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概要

本研究では，「汎ヨーロッパレベルでの議論において，citizenshipの育成は，第二言語

教育とどのように関わるものとされているのか」という問いを立て，汎ヨーロッパレ

ベルでの議論の経緯を追った。Citizenshipは，ヨーロッパにおいては新しい用語とい

うわけではないが，汎ヨーロッパレベルでの政治組織が一定程度「国家」の役割を置き

換え，同時に領域内外からの「他者」との接触が日常化するなかで，新たな意味と重

要性を獲得した。また，各地で頻発したテロリズムは，社会的包摂・社会的結束を新

たな課題とした。民主的citizenshipは，こうした概念と絡みあいながら，現在のヨー

ロッパで，（第二）言語教育をふくむ教育分野でのキーワードとなり，その涵養のため

の概念的なツールが作成されている。

 Copyright © 2019 by Association for Language and Cultural Education

1．問いの設定

Citizenship教育は，通常，日本語では「シティズ

ンシップ教育」あるいは「市民性教育」などと訳さ

れ，政治教育，道徳教育分野のほか，近年では第二

言語教育1の分野においても，この概念を援用して

* E-mail: yamamoto.saeri@gmail.com

1　本稿においては，この第二言語教育という用語を便
宜的に広い意味で用い，いわゆる second language edu-

cationと foreign language educationの双方を含みこむも
のとする。

の議論がはじまっている2。

そうした議論では頻繁にヨーロッパの先行研究

が引かれるが，Everson and Preuss（1995）によれ

ば，ヨーロッパの人々のcitizenship理解は実は一様

というわけではなく，きわめてバラエティに富ん

でいるという。Preuss, Everson, Koening-Archbugi 

and Lefebvre（2003）は，EUの各加盟国でcitizenship

という用語がどのように使用されているのかを把

握する難しさを指摘したうえで，その理由として，

citizenshipとは純粋に法律的な概念というわけでは

2　たとえば言語文化教育研究学会の第5回年次大会
（2019年3月）テーマは「市民性形成と言語文化教育」
だった。

キーワード　市民性，市民権，欧州連合（EU），欧州評議会（CE）



54

Citizenshipの育成は，第二言語教育とどのように関わるか　山本冴里

なく，加盟国それぞれの政治文化に根付いていると

いうことを挙げた。実際に，Bîrzéa et al.（2004）は，

ヨーロッパの国々においてcitizenshipの対応語とし

て用いられる用語とそれぞれの意味を整理している

が，そこには，字義的には「国籍」から「母なる土地

の石」まで，多様な意味内容の語が並んでいる3。

このように，ヨーロッパにおけるcitizenship理解

は多様である。しかしその多様性の一方で，一定の

求心力を持つ動きも見られる。それが，欧州連合（以

下EU），欧州評議会（以下CE）など，汎ヨーロッパ

レベルの公的機関によるcitizenship概念の称揚と再

定位だ。EUとCEはともに，この概念を核として

幅広いフィールドで関連施策を実施していて，その

フィールドには第二言語教育もふくまれる。

ならば，そうした議論において，citizenshipは，第

二言語教育とどのように関わるものとされているの

だろうか。本研究は，この問いに対し，汎ヨーロッ

パレベルでの議論の経緯とその達成についての調査

結果から，一定の答を導くことを目指す。

2． Citizenshipのふたつの訳語：市民権
と市民性

調査結果について述べる前に，読者の便宜のため

に，citizenshipの日本語訳として定着している用語

について簡単に整理する。Citizenshipは通常，文脈

によって「市民権」「公民権」または「市民性」などと

訳し分けられる。たとえば，4．1節に後述するマー

ストリヒト条約中の citizenshipについては，「市民

権」という訳が定着している。「公民権」も，「市

民権」とほぼ同意のものとして用いられる。一方

Global（グローバルな），Intercultural（間文化的な），

Democratic（民主的な），Active European（アクティ

ブなヨーロッパ人の）といった一連の形容が冠され

るcitizenship概念の訳に関しては，頻繁に「市民性」

3　前者はエストニア，後者はアゼルバイジャンの例に
よる。

が採用される。こちらのcitizenshipは，教育によっ

て伸ばし得る望ましいもの，養成すべきものとされ

る。

ヨーロッパの超国家機関として代表的なEUと

CEは，EUが政治や経済といった統合のハード面

を，CEが人権や民主主義の伸長といったソフト面

を中心に担っているために，前者の文書における

citizenshipは「市民権」として，後者のそれは「市民

性」としての意味合いが比較的強い。しかし文献の

なかには，どちらの側面について論じているのか判

別しがたいものがある上に，そもそもはcitizenship

というひとつの用語で表現される概念である。この

ことから本稿では訳し分けを行わず，また，シティ

ズンシップとカタカナ表記することもせずに基本的

にはcitizenshipのまま用い，必要がある時にのみ訳

語で補足する。

3．調査の対象と視点

3．1．調査対象

ヨーロッパのcitizenship理解とその歴史に関する

文献は膨大であり，しかも多言語に渡る。ゆえに，

citizenshipと第二言語教育に関する過去のヨーロッ

パでの議論を網羅することは，現実的には不可能に

近い。検討が可能な範囲で，なおかつ本研究の目的

に答えうる調査対象資料の選定条件として，以下4

点を設定した。

(1) EU，CEの条約，協定，大臣級委員会や議員会

議による一連の勧告のなかで，言語教育関連文

献に頻出するもの

(2) ヨーロッパにおける超国家機関主催で開催さ

れた，汎ヨーロッパレベルでの言語教育関連

会議記録（たとえば，〈Language Learning and 

teaching methodology for citizenship：Citizen-

shipのための言語学習・教育の方法〉シンポジ

ウム［1989年，CE主催］，〈Linguistic Diversity 

For Democratic Citizenship in Europe：ヨーロッ
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パにおける民主的citizenshipのための言語多様

