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概要

本稿は，佐藤慎司，村田晶子（編著）『人類学・社会学的視点からみた過去，現在，未

来のことばの教育―言語と言語教育イデオロギー』の書評である。本書は，ことばの教

育に携わる人々が自身の営為を見つめ直し，新たな一歩を前に踏み出すために編まれ

た学術書である。本書は，ことばの教育における人類学・社会学的アプローチの理論

的意義のまとめ，人類学・社会学的視点からことばの教育における「あたりまえ」を疑

う立場からの論考，人類学・社会学的視点からの言語コミュニケーション教育の実践

例で構成されている。13人の執筆者は，ことばの教育の中で「あたりまえ」になってい

ることに様々な疑問を持ち，ことばの教育を問い直す必要性について論じている。本

稿では，1章ごとに内容を紹介した上で，今後のことばの教育の展望について述べる。
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1． 提言：ことばの教育における「あた
りまえ」の再考

本書（佐藤，村田，2018）は，現在の言語・コミュ

ニケーション教育等のことばの教育に欠けている意

識と姿勢を指摘し，未来のことばの教育に向けて大

きな示唆を与える書である。

「はじめに」（pp. Ⅲ - Ⅳ）で編著者の佐藤・村田は，

ことばの教育の中で「あたりまえ」になっているこ

とに様々な疑問を持ち，自身の実践を含めてことば

の教育を問い直す必要性について論じている。ヘイ
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トスピーチや移民問題など，世界の各地で増加して

いる特定グループの排斥に対する危機感からの「外

国語教育や人類学という，多様な他者とのコミュニ

ケーション，多様性の尊重，差異を乗り越えるため

の研究活動や教育活動に携わる者として十分な役割

を果たしていないのではないかと痛感します」とい

う言及に，共感しない読者はいないだろう。本書は

世界中で起こっているテロや移民・難民に対する偏

見・差別等にモヤモヤ感を持っている私たちに，こ

とばの教育はどのように貢献できるのかと問いか

け，ことばの教育の役割についての再考を促してい

る。

本書は，3部構成である。第1部はことばの教育に
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おける人類学・社会学的アプローチの理論的意義の

まとめ，第2部は人類学・社会学的視点からことば

の教育における「あたりまえ」を疑う立場からの六

つの論考，第3部は人類学・社会学的視点からの言

語コミュニケーション教育の実践の四つの具体例で

構成されている。

本書評では，2．で1章ごとに概要を評者の私見を

織り交ぜながら述べた後，3．で評者のことばの教育

の実践の課題にも触れつつ，ことばの教育の展望に

ついて考えたい。

2．本書の概要

2．1．第1章「言語・コミュニケーション教育におけ

る人類学・社会学的アプローチの意義」（佐藤慎司，

村田晶子）

第1部「人類学・社会学的アプローチの意義」は，

佐藤・村田による第1章で構成される。本章は，本

書の意義を示すとともに読者のための道先案内を務

める章である。

冒頭では，そもそも「人類学・社会学的視点」とは

何であるかが掴める。つまり，その視点とは，「言

語，文化，学習といった言語・コミュニケーション

研究に重要な概念を言語・コミュニケーションをと

りまく環境，つまり付随的な一要因として捉えるの

ではなく，社会的な文脈，埋め込まれた状況から切

り離さずに取り扱う」（p. 4）視点である。その上で

「ことばの教育を人類学・社会学的視点でみる」ため

に，「人や学習を取り巻く歴史的文脈を踏まえなが

ら，彼らが生きる「今」，「ここ」の状況に光を当てる

アプローチ」（p. 4）という方法をとることを説明し

ている。

特にメッセージ性を感じるところは，謝る際の頭

の下げかたや女性語といった言語イデオロギーと言

語教育イデオロギーの問題性について述べている部

分である。著者は，「言語イデオロギーとは，言語

の実践そのものではなく，理念とその理念の体系で

あり，倫理的・政治的な利害関係を伴っている」（p. 

8）と論じ，読者に「あたりまえ」の再考を促す。つ

まり，謝り方や女性の話し方を学習者に教えるとい

う行為の良し悪しを吟味することよりも，その行為

は一体どこから生まれてくるのかを考えよ，という

ことである。謝り方や女性の話し方を教える教師の

頭の中には権力や男女の格差を固定化するイデオロ

ギーが潜んでいる。しかし，教師は自身が囚われ

ているイデオロギーに気づかない。「人や学習を取

り巻く歴史的文脈を踏まえながら，彼らが生きる

「今」，「ここ」の状況に光を当てるアプローチ」（p. 

4）を行えば，イデオロギーから解放され，謝り方や

女性の話し方を教える行為を改めることになるだろ

う。その結果，ことばの教育の実践は更新されるは

ずである。

本章には著者の個人的なエピソードも盛り込まれ

ている。そこでは，アメリカに住んで20年以上の著

者が「日系人1世」だと他者から言われ戸惑った経

験，日本語を外国語として学んだ日本語作家を「越

境文学の作家」と紹介したがその呼び方を本人に拒

否された経験が紹介されている。これらのエピソー

ドからは，アイデンティティは既存のものではな

く，他者とのコミュニケーションの中で構築されて

いくものだということが分かる。ことばの教育はた

だ知識を授受する営みではなく，教師も学習者もこ

とばのやり取りを通じて環境の変革を起こす可能性

が存在することが示唆されているのである。

以上のように，第1章は人類学・社会学の理論か

らことばの教育に携わる者の背中を押すようなメッ

セージ性に溢れているが，理論のみではなく，こと

ばの教育への方法論的な示唆もある。2-6．では，エ

スノグラフィーを深く追求した箕浦（1999，2009）を

再編成した「知のメタアプローチの比較」表が掲げ

られている。その表は，多角的な視点による研究の

アプローチが整理され，調査者だけが一方的に現場

を調査してその結果を記述するフィールドワークか

ら，自己再帰的な姿勢をもとにフィールドの人々の

視点を取り入れるフィールドワークへの方向性の転
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換の意義を示している（p. 15）。また，2-7．「新しい

