わる機会もあるので，自分では決してそう

しているつもりはないが，何気ないときに，

日本人の「あの人，外国人だ。私たちと違う。」

といった雰囲気を感じとり，傷つくことがあ

ると知ったので，どんな人たちにも心をオー

プンに，常に同じ態度で接することを心がけ

13　例えば，次のような質問があった。「中国残留邦人，
研修生（技能実習生）とは，どのような社会的／制度的
背景で日本に来た人々か」「（物語の主人公も含め）日本
に移住する人々は，いつ，どこで，どのように日本語を
学習するか」

14　「わたしの物語」vol. 1には，Ⅰ～Ⅲの物語が，「わた
しの物語」vol. 2には，Ⅳ～Ⅵの物語が収録されている。
これらの物語のうち，本実践では，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳを扱った。

たいです。

Aさん：私と（日本語を）母語としない人だけの

関係じゃなくて，慣れてきたら，その先のグ

ループや活動を紹介しようと思いました。私

とは知り合えても，その人が好きなことや学

びたいこと，知りたいことにつながるよう

な，その人の世界が広がるようなサポートを

してあげたいと思いました。

Oさん：日本語を学んだり，日本のコミュニティ

に参加したいという意欲が強いということが

印象的だったので，そういう場所を探してい

たら，一緒になって探したり，困っているこ

とがあったら，相談に乗って解決したりな

ど，日本語を母語としない人と日本のコミュ

ニティ・社会をつなげるような存在になれれ

ば，その人たちが言葉の壁や社会の壁にぶつ

かってしまったときに，閉じこもってしまう

ことが防げるかなと思ったので，自分から何

か困っていることない？と言ったり，そう

いったことを相談しやすい人になれるように

心がけたいなと思いました。

Mさん：解け合えるように，親身になって接す

る。地域のコミュニティに積極的に誘う。

③への回答

Sさん：それぞれいろんな事情で日本にやって来

たにもかかわらず，日本で生活するために，

自分から様々なものに挑戦していてすごいと

思いました。

Tさん：日本にいる外国人は，みんなそれぞれ

様々な事情があり，日本や日本語への理解も

様々なんだとわかりました。

Aさん：その人たちの気持ちや考えが書いてあっ

て，もっと読んで，その人たちが日本語を学

んだり，日本で生活するときに何を求めてい

るのかを知り，私にできることを考えたいと

思いました。

Oさん：実際に経験したことがわかって，おもし

ろかったです。
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Mさん：母国語で話したりすると，嫌な目で見ら

れたり，公園で断られるというのが衝撃的で

した。大変なことが知れて，よかったです。

すでに記述したとおり，受講生らには，留学生も

含め，日本語学習者と接した経験がほとんどないた

め，これまで日本語学習者の語りを聴く機会がほと

んどなかった。しかし，「何気ないときに，日本人

の「あの人，外国人だ。私たちと違う。」といった雰

囲気を感じとり，傷つくことがあると知った」，「日

本語を母語としない人と日本のコミュニティ・社会

をつなげるような存在なれれば」といった受講生の

記述からもわかるように，受講生らは，語りを読む

ことを通し，日本語学習者が日本での生活の中で感

じる日本語によるコミュニケーションや日本人との

人間関係に関する困難に関し，理解を深めた。また，

日本語学習者が日本語社会・コミュニティに参加す

る難しさを理解した上で，支援者として自分に何が

できるかを考えていた。

同大学で日本語教員養成講座を受講した学生が全

て日本語教師になるわけではない15。大半の受講生

は，卒業後，日本語教育とは直接関係のない職業に

就く。一方で，3．で述べたように，外国人労働者の

受け入れがますます拡大すると見込まれる現在の社

会状況に鑑みれば，今後は，国内で働く場合であっ

ても，外国人とともに働く可能性が高い。そのよう

な状況を踏まえると，日本語教員養成講座において

は，日本語の教授技術を学習すること以上に，日本

語学習者が置かれている状況を理解することが重要

になる。私は，今回の実践をとおし，「わたしの物

語」が，日本語教員養成講座を受講する学生に日本

語学習者が置かれている状況を理解してもらうため

の教材として有効であることを実感した。しかしな

15　鈴木（2011）は，日本語教師養成を受けたにもかか
わらず，「日本語教師にならない人」が増えているという
状況に鑑み，「日本語教師にならない人」も「在野の日本
語教師」として生態学的リテラシーを生かし，社会に寄
与できることを論じている。