性〉シンポジウム［1999年，CE現代語局主催］）

(3) 前項関連会議群の成果物（たとえば，欧州評議

会言語政策局，2007/2016）

(4) CEの言語教育施策担当セクション（現代語

局，言語政策局，欧州現代語センターなど）に

よるプロジェクト群のうち，プロジェクト名に

citizenshipを冠するもの

以上4点のうち (1)および (2)は全体の流れを掴む

ために設定した。(3)および (4)は (1)・(2)で把握し

た骨子たる流れを，より豊かに肉付けし理解するた

めに重要である。こうした条件によって選定された

資料群は，その公共性，規模および広範な影響力

の点から「汎ヨーロッパレベルでの議論において，

citizenshipの育成は，第二言語教育とどのように関

わるものとされているのか」という本研究の問いに

答えうる素材として，一定の説得力を持ちうるもの

と考える。なお，上の4点にあわせ，CEの現代語局

や言語政策局で長の地位にあった人々による当時の

振り返りに相当する記録についても4，入手できた限

りは参照した。こうした記録も，(2)～ (4)の多くも

CE関連の文献であることから，結果的には，渉猟し

た資料はEUよりもCEのものが多くなっている。な

お，EUの公用語はすべての加盟国の公用語，CEの

作業言語は英語・フランス語であるが，本研究では，

基本的に英語による資料を参照し，英語から訳出し

た。ただしEUやCEの文書ではなく原文がフランス

語であるもの，あるいは英語での資料中に（英訳無

しに）フランス語での引用が見られる資料に関して

は，当該部分はフランス語から訳している。訳は断

りのない限り本稿筆者による。

4　CEの言語政策を管轄する部局は，かつては現代語局
（Modern Languages Division）という名称であったが，
2002年に言語政策局（Language Policy Division）に改編
されている。

3．2．調査視点

前項に述べた調査対象を読み解くにあたって，3

つの視点を設定した。すなわち，内容・文脈・仕組

みである。この3点によって，大きな流れの把握を

試みた。

・ 内容：どのようなcitizenshipについて述べられ

ているか。どのような方策がとられたのか。第

二言語教育とはいかに関わるものとされている

か

・ 文脈：なぜ（どのような文脈で）それが主張され

たのか

・ 仕組み：上記「内容」で示された方策が，選定さ

れた際に用いられた仕組み

4．調査結果

本章では，3．1．で選定された重要な公的文書や実

施されたプロジェクトを，3．2．に述べた視点で読み

解いた結果を記述する。その際，おおむね時期ごと

の流れに沿ってまとめる。なお，読みやすさを優先

するため，本章内では，シンポジウム等の会議名お

よび各種プロジェクト名等は，〈　〉で囲って表示す

る。

4．1．CE，EUの創設とcitizenship

Sheils（1996, p. 88）によれば，「ヨーロッパのciti-

zenship」という概念は，CE創立（1949）当初からの

哲学と目的を反映している。Citizenshipはいわば，

ヨーロッパの「魂（spirit）」（Sheils，1996，p. 88）であ

り，起源は定かではないが，古代ギリシャにまで遡

るということについては，多くの文献が合意してい

る。ただし，4．2．に後述するように，この概念がCE

の言語教育政策において，重要な意味を持つ語とし

て提出されるのは，1980年代末のことになる。

Citizenshipはまた，EUにとっても，その根幹にか

かわる極めて重要な概念のひとつである。この用語
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は，EUの創設時点ですでに，創設を宣言するマース