フィールドワークの手法」の質的研究法のまとめか

らも，「人や学習を取り巻く歴史的文脈を踏まえな

がら，彼らが生きる「今」，「ここ」の状況に光を当

てるアプローチ」（p. 4）の重要性を知ることができ，

私たちは，ことばの教育の研究にフィールドワーク

の手法をとり入れる意義を再確認できる。

第1章の終盤では，「現在の言語・コミュニケー

ション教育に欠けている」（p. 19）意識と姿勢が指摘

されている。それは，「対象言語や文化に関するさま

ざまなビリーフの維持，再生産に大きく関わってい

ることへの教育関係者自身の（批判的）意識であり，

教育実践への問い直しの姿勢」（p. 19）である。この

言及から，ことばの教育に携わる私たちは，私たち

自身の実践が文化，歴史に大いに影響することを意

識し，今こそ人類学・社会学的視点を持つことが求

められていると実感するのである。

2．2．第2章「言語教育／学習の知識社会学―グ

ローバル化における「バベルの塔」と日本列島上を

おおう言語イデオロギー」（ましこ・ひでのり）

第2章から第7章までは第2部「ことばの教育の人

類学・社会学」に収められている。第2章では，著

者が日本における言語教育において自明視されてい

ることに対し次々と疑問を呈している。私たちは，

小学校における「国語」教育，中学校から始まる「英

語」教育の存在とそれらが選抜入試として課される

ことに特に疑いを持たずに生きてきたのではないだ

ろうか。著者は，その疑いの不在を指摘し，「本当に

あたりまえなのか」と私たちに問う。国語教育関係

者や日々国語教育を実践している現場教員の大半が

国語教育を行うことを政治性のたかい洗脳工作と捉

え，そのような政治に無自覚に加担し続けていると

鋭く批判しているのである。

著者は同様に，「英語教育」が自明視されることに

も疑問を投げかける。なにゆえ「義務教育」として

「外国語」が必修なのか，その「外国語」のなかでな

ぜ「英語」が自明な選択肢なのか，「外国語」が市民

的素養であるという自明視，グローバル化は英語に

習熟しているという通念，パスポート上のヘボン式

による人名表記など，著者は次から次へと日本にお

ける「英語」の扱われ方に対して「本当にあたりまえ

なのか」と問いかけ，評者も自分の中に「英語帝国主

義イデオロギー」が巣食っていることに気づかされ

る。

さらに，日本人の多くが持つ「日本人の日本人に

よる日本人のための日本語」と並行した「英語など

外国語」という言語観に対する批判がなされる。そ

の上で，いわゆる日本語母語話者と日本語を自在に

操れない定住外国人との社会学／人類学的な「すみ

わけ」について指摘する。それは，「漢字表記等，文

化的な非関税障壁を無数にはりめぐらせていること

に無自覚な多数派日本人が，みえない排外主義に

よって定住外国人と接触する機会をほとんど0にし

てしまってきたという現実の産物」（p. 54）に対する

批判である。またもやここで，「漢字表記」という

「あたりまえ」が指摘される。著者は常にひらがな表

記で「ましこ・ひでのり」と名乗る。著者の論考の参

考文献リストには，ひらがなの著者名がずらりと並

ぶ。文化的な非関税障壁を崩そうとしているからで

ある。

終盤では，「ちぐはぐな言語政策・教育実践」，そ

の背後にある「無自覚なイデオロギー」である言語

観を批判し，依然として続く世界の「バベルの塔」状

態に触れる（p. 55）。「あたりまえ」を疑ってかかり，

イデオロギーにまみれた言語教育／学習のちぐはぐ

さに気づくことこそ，今の私たちに求められること

だと，ひらがな名の著者は私たちに伝えているので

ある。

では，このイデオロギーにまみれた言語教育は，

果たしてどのように改革されるのだろうか。結局

は，言語教育者，言語教育研究者が改革を担うこと

になるのだろうが，その時，人類学・社会学的視点

が社会の問題を掘り起こすのみで役目を終えるので

はなく，改革の具現化にもその視点が維持され発揮



427

『言語文化教育研究』17（2019）

されることが期待される。

2．3．第3章「学習者の社会階層と日本語学習」（岡野

かおり）

第3章の舞台はオーストラリアである。本章の著

者が疑う「あたりまえ」は，外国語の学習者がその外

国語を学習対象として選ぶ理由，学習に対するモチ

ベーション，学習効果のあり様である。私たちは，

ある国の文化に憧れたり，ある仕事をしたくてその

仕事に必要な言語を習得したいと思ったりして，外

国語の学習を始めることが多いのではないだろう

か。しかし，ある外国語を選び学習する理由は，本

当に個人の好みによるものなのだろうか。著者はそ

のように私たちに問いかけ，教育社会学の視点から

の考察を試みる。

本章で考察する対象は，著者が在住するビクトリ

ア州の中等教育制度の中の「英語以外の言語」の選

択をめぐる問題である。その問題とは，「英語以外の

言語」が必修でなくなった途端に多くの生徒が「英

語以外の言語」学習から去ってしまい，少数の学習

者しか残らないという現象である（p. 65）。

著者は，選択科目「英語以外の言語」の一つであ

る「第二言語としての日本語」の教科選択について

考察を進める。まずは，日本語が他の「英語以外の

言語」同様，教科のヒエラルキーの上位にあること

について説明がなされる。教科のヒエラルキーが上

位であるのは，中等教育修了（大学入学）共通試験に

おいて審査の対象となる教科のうち，「英語以外の

言語」が一般的に困難だと捉えられ，教科間の得点

を相対化する「スケーリング」により，日本語の得

点が有利に調整されるからである。このような大学

受験における日本語の優遇により，成績優秀者で，

中等教育修了共通試験の高得点を要求する大学の難

関コースを目指す生徒の多くが高得点を得るための

戦略的手段として日本語を選択することになる。教

師も成績が優秀ではない生徒に日本語の選択を勧め

ない。つまり，個人の好みで日本語を選択している

わけではない。「アカデミックで比較的恵まれた学

校に在籍する，学業成績が全体的に上位の生徒」（p. 

70）のための教科として日本語が制度的にエリート

化し，本当はアニメなどの日本文化に魅せられてい

る生徒も学校での日本語学習を諦めていく，と著者

は嘆く。

最後に著者は，外国語学習者を取り巻く社会・制

度的条件による学習者への影響が多大であることを

踏まえ，教師たちに提言する。日本語学習に関する

「外的条件・一般的認識・生徒個人の行動の相互作用

の存在を認識することから始まり，幅広い学習者層

に魅力のある授業，選択教科を決めるときの助言，

学校内で教師集団にたいする働きかけなど」（p. 71）

である。それらはある程度具体的な措置である。評

者は，著者の最後の提言，「「英語以外の言語」学習

は何を目指すのかを議論する」（p. 71）ことこそ，当

事者である教師と学習者が喫緊に実行に移すべきこ

とだと共感した。さらに欲を言えば，ある言語がエ

リート化し，言語のヒエラルキーを生むことでどの

ような弊害が社会に起こるのかについて教師と学生

が議論していくことの必要性も提示されてもいいの

ではないかと思った。

2．4．第4章「教員のライフヒストリーから何を学

べるのか―北米の継承語教育・国際バカロレア教

育の実践者の周辺的参加と変容」（津田和男，村田晶

子）

第4章では，言語文化教育に携わる教員である津

田の語りを村田が聞き，その語りが社会学的，人類

学的な調査方法であるライフヒストリーによって編

成されている。著者は，ライフヒストリーを，イン

タビューの分析を主とするライフストーリーと比較

しながら，自伝，日記，手紙などインタビュー以外

にも幅広い資料を活用するものだと説明する。そし

て，「言語教育において教員のライフストーリーや

ライフヒストリーを研究することの意義は何だろう

か」（p. 74）と問い，自らその問いに応じる。
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本章で著者が問い直す「あたりまえ」は，教員を研