がら，今回はわずか1コマの実践であったため，日

本語学習者の多様性や学習の背景に関し，十分に理

解を深めることはできなかった。そのため，今後の

展開として，一人ひとりの「わたしの物語」の社会的

背景に関し，さらに理解を深めたうえで，受講生ど

うしでやりとりをすることで，日本語学習者を日本

語学習者一般としてではなく，固有の生を生きる一

個人として捉える態度を養うような実践を構想して

いる。

6．考察と今後の課題

本研究の課題は次の3点であった。すなわち，学

習者個人のナラティブである「小さな物語」を（1）社

会に向けて開くこと，(2) それによって日本語教育

に対する意味付けを変革すること，(3) それを学習

者自身の未来につなげること，である。そして，本

稿の目的は，学習者個人のナラティブを学習者の世

界に還元することができるのか，学習者が生きるこ

とそのものに結び付けることができるのかを論じる

ことであった。

まずは，以下のインタビューについて述べたい。

5．1．の日本語クラスでの実践後のインタビューで

ある。Qは筆者の一人である。

Q： 今までこのような教材を使ったことってあり

ますか。

N： ないない，ないですね。あ，でも，あの，自

分の経験言いたい。

 （この後，Nさんの話が始まる）

N： 平仮名片仮名で始まりました日本語の勉強。

そしてまあ，日本に来て，で，すぐ仕事始

まったけど。（中略）私の仕事があんまり言葉

は要らないから。（以下1時間ほど続く）

実践後，数日経っていたにもかかわらず，Nさん

は「自分の経験が言いたい」と言い，1時間あまり，

話して帰った。時間が足りなくなり，教材のことは

あまり聞くことができなかったが，何より，この実

践がNさんの声を促したのではないかと考える。
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これは，語りの持つ力である。アトキンソン

（1995/2006，pp. 3 - 6）は，語り16が「語らなかったら

気づくことのない，私たち自身の新たな面を教えて

くれ」，また，「「今ある自分」ではなくて「なりたい

自分」の精神的なイメージを創る力を持」ち，「人生

を変革する」と述べている。また，Coles（1989）を引

いて，語りは「力強い説得力を持ち人間の経験に関

わるので，直接的な影響力を持ちうる」としている。

二箇所の実践のうち，5．1．の日本語クラスでの実践

後のインタビューでは，「勇気をもらったり，希望を

感じると思います」，「そこから生まれる言葉の難し

さや困難さを意見交換しながら分かち合う時間を設

けた」とあり，学習者の世界への還元，また彼らの

「生」へのつながりが見えたのではないだろうか。ま

た，5．2．の日本語教員養成講座での実践では，「日

本にいる外国人は，みんなそれぞれ様々な事情があ

り，日本や日本語への理解も様々なんだとわかりま

した」，「もっと読んで，その人たちが日本語を学ん

だり，日本で生活するときに何を求めているのかを

知り，私にできることを考えたいと思いました」と

いうコメントがあり，知らなかったことを知って，

できることを考えたいという次の行動への言及が示

されている。このように，ナラティブの持つ力が，

移住者の世界へ，そして，それを聞く人たちの社会

の変革へつながっていくことが期待でき，その点に

おいて，この教材は変革のきっかけになっていくこ

とができるのではないかと考える。また，それこそ

が，筆者らの希望である。

一方，「声」を持つ者と持たない者という点におい

て，課題もある。以下，5．1．での実践後の参加者の

インタビューである。

Rさん：今回読んでいた「語り教材」はとてもサク

セスストーリー的内容で，自分の苦しい努力

を尽くした末，やっと自分の希望をつかむこ

とができたと，とても明るい内容だったと思

います。このような内容が主になったら，日

16　原文では，「ストーリー」という用語を用いている。

本社会が抱えている問題に外国人の声が段々

閉ざされてしまうのではないかと思いもしま

した。

このような，サクセスストーリーへの批判は，移

住者向けの教材を比較したGulliver（2010）でも言わ

れている。経済的困窮や社会からの除外などの苦労

を重ね，そして最後には成功するという物語を例と

して載せているものが多く，教師は教材にはない多

様な移住者の経験があることも認識すべきだと述べ

ている。さらに，Rさんの指摘は，重要である。成

功の語りを持たない人は，やがて声も閉ざされてし

まうという危惧である。Rさん自身が移住者である

ため，この指摘は重い。

また，本研究の出発点は，1．で述べたように，研

究の成果をどのようにその協力者の世界に還元する

か，また，成果をいかにアカデミックな砦の外に広

げていくかという観点から，移住者の声を論文以外

の形で社会に発信できないかと考えたことにある。

しかしながら，教材という形であっても，作成のプ

ロセスや実践の実際をアカデミックな世界に発信し

ていくことが，結果的に，声を持つ者（ここでは研

究主体）の業績につながるということは否めない。

しかし，このような，研究そのものの搾取的な側面

について，省察的な議論を行うこともまた，進めら

れるべきである。この「フォーラム」という場はその

議論にふさわしいのではないだろうか。今後，筆者

らの取り組みに責任を持つためにも，引き続き実践

を継続し，さまざまな声（権利）を，どこに，どのよ

うに発信していくかについて，「フォーラム」読者と

ともに考えていきたい。
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Abstract

This paper describes the developmental process and significance of teaching materials 

that utilize the narratives of immigrants as a resource. In addition, we can also see and 

recognize the issues related to “meeting the needs of people who are learning to sur-

vive.” Our purpose in crafting the narratives of immigrants into teaching materials can 

be summarized by the following 3 objectives: First, to take individual student narratives 

and introduce them into society. Second, to change the way of thinking currently revolv-

ing around Japanese language education. Third, to connect the education process to the 

futures of learners. As a result of creating and implementing these teaching materials, we 

found that immigrants can be empowered, and are able to share their experiences through 

lesson worksheets and interviews. In addition, we found that holding instructor training 

courses encourages greater awareness of student concerns and leads instructors to have 

expectations for changes in their students’ futures.
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