トリヒト条約（1992）のなかに出現する。

第8条　連合のcitizenshipは，ここに創設す

る。加盟国の国籍を有するものは何人も連合

の市民となる。連合の市民は，本条約によっ

て付与された権利を享受し，かつ，それに

よって課された義務に服する5。

EUでは，EUのcitizenship資格は審査せず，その

有無は，人が加盟国の国籍を持つか否かによって

決定される。加盟国の国籍を持てば自動的にEUの

citizenshipも持つことになり，そこには，多様な権

利および義務が付随する。Citizenship概念はここ

に，法的意味を持つ権利および義務と結びつけられ

て制度化されたのである。この文脈では，人はヨー

ロッパのcitizenshipを有するか，有さないか―つ

まり誰がEU市民であり，誰がそうでないかという

二元論の状態にあり，その中間は存在しない。

こうした法的意味を持つ権利義務と結びつけら

れた形での citizenshipこそが，今日にいたるまで

citizenshipの第一義である。たとえば，Oxford Living 

Dictionariesは，citizenshipを“The position or status 

of being a citizen of a particular country.（ある特定の

国における市民としての地位あるいは身分）”とし

ているし，Cambridge Dictionaryは，第一にこれを

“The state of being a member of a particular country 

and having rights because of it.（ある特定の国におけ

るメンバーであり，メンバーとしての地位による権

利を持つ状態）”と定義している。

4．2．Language Learning for European Citizenship 

Project: 1990 - 1997

1980年代の終わりに，言語教育をテーマとする2

つの大規模なシンポジウムが開催された。フランス

のストラスブールで開かれた〈Language Learning in 

5　訳は右近（1993，p. 61）による。ただしcitizenshipの
み2．に前述の理由で右近（1993）訳の「市民権」から原
語に置き換えた。

Europe: The challenge of diversity（ヨーロッパにお

ける言語学習：多様性の挑戦）〉シンポジウム（1988

年，文化協力審議会6主催）と，ポルトガルのシン

トラで開催された〈Language Learning and teaching 

methodology for citizenship（Citizenshipのための言

語学習・教育の方法）〉シンポジウム（1989年，CE主

催）である。いずれにも数多くの政府が参加してい

る。このふたつのシンポジウム報告を受けて，1990

年に，〈Language learning for European citizenship

（ヨーロッパのcitizenshipのための言語教育）〉プロ

ジェクトが始動する。

背景には，当時，汎ヨーロッパ的な機構が広がり

続けていたという事実がある。当時EUとCEはとも

に拡張を続けていた。とくに1990年代のCEの拡張

は著しく，ハンガリー（1990），ポーランド（1991），

ブルガリア（1992），エストニア，リトアニア，スロ

ベニア，チェコ，スロバキア，ルーマニア（1993），

アンドラ（1994），ラトビア，モルドバ，アルバニ

ア，ウクライナ，マケドニア旧ユーゴスラビア共和

国（1995），ロシア，クロアチア（1996），ジョージ

ア（1999）と，ほとんど毎年のように新規の加盟が

あった。これらの国の多くはシントラでのシンポジ

ウム（本節冒頭段落に前述）の後にヨーロッパ文化

協定を批准し7，これにより，その第2条に同意する

こととなった。

締結各国は，可能な範囲内において，

a. 自国民に協定締結諸国の言語，歴史，文明

6　原語ではCouncil for Cultural Co-operationである。
これはヨーロッパの政府代表者らによる委員会であり，
ヨーロッパレベルで，教育，文化，メディア，スポー
ツ，若者を対象とした分野でのアジェンダを設定するた
めに創設された。2001年に，大臣級会議の決定により，4
つの関連委員会に発展的解消している。Council for Cul-

tural Co-operationに関するこの説明は，EU Vocabularies

（2019）による。

7　ヨーロッパ文化協定の批准時点については，Council 

of Europeのオフィシャルなインターネットサイトで
公開されている，Chart of signatures and ratifications of 

Treaty 018 European Cultural Convention（Council of Eu-

rope，2019）において確認した。
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の学習を奨励し，自国領土内においてそのよ