究することの意義である。「規範的な教え方や理想

の教師像といった文脈から切り離した規範的な教授

スタイルや教育のスキルを議論することを超えて」

（p. 74）と述べていることから分かるように，「規範

的な教授スタイルや教育のスキル」を学ぶために教

員が研究されるとしたら，その研究は社会学的，人

類学的視点が欠けた研究であると著者は考えてい

る。「どのような教え方をすればいいのか」「どのよ

うな教師になればいいのか」を議論するために教員

を研究することが「あたりまえ」だと認識されては

いないか，という疑念が窺える。著者は，教員が埋

め込まれている文脈を無視した個体主義的な研究に

は存在しない意義を，ライフストーリーやライフヒ

ストリーに見出しているのである。

津田のライフヒストリーに話を戻そう。著者が津

田のライフヒストリーを編成する目的は，津田の，

教育現場での居場所の見つけ方，他者との相互作用

による変容，教育理念に基づいた実践のし方を明ら

かにすることである。聞き手の村田は，5，6歳の子

どもたちに継承語教育を施す津田にニューヨークで

初めて会い，その10年後に東京の国際バカロレア

教育のワークショップで日本の教員たちに指導する

彼に再会した。10年間に津田は活躍の場を広げてい

て，特に45年間にわたる北米での言語教育に村田は

惹かれたのだった。

津田の波瀾万丈のライフヒストリーの詳細を本書

評で明かしてしまうのは「ネタバレ」になるため，ご

く簡単に概要を説明する。本ライフヒストリーは，

津田が国連国際学校という現場で，無給の講師→契

約講師→正規雇用へと周辺から中心的な参加へと位

置を移動し，居場所を築いていく変容を，Lave and 

Wenger（1991）の状況的学習論で理論づけている。

ライフヒストリーでは，どのような苦しい状況にお

いても津田が教えることにやりがいを感じ続けてい

る姿が描かれている。また，状況的学習論では，共

同体への参加によっていかに「学びが起きるか」に

焦点が当てられがちであるが，津田のライフヒスト

リーは参加の深化もあれば中心的な参加からの疎外

もあり，「さまざまな社会的な境界線を越えていか

なければならないこと」（p. 91）を示唆していると意

味づけられている。

結びでは，村田にとっての津田とのインタ

ビュー，対話の経験の意味について触れている。そ

の意味とは，教員は教員としてなぜ働き続けるの

か，学生たちはなぜ日本語を学ばなければならない

のか，という問いに対して「真摯に向き合い，自分

なりの答えを見つけていく必要がある」（p. 92）こと

を認識したこと，その認識は，教員の規範的なスキ

ルについての議論ではなく，教員の教育実践の豊か

な文脈に光を当てたライフヒストリーの編成から

生まれたものだということである。「教育実践の豊

かな文脈」という表現が，評者には眩しく感じられ

る。実践に豊かな文脈があるか否か，というのは，

実践を行う当事者が実際に気づくことは難しいので

はないだろうか。実践で次々に生まれてくる課題を

乗り越えていくことに夢中になり，ふりかえる余裕

すらないというケースも多いだろう。ライフを聞い

てくれる「聞き手」がいて初めて「語り手」の豊かさ

が可視化されるに違いない。欲を言えば，Lave and 

Wenger（1991）の状況的学習論を枠組みとするな

ら，津田の生徒たちが，津田による教育実践によっ

てどのように変容したのかをより詳しく論じてほし

いと思った。「継承語学習者間の「自助集団」」，「み

んなが高め合う集団」（p. 89）とは一体どのような実

践共同体で，津田の教育実践とどのような関わりが

あるのかが非常に気になるところである。

2．5．第5章「社会言語学からみたこれからの言語・

コミュニケーション教育の課題」（山下仁）

第5章は，言語・コミュニケーション教育の課題

について考察することを目的に据えている。タイト

ルには「社会言語学からみた」と書かれているが，学

問分野が何かというより，複言語主義の立場と視点

による議論という印象が強い。



429

『言語文化教育研究』17（2019）

本章の序盤では，社会言語学と言語・コミュニ

ケーション教育との関係を探り，「社会的問題の解

決を目指すという点で重なる部分がある」（p. 98）と

述べている。著者は，ハインリヒ，石部（2016）の

説明を参照し，これまでの社会言語学の流れを三つ

の「波」に分けて説明する。「第一の波」と「第二の

波」は，ジェンダーや社会階層といった社会的カテ

ゴリーを所与のものとして話者や言語共同体に当て

はめて研究していたが，「第三の波」は，カテゴリー

を固定化せず「特定の相互行為者間の社会的相互行

為を通して社会的意味がどのように言葉の変異に帰

せられるのかを解明」（ハインリヒ，石部，2016，p. 

9）する点で他の二つの波とは異なる。そのことか

ら，著者は，「第三の波」にある社会言語学は，相互

行為によって社会的意味が新しくつくられ，新しい

社会がつくられることに貢献すると意味づける。そ

の社会言語学の役割に，ことばによって社会的問題

を解決しようとする言語・コミュニケーション教育

の役割を，二つの分野の共通点として見出している

のである。

本章で明らかにしたい言語・コミュニケーション

教育の課題は，マクロ社会言語学の観点とミクロ社

会言語学の二つの観点からあぶり出される。マクロ

社会言語学の観点では，複言語主義の目指す柔軟な

コミュニケーション能力の養成や，そのコミュニ

ケーション能力が一定の役割を果たすような言語空

間を作ることが挙げられる。ミクロ社会言語学の観

点では，上記の言語空間における具体的な課題が，

多角的な視点から五つ挙げられている。

本章でも，著者が様々な「あたりまえ」に疑問を

呈している。その「あたりまえ」とは，授業におけ

る教師と生徒の権力関係，日本語のポライトネス研

究が主観的であることや言語・コミュニケーション

教育が「正しさ」というイデオロギーに支配されて

いる実態，「日本には識字の問題はない」という言

説，多数派や健常者として言語教育を考えている実

態，「コミュニケーションは成立する」ということを

前提として社会言語学においてヘイトスピーチなど

暴力的な言語行為があまり研究されてこなかったと

いう実態，である。

本章の中で最も心を動かされ共感したのは，著者

が複言語主義の理念をどのように実現しようとして

いるかを述べている箇所である。それは，「「全ての

言語能力がその中で何らかの役割を果たすことがで

きるような言語空間を作り出す」ことがその大きな

方向性であり，その課題であるように思う」（p. 104）

という部分である。ここでは，複言語主義の理念を

実現する言語・コミュニケーション教育の方向性が

はっきりと現れている。しかし，具現化，実現化の

方法については論じていない。著者も本章の最後に

匂わせているが，その言語空間を具現化，実現化す

る役割は，言語教師や言語教育の研究者だけではな

くよりよい生き方を求める全ての人に与えられてい

ると考えられる。

2．6．第6章「コミュニケーションスキルを問う―

生きづらさを抱える人のためのコミュニケーション

ワークショップのエスノグラフィー」（照山絢子，堀

口佐知子）

「コミュ力」や「コミュ障」という言葉を最近よく

耳にする。それらが「コミュニケーション能力」と

「コミュニケーション障害」を意味することは一般

に知られている。本章の著者は，いわゆる「コミュ

障」を抱える発達障害者を主な対象としたワーク

ショップのフィールドワークを約1年間行ない，コ

ミュニケーションスキルをめぐるエスノグラフィー

を描いた。手法としては，調査者と現場の人々の

チームで行う「チーム・エスノグラフィー」（p. 17）

のかたちをとっている。

本章がフィールドとしている「R会のワーク

ショップ」の対象者は，発達障害者や「ひきこもり」

などからコミュニケーションに問題を持つ人たちで

ある。月に数回，公共の施設内で開催される。参加

者は都度変わり，大学生から70代くらいまで年齢層

が厚い。ワークショップの目的はコミュニケーショ
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ンスキルの向上で，主な活動内容は，簡単なコミュ