うな学習の発展を容易にする手段を他協定締

結諸国に提供し，ならびに

b. 他協定締結諸国の領土内において，自国の

言語あるいは自国の複数言語，歴史，文明に

ついての学習が発展するように，また他協定

締結諸国の国民に，自国領土内で同様の学習

を行う機会を提供するように努力する。

（ヨーロッパ文化協定第2条：訳は山本，2010

による）

このヨーロッパ文化協定を基礎としたさまざま

な勧告のなかで，1990年初頭には，とりわけ勧告

R(82)18が大きな重要性と影響力を持っていたとい

う（Trim，2001，p. 4）。勧告R(82)18には言語教育

政策のためのガイドラインが含まれているのだが，

とくに新規批准国にとっては，ガイドラインに沿っ

た変革を自分たちのみで行うことは難しかった。プ

ロジェクトを率いる立場にあった John Trimは，十

年ほど後の振り返りにおいて，1990年代初頭の当時

には，新規加盟国の多くが「教育プログラムとカリ

キュラムの再編成のために，助言と支援を求めてい

た」（Trim，2002，p. 35）と振り返っている。プロジェ

クトは，具体的には37のワークショップ開催とい

う形をとり（Trim，1997），その多くに加盟国からの

代表者が参加した（Trim，2002，pp. 46 - 56）。新規加

盟国からは，とりわけ教師養成に関する支援の要求

が大きかったが，それは，Trim（2002，p. 35）によれ

ば，一定数の教師が自らの教育言語をロシア語から

西洋言語に変更する必要があったからというばかり

でなく，「欧州評議会がかかげる目的や目標の採用

は，教師の価値観や態度，ビリーフなどの大きな方

向転換と日々の教室実践のなかでの教師－生徒間の

関係の根本的な変化をもたらす」ものでもあったか

らだ。その点において，このプロジェクトは，従来

からCEの中心にあった西欧諸国による，新規参入

者である中欧・東欧への，ある種の啓蒙といった色

合いを持つことになった。

では，このプロジェクトは，どのような意味でそ

のタイトルにあるように「for Citizenship（Citizen-

shipのため）」であったのだろうか。プロジェクトの

終了後の報告書（Trim，1997）を読むと，これが大部

の記録でありながら，そしてまたcitizenshipはプロ

ジェクト名に冠されている用語であるにもかかわら

ず，報告書中では，その使用がごく稀であることに

驚かされる。下にその稀な例の一を示す。

多言語の組織や国際的な機関，非政府組織な

どが，個々人の生活のなかでも，職業生活や

公的場面においても，徐々に重要な位置を占

めるようになってきている。そこで，ヨー

ロッパにおいて効果的なcitizenshipは，言語

的障壁を超えて行われる相互理解や，人と

人とのあいだの効果的なコミュニケーショ

ンに，より頼りがちになっていく。（Trim，

1997，p. 7）

ここでのcitizenshipは，有るか無いかという二元

的な判断の下に置かれているわけではなく，「効果

的な（effective）」という形容が示す通り，ある種の

程度問題として語られる事柄であって，ほとんど

「社会生活への参加」と同義である。そして，より

「効果的な」citizenshipのためには―ヨーロッパの

地政学的，社会的変動により，「言語的障壁を超え

て」いくことが必要になったために―言語学習，

教育の充実が重要な課題である，という認識を，こ

の報告書（Trim，1997）は示す。そのために実施さ

れたワークショップのテーマは，自律学習・言語教

育におけるテクノロジーの利用など様々に異なるも

のが挙げられているが，就労に関するもの（職業教

育，成人教育における就労を視野に入れた言語教育

など）も多い。人の移動が加速するなかで，第一言

語とは異なる言語環境での経済活動を支えるための

言語教育・学習の方法を探る，という面が強く意識

されていたことがうかがえる。
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4．3．Education for Democratic Citizenship Proj-

ect: 1997 - 2000

1997年の10月，ストラスブールでCEのサミット

が開催された。サミットで採択された宣言では，「市

民らが，民主的な社会における自身の権利と責任に

関する意識を高め…（中略。他の目的が続く）…ら

れる」ように，サミットに参加した各政府が「民主

的citizenshipのための教育」のためのイニシアティ

ブを取る決意が謳われている（Council of Europe，

1997，p. 4）。これが，今日に続く，CEによる広範囲

かつ大規模なcitizenship教育推進の本格的なはじま

りである（Council of Europe，2007）。CEの言語教育

政策を論ずる文書にcitizenshipという用語が頻出す

るようになったのは，このストラスブールサミット

以降であり，ヨーロッパにおけるcitizenship概念史

を振り返った論文は，しばしば，Ralf Dahrendorfが

1990年代を称した「citizenshipの十年」という表現

を引く8。

Bîrzéa（2000），Carey and Forrester（2000），Duerr, 

Spajic-Vrkaš and Martins（2000），Audigier（2000）に

よれば9，この時期にcitizenshipが注目された背景に

は，共産主義の失墜，裕福とされてきた国家の経済

危機，グローバリズム，排外的なアイデンティティ

などがあるという。これらにより，近代の基礎的価

値観が失墜し，それにともなって不安がうまれた

が，それは「同時に，新たな希望と楽観主義のはじ

まり」でもあったという。Bîrzéa（2000，p. 7）らは，

これを「Citizenshipの美徳が見直され，復活した」

「Citizenshipの理想が希望をかきたてた」「市民の権利

と責任を基礎とした，新たな社会契約についての議

論が始まった」時期だ，というようにも捉えている。

8　たとえばBîrzéa（2000），Rotaru（2014）がこれにあた
る。

9　この4点は，それぞれ異なる文書で，全体として本節
で論じるEducation for Democratic Citizenship Projectの
報告書となっているが，前書き部分は共通している。こ
れは，共通する前書き部分からの引用である。

実際，1990年代後半に生み出された，citizenship

を，あるいはヨーロッパを語る文章の多くには，不

思議な明るさが漂っている。そんななか，前述のス

トラスブールサミットを受けて，CEは〈Education 

for Democratic Citizenship Project（民主的 citizen-

shipのための教育プロジェクト）〉（以下〈EDCプロ

ジェクト〉）を始動させた。

〈EDCプロジェクト〉の目的は，「参加する市民と

なるためには，個々人にはどのような価値観とスキ

ルが必要とされるのか」「そうしたスキルはどのよ

うに身につけることができ，それを他者に伝える方

法はどのように学び得るのか」を明らかにすること

だった10。そのために，Education for Democratic Citi-

zenship（民主的citizenshipのための教育）とは何を

意味するのかというコンセプトが確定され，幾つか

のパイロット的なサブプロジェクトが実施され，学

びのためのネットワーク作りが行われた。〈EDCプ

ロジェクト〉の最終成果報告会（2000年9月，ストラ

スブール）で提出された報告書には4点あるが，そ

のなかで，第二言語教育に一定の重みを持たせて言

及しているのはAudigier（2000）である11。Audigier

（2000）は民主的 citizenshipのための能力を列挙す

10　Bîrzéa（2000），Carey and Forrester（2000），Duerr, 

Spajic-Vrkaš and Martins（2000），Audigier（2000）に共通
する前書きより。

11　なお，このほかには，Carey and Foster（2000）が，
〈EDC〉が可能な制度的な場について述べるなかで，ク
ロアチアの英語教室で〈EDC〉が実施されているという
ことを，驚きをもって述べている。ここで，他のどの言
語でもなく英語教育の例が〈EDC〉に結びつけられてい
たことは注目に値するが，この点に関する考察につい
ては別稿にゆずりたい。Duerr, Spajic-Vrkaš and Martins

（2000）は，〈EDC〉と文化間教育の関連について述べた
節で，マイノリティ集団の生徒たちを，メインストリー
ムのカリキュラムに移行させていくにあたって，母語教
育と，第二言語としてのメインストリーム言語の教育
との間の協力について触れている。なお，以上は〈EDC

プロジェクト〉報告書群の本文中での第二言語教育への
言及についてまとめたものであり，付帯資料もふくめれ
ば，残る報告書のBîrzéa（2000）にも第二言語教育への
言及はわずかながらある。



59

『言語文化教育研究』17（2019）

るなかで，次のように述べる。

他者とともに暮らしたり，共同したり，プロ

ジェクトを立ち上げて実践したり，責任を

負ったりするための能力。より広くいえば，

この能力は間文化性（interculturalism）に，と

りわけ複数の言語を学ぶ人々のニーズに応じ

る。言語とは，ここでは，ただ単純に他の個

人とコミュニケーションを行うツールという

わけではなく，何にもまして，異なる考え方

や理解の仕方，他文化への窓として捉えられ

る（後略）。（Audigier，2000，p. 23．強調は引用

者による）

当時CE現代語局の長の地位にあった Joseph 

Sheilsは，「欧州評議会と，ヨーロッパのcitizenship

のための言語学習」と題した論文のなかで，言語教

師の役割を「otherness（他者性）とともにある準備」

に関連づけて，次のように述べている。

不寛容性，ゼノフォビア，互いに多数の死傷

者を出す闘争が，効果的に立ちむかわれるべ

きものだとしたら，市民が，異なる伝統や実

践，信念，経験をカテゴリ化したり表現した

りする多様なありかたに対して，忍耐強く，

かつ開けた精神を共有することが必要であ

る。…ヨーロッパの人々に，otherness（他者

性）とともにある準備をさせること。そのた

めの知識・態度・スキルをやしなうという点

で，教師―とくに言語教師の役割が重要で

ある（Sheils，1996，p. 89）

こうしたSheilsの論調と，言語を「異なる考え

方や理解の仕方，多文化への窓」として捉える

Audigier（2000，p. 23）の主張とは，同一の路線上に

ある。少なくとも公的な見解としては，このような

認識は相当程度までCEを代表するものであったと

思われる。

4．4．Language Policies for Multilingual and Multi-

cultural Europe: 1997 - 2001

〈EDCプロジェクト〉と同じく，1997年10月のCE

サミットを背景とした活動のうち，特に第二言語教

育分野に軸足を置くものが，1998年から2001年の中

期プロジェクト〈Language Policies for Multilingual 

and Multicultural Europe（多言語で多文化なヨー

ロッパのための言語政策）〉である。これは4．2節

に述べた〈Language Learning for European Citizen-

ship〉プロジェクトの後を受けた活動であり，「加盟

国の所轄官庁が，市民に対して複言語主義・複文化

主義を推進し，ヨーロッパ人アイデンティティを醸

成するにあたって，言語が果たす役割に対する意

識化をはかる」（Council of Europe, Language Policy 

Division，2006，p. 8）ようにデザインされていた。

このプロジェクトは，最終的には，2001年のヨー

ロッパ言語年に結実し，それにあわせて，ヨーロッ

パ言語教育参照枠（CEFR）やヨーロッパ言語ポート

フォリオ（ELP）の公開など，ヨーロッパにおける言

語教育の変革という点において，幾つかの大きな意

味を持つイベントが設定された。しかし本研究の関

心に沿ってこの時期を追うと，最大の出来事は1999

年5月にオーストリアのインスブルクで開催され

たシンポジウム〈Linguistic diversity for democratic 

citizenship in Europe（ヨーロッパにおける民主的

citizenshipのための言語多様性）〉である。シンポジ

ウム記録（CE Section des Langues Vivantes，1999）

の副題に「言語教育政策のフレームワークに向け

て」と記されている通り，このシンポジウムの目的

は言語政策の「参照文書（reference document）」を

策定することにあり，シンポジウム開催時点では，

そのデッドラインは，ヨーロッパ言語年（このプロ

ジェクト終了予定翌年の2001年）に設定されてい



60

Citizenshipの育成は，第二言語教育とどのように関わるか　山本冴里

た12。全137ページに渡るこのシンポジウム記録の中

で，citizenshipという用語の使用は120回にも渡る。

これは，全102ページ中に citizenshipの使用がたっ

た4回であった，〈Language Learning for European 

Citizenship〉プロジェクト（4．2．に前出）の報告書

とは比べものにならないほどの多さである。

インスブルクシンポジウムの記録では，言語政策

プロジェクトは，1997年サミット（4．3．に前出）の

精神に従い，「民主的citizenship」と，ヨーロッパ自

身の「言語多様性」の両者を基盤としたものでなけ

ればならない，と謳われている（Council of Europe, 

Section des Langues Vivantes，1999，p. 6）。しかし，

登壇者の一人であったPádraig Ó Riagáinが述べるよ

うに，当時はまだ，両概念とも，ヨーロッパの国際

機関におけるアジェンダに頻出するようになって十

年足らずであり（pp. 34 - 35），両者の関係について

広範な合意ができているわけではなかった。シンポ