ニケーションゲーム（アイスブレイク），会話のワー

クショップ（メイン活動），活動の振り返りとなって

いる。特徴的なのは，ワークショップで知り合った

人の情報を外に漏らさないというルールのほかに，

参加者同士による連絡先の交換を認めていないとい

うことである。R会は，その場を超えた関係性を結

ぶことを奨励せず，「その場限りの関係性の中でコ

ミュニケーションの練習を行い，それぞれが得たも

のを持ち帰って現実の社会生活の中で活かしていく

ことを期待」（p. 123）している。参加者たちは本名や

職業などの背景が共有されない低コンテクストの中

で，ファシリテーターに導かれ，ひねりのある自己

紹介をしたり，二人一組になって与えられたテーマ

（例えば「東京」）についてフリートークをしたりす

る。低コンテクストだからこそ，コミュニケーショ

ンは，「より明示的で，誰にでも伝わる言葉や内容を

選ぶことにつながっていく」（p. 142）ことになる。

本章のエスノグラフィーの前半はワークショッ

プの参加者たちへのインタビュー，後半はワーク

ショップの作り手へのインタビューについて考察し

ている。R会の代表者である山根さんの語りに，R会

が参加者に期待するのは「スキルの前」という表現

がある。著者はそれについて，企業面接での受け答

えや「ほうれんそう」（報告・連絡・相談）のハウツー

ではなく，他者とつながるということの本質にある

ものだと説明する。前者はSST（ソーシャルスキル

トレーニング）と言われるもので，目に見えマニュ

アル化できるものである。後者はマニュアル以前に

ある形のないものゆえ体得しにくい。しかし，これ

までに人間関係で傷ついた経験を重ねてきた発達障

害を抱える人には，マニュアル通りに行えば失敗し

ないコミュニケーションスキルを学んだとてほとん

ど意味がない。「失敗のリスクに身をゆだねながら

試行錯誤をする」（p. 139）コミュニケーションスキ

ルの学びを起こす仕掛けがR会のワークショップに

は存在するのである。著者は，「ワークショップの

参加者らにこうしたR会の思想がどれほど意識され

ているのかはわからない」（p. 140）と述べているが，

場の作り手の思想や仕掛けが参加者に意識されない

からこそ，参加者は試行錯誤による自立的でリアル

なコミュニケーションに挑戦していけるのではない

か，と評者は思う。

本章で著者が疑う「あたりまえ」は，コミュニケー

ションスキルの向上がマナーなどの見えるスキルの

トレーニングに偏っている傾向はもちろんのこと，

言語コミュニケーション教育や外国語教育の方向性

にも及ぶ。例えば，「言語コミュニケーション教育に

しばしばみられる「正しさ」イデオロギー」（p. 141），

「外国語学習者の研究を中核とすることばの教育」

（p. 144）である。著者は，文化人類学の視点から「言

語学習者が教室外で生活者としてコミュニケーショ

ンする際のつまずきに注目することで，言語コミュ

ニケーション教育研究も発展しうるのではないか」

（p. 144）と展望を述べている。この展望は，第5章の

山下の論考の主張とも重なる。

言語教育の現場を準備教育の場と捉えることに

批判的な立場をとる評者は，本章のR会のワーク

ショップも準備教育の場と言えるのではないかと多

少批判的に読み進めてみた。しかし，前述したよう

に，低コンテクスト状態が作られた場であり，場の

作り手の思想が意識されない環境の中において自立

的でリアルなコミュニケーションに挑戦できるのな

らば，その営為はもはや，「準備」ではないと思い直

した。

2．7．第7章「教室における「授業」と「英語」の非自

明性から考える―「英語教育」の再帰的批判と「こ

とばの教育」の再興」（榎本剛士）

タイトルに示されているとおり，第7章で疑われ

ている「あたりまえ」は，「授業」と「英語」である。

本書は人類学・社会学的視点からことばの教育を考

えることを目的としているが，本章の著者は「こと

ば」がどのように使われているかを考察するとき，

権力関係やアイデンティティとの関わりを重視し，
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人類学・社会学視点をわざわざ持ち出すまでもない

と述べている。そこに，本章が読者に伝える「授業」

と「英語」の「非自明性」に対する強烈なメッセージ

を感じる。

本章で繰り返される問いは，英語の授業時間中に

起きていることは「英語の授業」であり，生徒はそこ

で「英語」を学んでいる，と本当に言えるのかどうか

という疑問である。著者は，まず，「「英語教育」とい

う枠組み（思考様式）そのものを現場（内部）から超

えていくための契機を示す」（p. 148）ために，「授業」

と「授業時間に起きていること」をBakhtin（1986）

の「ジャンル」概念を用いて区別している。「ジャ

ンル」とは，様々なコミュニケーション領域で発達

していく各々の領域特有の「比較的安定した発話の

型」（p. 148）である。「授業」は，教師の役割や適切な

話し方などがパターンとして特徴付けられる，一つ

の「型」である。しかし，「授業時間に起きているこ

と」は，「型」ではなく，様々な現象が起こりうる「出

来事」である。つまり，「授業」と「授業中に起きて

いること」は一致しない。その点において，「「英語」

の授業時間中に起きていることは「英語の授業」で

あり，生徒はそこで「英語」を学んでいる」（p. 147）

という「あたりまえ」は「あたりまえ」でなくなるの

である。

著者は，Bakhtin（1986）の「ジャンル」，Bauman

（1996）の「脱／再コンテクスト化」，Blommaert

（2010）の「スケール」という三つの概念を援用し，

実際の英語の授業時間中の談話を分析して「どのよ

うなコミュニケーションを通じて，どのような異な

る形を纏いつつ，そして，どのような階層化を伴

いながら，「英語」が教室を巡るか」（p. 153）を考察

している。分析，考察には埼玉県のある公立高等学

校の「英会話」の授業をフィールドとし，三つの場

面（やりとり）を対象としている。主な登場人物は，

授業の盛り上げ役の3年生男子，日本人の担当教諭

（高頭先生），アメリカ人の新任外国語指導助手（Mr. 

Loper）で，英語の授業の現場で「あたりまえ」が

揺らいでいる状況が見える。教室には，様々な「ス

ケール・レヴェル」が存在し，「英語」はそれらの間

を行ったり来たりする。かれらのコミュニケーショ

ンは「英語」に制御されているのではなく，むしろ，

コミュニケーションによって「英語」が様々な役割

を与えられ，「授業」という「ジャンル」は変容し，

上塗りされていくのである。彼らが学ぶ対象とする

「英語」には実体はない。その現象に，著者は「「英

語教育」を超える契機」（p. 166）を見ている。ゆえ

に，著者は，「コミュニケーションを「英語」で制御

するための教育ではなく，自己認識，自己批判，自

己変容に開いた，「今・ここ」のメタ・コミュニケー

ションを重要な原動力とする教育」（p. 165）を提案

する。学校教育としての「英語教育」を，「世界に存

在する様々なコミュニケーションの形を志向した「

実際に使われることばの教育」」（p. 167）に変えるこ

とを目指して。人類学・社会学的視点で考えるから

こそ，「ことばの教育」の「ことば」に「メタ・コミュ

ニケーション」という概念を当てることができるの

だろう。

再度，本章のタイトルに戻ってみる。サブタイト

ルは，「ことばの教育」の「再興」である。「再考」に

とどまらない挑戦的な分析と考察，その後の提案に

「英語教育」変革の萌芽が見える。著者は，「学校で

行われる英語の教育は「英語教育」であることを止

め，世界に存在する様々なコミュニケーションの形

を志向した「実際に使われることばの教育」に向け

て，少しだけ踏み出せるのではなかろうか」（p. 167）

と述べて章を結んでいる。では，「実際に使われるこ

とば」とは，英語ではない，何なのだろうか。それ

は，イデオロギーから解放された，言語に限定され

ない広義の「ことば」であろう。ならば，この「こと

ば」とは何かについてのより深い議論こそ，本章の

考察では必要ではないだろうか。

2．8．第8章「大学における多文化協働フィールド

ワークを通じたことば・文化の学び」（村田晶子）

第8章から第11章までは第3部「人類学・社会学
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的視点を生かしたことばの教育」に収められてい

る。第8章は，人類学・社会学の方法論に着目し，

その方法論がどのようにことばの教育に資するのか

を示している。本章の目的は，「人類学の視点に基

づいたフィールドワーク教育が，学生たちの多文化

協働，そしてフィールドにおける他者との関わり，

自己と他者との関係性の分析にどのように役立つの

かを明らかにする」（p. 173）ことである。本章で著

者が強調するフィールドワークおよびエスノグラ

フィーの醍醐味は，「他者化された人々からみつめ

返される逆転の可能性を常に秘めており（Clifford，

1986），相手の目に映る自分自身を知る学びの機会」

（p. 174），つまり「自己再帰性」である。

また，著者が疑う「あたりまえ」は，「国家プロ

ジェクトとしての「グローバル人材」の育成におい

て，日本人学生の英語力の育成が重点課題として取

り上げられており，それに連動する形で英語での専

門科目の中に共修科目が位置づけられていることが

多い」（p. 175）という実態である。このような共修科

目は，まず英語が苦手な学生には狭き門となり，英

語でのコミュニケーションが可能な日本人学生と留

学生のみの閉鎖的な空間を生む。また，大学内の若

者のみで作られるコミュニティという閉鎖性も否め

ない。

以上の課題を乗り越えるために，著者は大学にお

ける授業の一環として交換留学生と学部生が共に取

り組む「多文化協働フィールドワーク」をデザイン

した。この活動には，留学生と日本の学生，約250人

（若干留学生の方が人数が多い）が参加した。学生た

ちには，多様な言語文化的な背景をもつ学生の協働

の中に生まれる多面的な学びと，質的な社会調査の

技法を身につけること，協働フィールドワーク，エ

スノグラフィー 作成を通じた他者と自己について

の内省が期待されていた。留学生と日本の学生が小

グループを作り，少子高齢化社会や格差社会など，

日本社会，文化に関するテーマを決めてフィールド

ワークを行う。教員は，毎週各グループとチュート

リアルを行い，進捗状況を確認しながらグループ・

ディスカッションをモニタリングし，必要に応じて

カウンセリングを行った。

「多文化協働フィールドワーク」で，著者が重視し

ていることの一つは複言語を使う協働力である。学

生間のやり取りが英語，日本語どちらかの言語に偏

ることのないように配慮し，グループの編成は様々

な英語レベルと日本語レベルを混在させている。そ

の結果，グループ内の情報共有から疎外されている

と感じる学生も存在し，葛藤やフラストレーション

に苦しむ場合もあった。しかし，学生たちは，自分

たちの言語レベルに合った役割で貢献できる参加の

仕方を模索し，参加の度合いを高めていた。

また，著者が重視しているもう一つの点は，大学

の外に存在する人との関わりである。フィールド

ワークの調査協力者として，彫師，オタクが挙げら

れている。学生たちは普段話す機会のない人たちと

関わることで，その人たちの中に自分との共通点を

見つけ，自分で気づかなかったステレオタイプ，偏

見，思い込みから脱していくのである。エスノグラ

フィーを描くことは，「彼ら自身の立場性を問い直

し，それを可視化，言語化して振り返り，今後どう

したらよいのか考える上で役立つ」（p. 189）と著者

は自らの実践を意味づける。

ことばのスキルを教えるのではなく，また学内の

国際交流にとどまるのではなく，他者あるいは社会

との関係づくりをしていく力を養う教育。そのよう

な教育の営みが，言語・コミュニケーション教育

に従事する私たちには大切なのだと改めて感じた。

本章の目的に戻って，その答えを探ると，人類学・

社会学の視点に基づいたフィールドワーク教育は，

「他者の分析を自己とのつながりの中で捉える自己

再帰的な分析」（p. 187）に貢献できることが見えて

くる。また，他者あるいは社会との関係づくりの力

が求められるということから，ことばの教育には

「公共性」が必要とされることも分かってくる。「公

共性」とは，ある活動がある集団内に閉じられず，

あらゆる人に開かれているという意味と，異なる言

語文化的背景をもつ人々が意見交換ができるという
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意味をもつ。言語・コミュニケーション教育は，自