ジウムそれ自体が，その合意に向けての一段階で

あった，という見方も可能だろう。報告書におい

て120回にも渡って使用されるcitizenshipという用

語は，報告者の注目する文脈によって異なる意味を

持つが，ここでは，シンポジウムの結語を述べた，

Joseph Sheilsの言葉を引く。Sheilsは，登壇者の一

人であったRaymond Weberの言葉を引いて，「我々

は「ヨーロッパの公的空間」，すなわちヨーロッパに

おける「あらゆる人のための，citizenshipの空間13」

を創りつつある」と述べる（p. 92）。Sheilsによれば，

それは「市民たちのコミットメントと十全な参加の

12　この2001年はまた，前述の通りヨーロッパ言語共
通参照枠（以下「CEFR」）やヨーロッパ言語ポートフォ
リオ（ELP）の公的な発表のあった年でもある。「CEFR」
はそれまでにも複数の公的文書において言及されてい
た（すでに1999年のインスブルクシンポジウムの報告
書にも，CEFRへの言及がある（Council of Europe, Sec-

tion des Langues Vivantes，1999，p. 7）し，1990年代後
半には，すでにヨーロッパの一部で普及が始まっていた
が，正式なバージョンの公の発表はヨーロッパ言語年
（2001）だった。

13　原文では，ここはフランス語でespace de citoyen-

neté pour tousとなっている。

場」である。そのためのCEによる方針のうち，特に

関連の深いものとしてSheilsは4点を挙げているが

（pp. 93 - 94），ここでは，そのうちcitizenshipに言及

している2点について，その概要を述べる。

1点目は，言語教育政策は複言語，複文化主義の

推進を目的とする，という方針である。Sheilsは，

「ヨーロッパにおいて，十全な参加をともなう民主

的なcitizenshipを遂行するには，市民らには，国境

の内部においても，国境を超えた場合にも，異なる

言語や文化を理解し，自分自身のそれを関連づける

こと」が求められる，と述べる（p. 93）。そしてこれ

を考慮したとき，言語学習／教育活動の「目的」は，

「ネイティブのような流暢さではなく，間文化的な

話し手，すなわち国家や地域やヨーロッパというア

イデンティティが交錯するなかで，文化間の媒介が

できる市民」（p. 93）を養成することだ，とする。

2点目は，言語学習や教育活動は，それ自体とし

て，「社会的な責任を取れる citizenshipの発達を促

進」しなければならない，という方針だ（p. 94）。学

習者も教師も「言語学習や教育活動を民主化する」

ための「学習や教育活動についての共同的な決定」

を通して，「エンパワー」される（p. 94）。「このよう

にして，民主的な教室のプロセスが，参加的で社会

的に責任を持てるcitizenshipに必要とされる思考と

行動の独立性を発達させるために，役に立つ」と主

張されている（p. 94）。

公的機関の介入が，言語教育プログラムによっ

て，citizenshipの実践をより十全なものに変える。

それと同時に，citizenshipの推進という目的が，教

室活動のありかたを変えていく。そうした両者の関

係を描き出していくための萌芽が，このインスブル

クシンポジウム報告書には見られ，これは後に，次

節に描く3つの会議を経て，『ヨーロッパ言語教育政

策策定ガイド』（欧州評議会言語政策局，2007/2016）
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に結実する14。

なお，このインスブルクシンポジウム報告書以降

においては，CEは第二言語教育のみを取り出して

注目するのではなく，それを含みこみつつもより広

いものとして言語教育を論じることの重要性を述

べ，実際に，そのようにしている。本稿における議

論も，本節以降では，第二言語教育を含みこみつつ

も，より広い意味での言語教育について行ってい

く。

4．5．幾つかの会議と「ヨーロッパ言語教育政策策

定ガイド」

前節に述べたインスブルクシンポジウム（1999）

は，それまでにCEの現代語局によって開催されて

きた数々の言語教育関連シンポジウムのなかで，は

じめて，言語教育の方法についてというよりも，言

語教育はどのように組織されるべきかという点に

着目したものだった（Council of Europe, Language 

Policy Division，2002，p. 5）。このシンポジウムの

後，現代語局は，そもそものシンポジウム開催目的

でもあった，言語教育政策策定のための「参照文書

（reference document）」作成にとりかかる。しかし，

当初の目的であったヨーロッパ言語年（2001）年中

にこれを終えることはできず，当該「参照文書」，す

なわち「Guide for the development of language edu-

cation policies in Europe: From linguistic diversity to 

plurilingual education（言語の多様性から複言語教育

へ―ヨーロッパ言語教育政策策定ガイド）」（以下

「ガイド」）の暫定版は，2002年11月にストラスブー

ルで開催された会議〈Language, Diversity, Citizen-

ship: Policies for Plurilingualism in Europe（言語，多

14　インスブルクシンポジウム開催当時は，この『ヨー
ロッパ言語教育政策策定ガイド』に相当する文書の策定
は，ヨーロッパ言語年の2001年が目指されていたが，結
果的には遅くなり，仮版（pilot version）が2002年に，第
1版（version 1(revised)）が2003年に，決定版は2007年
に公開された。