己を他者に開くことを促すのである。よって，本章

の最後には，脱文脈化したスキル教育への批判が述

べられているが，その批判により強い妥当性を加え

るなら，ことばの教育における「公共性」の議論の展

開が重要となるのではないだろうか。

2．9．第9章「ミニ・エスノグラフィーと言語文化教

育―個人の役割に焦点を当てて」（川村宏明）

第9章は，言語文化教育にエスノグラフィーとい

う文化人類学の手法を用いる意味について論じてい

る。本章が考察の対象とするのは，著者が運営す

る米国人学生の日本語短期研修プログラムと日本か

ら来る学生を受け入れる超短期研修プログラムであ

る。日本でのフィールドワークを経験した米国人学

生は，「日本の子供はみな礼儀正しい」「日本人は皆

優しい」「日本はどこに行ってもきれい」と感想を述

べる。一方，日本人学生も（超短期だけではなく1年

間存在する学生も），英語のスピーチを披露する際

に「アメリカは自由だ」「アメリカは上下の区別がな

くみな平等だ」（下線部は著者による）と言う。著者

は，このような現象について，「「百聞は一見に如か

ず」の一見こそが，ステレオタイプを生み出す危険

がある」（p. 195）と指摘する。

著者は，上記のような問題意識から，文化人類学

の理論と手法を言語文化教育に応用しようと模索す

るようになった。そこで，米国インディアナ州の

アーラムカレッジで行われた，留学前の学生に対

して参与観察を中心とするエスノグラフィーのテ

クニックを用いた観察能力を高める活動（Jurasek，

1995）を参考にし，自らが指導する学生のためにミ

ニフィールドワークをデザインした。そのねらい

は，学生たちに自分本位な視点で物事を見るステ

レオタイプの視野の狭さを自覚させることである。

「広い視野（ホーリスティック）から物事を見る習慣

をつけるために，というよりはいかに自分が日常狭

く自分本位な視点でのみ物事を見ているのかという

自己発見を理解させる」（p. 203）ことであり，学生

たちに変容を期待することは，「「参加している，イ

コール，その場を理解していることではない」とい

う点を認識させること」（p. 204）である。具体的に

は，学生たちが大学のカフェテリアに行き，観察，

参与観察，聞き取りを行う。結果，カフェテリアの

利用者の幅の広さや食事の場だけではなく人との出

会いやコミュニケーションの場であるというカフェ

テリア自体の意味に気づいていく。

また，著者はミニ・エスノグラフィーを紹介する。

そこでは，学生が日本での宴会の観察，参与観察，

インタビューを行うという活動が一つの例として示

されている。ミニ・エスノグラフィーは，学習者の

主体的な学びであることを著者は強調する。そのた

め，学習者に直接的な指示を出すと最大の利点が失

われることを注意喚起する。そして，直接的ではな

く学習者に思考を促す「コーチング付きフィールド

ワーク」の有用性を提示する。例えば「ここではXし

なさい」ではなく「ここでXしてみて，どのような反

応がくるか見てごらん」という働きかけである。エ

スノグラフィーは，クリティカル・シンキングのス

キルを向上させ，意識していない文化を可視化する

のに有効なアプローチであり，言語文化教育のため

にはコーチの育成が求められる，と著者は結んでい

る。

たとえ超短期プログラムであっても，指導者が学

習者の思考を活性化する働きかけを怠らないエスノ

グラフィーの活動は，「目からウロコ」を体験させ，

自分のステレオタイプに気づくのに非常に有効な方

法であると，評者も感じた。しかし，ステレオタイ

プ的な物事の見方を回避するための言語文化教育を

提唱するのであれば，その実践は，本章で紹介され

ているカフェテリアの利用者と運営者を対象とした

観察とインタビューや宴会の観察とその不文律の

ルールの可視化といったミニフィールドワークで十

分だろうか。超短期の学習期間だとしても，学習者

一人ひとりのオリジナリティを尊重し，より学習者

自身にテーマを惹きつけられるように，各々のテー



434

ことばの教育の未来の扉を開けるために「あたりまえ」を疑う　福村真紀子

マを自身で発見し，自分自身と対峙できるようなエ

スノグラフィックな実践が望まれるのではないか，

と感じた。

2．10．第10章「拡張現実（AR）を活用した英語での

学習―学習者の日常を拡げ母語と指導言語の溝を

埋める」（青山玲二郎）

第10章の舞台は香港である。著者は香港におけ

る英語使用について説明する。香港は多言語社会で

あり，広東語と北京語の二つの中国語，それに英語

が使用されている。一般の香港の子どもたちにとっ

ては，英語は自然習得できる言語ではなく，学校教

育で学ぶ言語である。しかし，大学の講義ではわず

かな例外を除いて全て英語で行われる。職場におい

ては話し言葉としては広東語が使われるが書き言葉

には英語が使われる。英語は高等教育を受けるのに

は必須であり，職業選択にも多大な影響を与えるの

である（p. 214）。著者は，そのような英語が力を持

つ香港の教育が，どのような経緯で構築されてきた

のか，歴史的な背景をもとに概観する。その中で，

今日までの経緯に子どもの親による英語至上主義に

基づくイデオロギーが影響していることにも触れ

る。2018年現在の香港には，広東語を介さない大陸

の学生や非中国語圏の学生が急増し，広東語による

教育が多くの学生を排除してしまうため，「英語を

指導言語とする制度へと完全に移行しつつある」（p. 

218）。以上が多言語社会・香港の指導言語をめぐる

教育現場の状況である。

この背景を踏まえて，本章では，学習内容が中国

もしくは香港という現地に関係する要素が大部分を

占める人文学の授業においても，その指導言語には

英語が選ばれていることについて問題提起してい

る。理学や工学とは異なり，歴史学や民俗学などの

人文学では，「学術的知識を単純に覚えるのではな

く，自己の体験や考え方に基づいて学術的知識を批

判的に考察し内省する姿勢が求められる」（p. 224）

のだが，学習者の日常的経験が中国語で形成されて

いるのにも関わらず，習得すべき学術的知識は英語

で表されている。そこで，著者は，香港理工大学の

「中国知」と「香港史」の担当教員と学習者の協力を

得て，二名のリサーチアシスタントと3時間講義を

4回にわたって学習者として参与観察し，総計11回

のインタビュー調査を行なった。中国文学や香港史

を英語を指導言語として教え学ぶことにどのような

問題が生まれるのかを確かめるためである。ちなみ

に，それらの講義を受講する学生たちの全てが英語

話者（英語能力にはばらつきがある）で，その90％

以上が中国語話者でもある。

調査の結果，学習者同士のディスカッションで

は，最初英語で行なっていた学習者が，言いたいこ

とが言えず途中で北京語または広東語にスイッチす

る現象が起こった。文化と言語は深く結びついてい

るからである。非中国語話者の学習者には，中国語

話者の学生が英語に通訳するなど対応したが，英語

への翻訳は必ずしもうまくいかなかった。その結果

から，著者は重要な課題を見出す。「日常的体験と学

術的知識の間に深い断絶」（p. 224）があるせいで学

習者が自己の体験や既存知識を人文学の習得に十分

生かせないことである。著者は，その課題を乗り越

えるために，拡張現実技術（AR：Augmented Reality

の略）を活用した実践に踏み出す。そして，「英語で

の学習」としてのARを活用した実践の意義と課題

について考察している。「英語を学習」ではなく「英

語で学習」する実践なので，学習者が学ぶ対象は中

国，香港の文化や歴史である。

著者の研究チームが試みたARの実践では，

Aurasmaという無料アプリケーションとスマート

フォンのカメラ機能を利用した。トリガーイメージ

と呼ばれる，ある画像にスマートフォンをかざせ

ば，あらかじめそのトリガーイメージにセットし

ておいた映像や録音や画像（オーバーレイと呼ばれ

る）が現れる仕掛けである。オーバーレイには，ウェ

ブページに移動できるリンクを貼りつけたり，講義

映像を置き内容確認問題を解かせたりするコンテン

ツを入れ込むこともできる。このARを用いて，著
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者の研究チームは，学習者の日常を拡張する実践を