様性，Citizenship：ヨーロッパにおける複言語主義

のための政策）〉（2002年，CE言語政策局主催）で検

討されることになった。

この会議の議事は，多くがグループディスカッ

ションからなり，ヨーロッパの様々な国・地域にお

ける例をもとに議論が行われているが，全体をつら

ぬく姿勢として，報告書序文より，以下の主張を引

用する。

個々人の言語レパートリーを拡張させ発達さ

せることは，つきつめれば，個人の成長（そ

して，とくに仕事へのアクセス）に関わるこ

とだ。しかし複言語教育は，言語的な開明性，

尊重，寛容性に関わる事柄なのであり，民主

的に共に生きていくためには不可欠の資質

なのだ。（Council of Europe, Language Policy 

Division，2002，p. 7）

このような主張は，インスブルクシンポジウム

（4．4．に前出）での議論の延長上にある。しかし，そ

の一方で，4．2節に述べた，〈Language Learning for 

European Citizenship〉プロジェクト（1990～1997）

時の報告書と比較すると，重要視された事柄の違い

は大きい。〈Language Learning for European Citizen-

ship〉プロジェクトでは，たとえば（ヨーロッパの拡

張にともなって就労に必要になる）複数言語能力の

伸長が重視されたが，ストラスブール会議（2002）で

は，個々人の成長よりも，「民主的に共に生きてい

く」ために「不可欠の資質」としての「複言語能力」

に，重きが置かれている。言い換えればこれは，「複

言語能力」はヨーロッパに生きるすべての人々に必

要なものだ，という主張でもある。そうした主張に

歩調をあわせ，会議冒頭で，当時CEの第四総局局

長15であったBendik Rugaasは，「言語はあらゆる人

のためのものであり，複言語のエリートは存在しな

い」「他者の言語を学ぶことは，必要なばかりでな

15　日本の国家組織にたとえれば，文部科学省に相当す
る組織である。正式な英語での名称はGeneral Direction 

Ⅳ-Education, Culture and Heritage, Youth and Sportとな
る。
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く，相互浸透を強めつつある我々のヨーロッパにお