行なった。学校外にもオーバーレイを仕掛けた。

実践後，学習拠点を訪れた学習者たちにグループ

インタビューを行った際，全員から学習効果につい

て肯定的な意見が引き出されている。例えば，フェ

リーのトリガーイメージを見つけてオーバーレイを

出現させた学習者は，そのインタビュー映像に出て

くる船員を見つけて直接話しかけ経験を聞き取って

いたり，学習拠点である建造物や旧市街地，博物館

を自分が実際に訪れた経験を，英語でのディスカッ

ションで具体例として使うことができ，英語で話し

易くなったという感想もあった。また，フェイス

ブック上で学習者同士が意見交換をするなどのつな

がりも生まれていた。このように，ARは「自分の体

験を英語で表現して講義のディスカッションに活

用」（p. 239）することに有効であるという結果が表

れたのである。一方，インターネットを使えば歴史

的な情報などは簡単に入手できるため，トリガーイ

メージを探すことに時間をかけることが非効率的だ

と考えている学習者は，実践に参加しなかった。学

習者をAR体験に導く方法が今後の課題となった。

以上の実践の考察から，著者は，新技術を授業に

導入することについて提言をする。技術は目まぐる

しく進化する。新技術に教師はついていかなくては

ならないという言説も声高に掲げられている。しか

し，新技術を用いる教授法に，教師や学生が合わせ

ることを強要してはならないと著者は考える。技術

の導入を前提にするのではなく，学習者の学習環

境を知り，知識の習得を阻む原因を追求するとい

う，学習者主体の姿勢を示す。 ARと言えば，世界

各地にユーザーが存在するPokémon GOが思い浮か

ぶ。ただゲーム機を手にして遊ぶのではなく，主体

が外に出て行ってリアルな体験ができることが売り

である。Pokémon GOは，自分のスマートフォンで

利用できるという手軽さと，自分が活動する地域が

舞台になるという斬新な技術によって瞬く間にユー

ザーを増やした。しかし，手軽な新技術だからとい

う理由だけで教育現場にARを持ち込んでも，学習

者の学習目的とその方法が合わなければ何の意味も

ない。技術に学習者が弄ばれてしまうだけである。

著者は，実際に大学の授業を参与観察し，何が誰に

とってなぜ問題なのかを調査している。そして，課

題を発見し，その課題を乗り越えるための方法とし

て新技術を利用している。学習者の目的に，技術が

後からついて来ているのである。

ちなみに，Pokémon GOの公式ウェブサイト

（https://www.pokemongo.jp/）には，以下のように書

かれている。

『Pokémon GO』のミッションは，「Adventures 

on Foot with Others（共に歩いて冒険する）」

です。プレイヤーの皆さんが足を伸ばすきっ

かけとなり，その場所だけにある魅力的なも

のに触れて，地域や歴史のことを深く知るこ

とができる。帰ってきたら，体験したことや

感じたことをSNSで拡散したり，家族や友人

に伝えたりする。そしてまた，別の誰かが冒

険へ歩き出す。

Pokémon GOの「ミッション」のように，ARの技術

を活かす学習の醍醐味は，教室の外での「冒険」であ

り，その冒険の体験を他者と共有することにある。

学習者を教室に閉じ込めないフィールドワークがこ

こでも求められている。著者は，フィールドワーク

を実施するための時間，労力についての懸念から手

軽にできるARを提案している。しかし，「日常的

体験と学術的知識の間に深い断絶」をクリアするに

は，学術的知識が冒険によって得られ，他者と共有

するターゲットにふさわしい質のものでなければな

らないだろう。そうでなければ冒険への出発に食指

が動かないからである。多くの学習者にARを利用

した学習に参加することを望むのなら，トリガーイ

メージとオーバーレイを学生にとってより魅力的に

する工夫を，時間と労力を使って仕掛ける必要があ

るのではないか。大学内のみではなく学生の日常を

フィールドワークしてみなければ学生の世界観を知

ることはできない。やはりフィールドワークに時間

と労力の節約は期待できないのではないだろうか。
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2．11．第11章「ことばにならない経験をことばにす

ること―多文化チーム・エスノグラフィーの実践

をふりかえる」（井本由紀，徳永智子）

第11章は，2人の著者が同じ大学で担当する授業

の協働により行った教育実践の意味と課題を表し

ている。その教育実践には，井本が担当する文学

部の文化人類学ゼミ（ゼミ）と徳永の留学センター

（留セ）の授業を受講する学生が参加する。ゼミと

留セの学生による混合チームが多文化共生に関連す

る場所を目指して新大久保を自由に歩き回るという

フィールドワークである。重要なのは，そのフィー

ルドワークの後，学生たちと教員2人が韓国料理屋

に合流して賑やかに食事しながら行う「ふりかえ

り」である。「ふりかえり」では，フィールドワーク

の経験を共有する。「言語の壁によるとまどいや沈

黙」（p. 246）もあるが，そのような様々な言語，様々

な経験の語りが錯綜する中で「ふりかえり」は重ね

られる。また，自分たちが観察したこと，感じたこ

と，疑問に思ったことなどをフィールドノーツとし

て執筆し，互いに読み合いふりかえることを繰り返

す。著者は，このような人類学的フィールドワーク

は，他者に出会ってその他者と経験を作り出して共

有し，その経験をことばにしてふりかえり，自己変

容と気づきを続けていくプロセスとして意味づけて

いる（p. 249）。本章は，このようなチーム・エスノ

グラフィーを，著者がさらにふりかえって考察した

ものである。

本章では考察の枠組みにKolb（1984）の理論を用

いている。その理論とは，「体験すること」を目的と

するのではなく，具体的な経験を受け，その経験を

ふりかえることで概念化し，そこから行動とさらな

る経験につなげていく円環のプロセスを強調するも

のである。また，「経験によってその都度自己がつ

くられるような学びのプロセスを描いている西平直

（2005）」（p. 250）を引用し，「言葉にならないこと」を

あえて言葉にするふりかえりによって経験が深まる

ことを示唆する。そして，「ふりかえり」（＝エスノ

グラフィー）を，「経験を経て，経験により自分が変

容する過程で「ことば」にすること（ある種の相容れ

ない困難な行為），そしてそのことばにすることは

ことばにならない深い領域に入ることでもあるとす

る。それは身体的なプロセスでもある」（p. 251）と定

義する。著者の「ふりかえり」の意味づけには，「ふ

りかえり」は，経験を言葉にすることであり，その

言葉が人に「気づき」をもたらし，経験の言語化に

よって「気づき」を得た人は，積極的に新たな経験を

しに前に進む，と評者は解釈した。

学生たちの「ふりかえり」のフィールドノーツに

は，新大久保をコリアンタウンではなく「多国籍」

「多文化」な場と捉え直したり，逆に留セの学生は自

分たちに馴染みのある移民コミュニティと比較して

「多文化」をあまり感じなかったという感想が表れ

る。しかし，著者は多文化か否かという二項対立的

な議論ではなく，フィールドワークを通じて個々人

の経験そのものを身体で感じて理解することを期待

する。「異文化」を頭だけではなく体で感じ，「ふり

かえり」の円環プロセスを実践することを目指して

いるのだ。著者の実践の記述から，学生たちと教員

たち，一人ひとりが個々の気づきを得ていることが

分かる。学生たちは，例えばモスクに入ることに恐

怖を覚えたり，一方で畏怖を感じたりして情動・感

覚に意識を向ける経験のチャンスを得る。著者の実

践は，ねらいどおりにいく時もあればそうではない

時もあり，授業の運営について課題が浮き上がって

くる。

本章の最後に，フィールドワークを行う暴力性・

危険性について触れている。神聖な宗教的施設に

近づいて観察したり，韓国系店舗で店員にインタ

ビューを断られたり，「新大久保を学習教材として

利用し，消費しているだけではないか」（p. 262）と

著者は危惧する。しかし，一方でその危惧が過ぎる

とせっかくの大学の外の社会との関わり合いがなく

なってしまうことにも疑問を呈する。「フィールド

において「私」個人がどのような影響を及ぼしてお

り，どのように見られ，反応されているかを考える
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こと。それをフィールドノーツやエスノグラフィー

に書き込み，意識化すること」（p. 263）の重要性が示

唆される。「多文化チーム・エスノグラフィー」には

様々な課題が残されている。その課題の発見から，

著者は場づくりの更新へと前を向いている。この場

づくりの更新へのエネルギーは，教員による実践に

対するしつこいくらいのクリティカルなふりかえり

がなければ決して生み出せない。しかし，先に述べ

たように，「ふりかえり」は，人を新たな経験へと向

かわせるはずである。では，この「多文化チーム・エ

スノグラフィー」は，学生たちにどのような新たな

経験をもたらすのだろうか。教師たちが「ふりかえ

りと経験と変容のプロセス」（p. 265）を学生たちに

促すのはなぜなのか。自己変容と気づきは，本章で

書かれているフィールドワーク内のことだけにとど

まらないだろう。「多文化チーム・エスノグラフィー 

」の実践の先には何があるのか。もしかすると，次

の段階は「チーム」ではなく自己エスノグラフィー

を編んでいく実践などに発展するかもしれない。本

章の考察にさらなる展開を期待したい。

3．ことばの教育の未来の扉を開ける

私事になるが，評者は，日本の地域に暮らす子育

て中の結婚移住女性が日本人親子と交流するための

サークルを運営し，実践研究を行なっている。本

サークルでは，日本語だけではなく，他の言語や参

加者が得意な料理やダンスなどを媒介とした，人的

ネットワークの構築を促し，この実践を，評者は地

域日本語教育の一環として位置づけている。しか

し，過去には研究発表の折に触れ，「その実践は日本

語教育と呼べるのか」「社会学の分野の研究だ」とい

う批判を受けた。評者の研究には日本語教育学的視

点が欠けているという批判であった。この，ことば

の教育と社会学の間に横たわっている（と，見なさ

れた）大きな溝を，しばらくの間埋められずにいた。

しかし，その溝を埋められなかったのは，本当は溝

などないのに溝があるかのようにその当時は思わさ

れ，評者自身がことばの教育を学習者を取り巻く環

境，埋め込まれている社会的コンテクストとしっか

りと結びつけて十分に論じられなかったためであ

る。実践自体はれっきとしたことばの教育を行って

いるのに，ことばの教育＝「ことばを教えること」と

いうイデオロギーに無意識に囚われ，自分の実践を

逆説的な日本語教育として論じようともがき苦しん

でいた。あの時，もがくよりも，ことばの教育＝「こ

とばを教えること」という「あたりまえ」を，とこと

ん疑うべきであったのだ。そうすれば，研究の途上

で社会学的視点で実践を見ることによって自身の日

本語教育学的視点を更新していく，その価値に気づ

き，不毛にもがくことはなかったかもしれない。

本書の内容に話を戻す。本書から受ける強いメッ

セージは，二つある。一つ目は，ことばの教育の実

践中に既存の規範を疑い，勇気を持って実践の理念

を更新することで言語イデオロギーと言語教育イデ

オロギーから解放され，実践自体が更新され得るこ

とである。二つ目は，ことばの教育を授ける主体も

授けられる主体も，ことばの学びによって周りの環

境，つまり社会を変えていくことのできる社会的行

為主体であるということである。

では，なぜことばの教育の「あたりまえ」を再考

しなければならないのだろうか。それは，過去，現

在を通して固定的な言語学的・言語教育学的視点に

よることばの教育をめぐる議論が頻繁になされてき

たからである。そのような視点からではなく，人類

学・社会学的視点を通して，学習者が埋め込まれて

いる社会的コンテクストへと視野を広げる重要性を

本書は訴えている。ことばの教育に携わる私たちが

視点を変える意味は，理解できるようで簡単には理

解できない。それに，理解できたとしても変えられ

るようで簡単には変えられない。なぜなら，私たち

が学校教育で長年受けてきた英語教育の経験が視点

と意識の変化を邪魔するからである。

本書の第2章と第7章で，ましこと榎本が英語教

育の存在そのものについて批判したように，私たち

が暮らす世界にはびこる「英語教育はあたりまえ」
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は，根が深い。例えば，昨今，日本人大学生のグ

ローバル化を目的として学部の授業に留学生を入れ

込み，同じ教室で学ばせ始めた大学の例が多々あ

る。表向きは留学生も日本語を学べるという体であ

る。しかし，そのために留学生は「日本語」の授業履

修のコマ制限を設けられてしまう。これまで「日本

語」の総合科目やライティング，文法，漢字など多

様なクラスをある程度自由に履修できたのに，学部

の授業の履修を推奨されてそのような憂き目に遭う

ケースもある。その他の点で納得できないのは，留

学生は英語を母語とする学生ばかりではないという

ことである。留学生を教室に入れることで教室の共

通語が英語になると，なぜ決めつけてしまうのだろ

う。そもそも留学生の母語，第一言語は多様である。

なぜ英語だけが日本人学生の学びの対象に選ばれる

のだろうか。

また，前述した，評者が地域で運営しているサー

クルに子どもを連れてくる日本人の中には，子ども

に英語に馴染んで欲しいから参加した，という親も

少なからず存在する。サークル名には確かに「多文

化」という言葉がついている。しかし，なぜ英語に馴

染めると思うのだろうか。参加後のアンケートの中

には，「もう少し欧米系の親子がいてくれたらいい

なと思いました」という感想を見たことがあり，非

常に驚いた。

ことばの教育の「あたりまえ」は再考されねばな

らない。それは，ことばの教育の未来の扉を開ける

ためである。

4． 展望：より近く，人に寄り添うこと
ばの教育へ

ことばを社会のコンテクストから剥がして取り出

して，教える物事の存在が前提となっているような

教育に異論を唱え，言語教育あるいはコミュニケー

ション教育のイデオロギーを超えていくことに人類

学・社会学的視点が必要なことは，本書を通して再

確認できた。しかし，読み進めていく中でやや違和

感を持ち続けていたことは，人類学と社会学を一つ

のジャンルとして括っていいのか，本書ではその重

なりと異なりをどのように捉えているのかというこ

とだった。井出，砂川，山口（2019）では，言語人

類学と社会言語学の共通点を示しながらも相違点を

明確にするとともに「言語人類学と関連分野の位置

づけ」を概念図で示しており（pp. 12 - 16），人類学の

視点がいかなるものなのかを分かりやすく表してい

る。本書でも人類学と社会学の両者の視点の共通点

と相違点について論じられていれば，本書で紹介さ

れている様々な実践がどちらの意味合いをより強く

含んでいるのかが理解でき，その実践の意義をより

深く解釈できたのかもしれない。

一方，本書全体を通じて伝わってきたメッセージ

は違和感がなくブレもなかった。それは，コンテ

クストから脱しないという人類学・社会学的視点

によって生み出されることばの教育の可能性であ

る。私たちが生きていくためには，人と関係を結ん

だり，人と物事の交渉をしたりするというコミュニ

ケーションは避けて通れない。人類学・社会学的視

点からことばの活動を多角的，批判的に見ること

で，人により近く寄り添うことばの教育が形成され

ていくのである。
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Abstract

This paper is a book review of Past, present, and future of language education from anthro-

pological and sociological points of view: Ideologies on language and language education (Ed. 
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for language education.
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