いて，積極的な参加を行うための基本的な人権だ」

とまで主張している（Council of Europe, Language 

Policy Division，2002，p. 9）。Ruggasはまた，「国家レ

べル，そしてヨーロッパレベルでの，社会的包摂と，

十全かつ参加的な民主的citizenshipのため」の言語

教育を推奨する（p. 9）。本研究の関心に沿っていえ

ば，ここで注目されるべきは，「社会的包摂（social 

inclusion）」である。「社会的包摂」ないし，近似の用

語として「社会的結束（social cohesion）」は，Ruggas

のほかにも，この会議で複数の参加者が，重要な目

的として論じている。

「社会的包摂」「社会的結束」は，前節までに引用

した文献の中では，取り立てて注目されることのな

かった概念である。そして，「社会的包摂」「社会的結

束」が言語教育の上位目的になるということは，「社

会的排除」されている人々が，そして「社会的排除」

を促進するような動きや，「社会的排除」による損害

が存在し意識されている，ということでもある。

Jacson and Steel（2004）は，当時のヨーロッパにお

けるcitizenship概念の力点変化の原因を列挙してい

るが，その多くが，数年前のBîrzéa（2000）らの分析

と重なるなかで，Bîrzéa（2000）らには見られないも

のも挙げた。それは，2001年9月11日に米国に対し

て行われた同時多発テロの衝撃である。それでも，

Jacson and Steel（2004）が分析を行った時点や，ス

トラスブール会議（2002）の時点では，そうした民間

人をターゲットとする攻撃は，ヨーロッパにとって

は，いまだ文字通り対岸の火事に近いものだった16。

だが，その後，そうしたテロリズムと呼ばれる攻撃

は，ヨーロッパでも頻発するものになっていく。こ

れをどのように防ぐか，ということが，重要な関心

事となるにつれて，「社会的結束」や，周縁化されや

すい人々の「社会的包摂」が，「民主的citizenship教

育」と絡みあいながら言語教育の重要な目的として

16　スペインのマドリッドでの鉄道駅爆破テロは2004
年だが，これは Jacson and Steel（2004）の投稿後である
と見られる。

浮上した，と言えるのではないか17。

「社会的包摂」ないし「社会的結束」を「民主的

citizenship」と関連づけ，そのための言語教育をど

のように構成するか，という点について行われる議

論は，この後も，最終的には「ガイド」の決定版（欧

州評議会言語政策局，2007/2016）はもとより，そこ

にいたるさらにふたつの会議〈Global Approaches to 

Plurilingual Education（複言語教育にむかう包括的

なアプローチ）〉（2004年，CE言語政策局主催18）お

よび〈Languages of Schooling: Towards a Framework 

for Europe（就学のための言語―ヨーロッパのた

めのフレームワークに向けて）〉（2006年，CE言語

政策局主催19）でも，重要度を増しながら継続してい

く。

言語は文化的多様性，民主的citizenship，社

会的包摂を保証するために決定的な役割を

果たす。したがって言語は，（中略）社会的

結束を保証するために鍵となる役割を持つ。

（Council of Europe, Language Policy Division，

2006a．会議記録冒頭）

4．6．CE 第 3 回 サ ミ ッ ト（2005）， 民 主 的

citizenship教育・人権教育憲章（2010），EU大臣級

会議（2015）

前節末に述べたように，2000年代の初頭から中

期，後期にかけては，「社会的包摂」ないし「社会的

17　CEの言語教育政策の中心にある概念として有名な
「複言語主義」は，こうした「社会的結束」「社会的包摂」
「民主的 citizenship」教育に呼応する言語教育における
答，という意味を持つ。「複言語主義」は，「ガイド」の
表現を借りれば，「言語の多様性に関する難題に応じる
ためにヨーロッパが選ぶことのできた答」（欧州評議会
言語政策局（2007/2016，p. 136）なのである。

18　この会議の報告概要は，Council of Europe, Lan-

guage Policy Division（2004）である。より詳細な記録が
存在する可能性はあるが，見つけることができなかっ
た。

19　Council of Europe, Language Policy Division（2006b）
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結束」を「民主的citizenship」と関連づけ，そのため

の言語教育をどのように構成するかという点につい

ての議論が，次第に重要性を増しつつあった。

しかし，実はそうした状況は，言語教育に限った

事柄ではない。むしろより広い意味で，教育全体の

目的として，「社会的包摂」「社会的結束」のための

「民主的citizenship」が意識されつつあった時期に，

その一環として，言語教育においてもまた，こうし

た概念が上位目的として提示された，と言ってよ

い。

このような関係を示すために，本節では，CEの

第3回サミット（2005）記録，民主的citizenship教

育・人権教育憲章（2010），EU大臣級会議による宣

言（2015）を検討する。

CEは，今日（2019年4月現在）までに3回のサ

ミットを開催している。第1回はベルリンの壁崩

壊後の1993年であり，第2回は1997年にストラス

ブールで行われたもの（4．3．および4．4．に前出）

である。第3回は，2005年にワルシャワで開催され

た20。2005年は，CEが〈European Year of Citizenship 

through Education（教育を通じたcitizenshipのヨー

ロッパ年）〉と位置づけた年でもある。

ワルシャワサミットでは，宣言（Warsaw declara-

tion）とともに，行動計画（Action plan）が発表され

た。この行動計画においては，言語学習は，次のよ

うに言及されている。

我々は〈European Year of Citizenship through 

Education（教育を通じた citizenshipのヨー

ロッパ年）〉によって提供された機会を十分

に利用して，ヨーロッパのスタンダードと価

値への民衆の意識化につとめる。CEは言語

学習，学位や資格の認知などの分野におい

て，この仕事に取り組む（Council of Europe，

2005）

20　ワルシャワ宣言には，言語教育への直接的な言及は
ないが，特に第6条は『ガイド』の筆致にも直接的な影響
を与えるのではないか，と考えたくなるほど軌を一にし
ている。

上に引用した言語学習への言及が位置しているの

は，「教育：ヨーロッパにおける民主的citizenshipを

推進する」と小見出しのつけられた節であり，当該

節は，「より人間的で包摂的なヨーロッパを建設す

る」という見出しを持つ章の中にある。当該章の意

図は，このように書かれている。

我々は，社会的包摂は，教育や文化と同様に，

CEの核となる価値観を我々の社会に有効な

形で実現したり，ヨーロッパ人の長期的な安

全のために，不可欠の因子であると確信する

（Council of Europe，2005．強調は引用者によ

る）

つまりこの文脈においては，言語教育は「ヨー

ロッパのスタンダードと価値への民衆の意識化」教

育の一翼を担うものであり，その上位には「ヨー

ロッパにおける民主的citizenship」を推進する教育

があり，さらに上位目的には「社会的包摂」が含まれ

る。そして「社会的包摂」は，「CEの核となる価値観

を我々の社会に有効な形で実現」するためばかりで

なく，「ヨーロッパ人の長期的な安全」のためにも，

不可欠なものだ，ということになる。

CEが5年後の2010年に出したCharter on Educa-

tion for Democratic Citizenship and Human Rights 

Education（民主的citizenship教育・人権教育憲章）

でも，ワルシャワサミットの行動計画で描かれた

「社会的包摂」と「民主的citizenship」の関係は継続

する。加えて，この憲章には，より差し迫った「暴

力」への危機感がある。

 民主的citizenshipと人権教育のためのあらゆ

る教育において本質的な要素は，社会的結束

と間文化的な対話の促進と，多様性と平等を

価値づけることである21。

　教育のあらゆる分野において，加盟国は，

民主的で多文化な社会においてともに生きる

21　Charter on Education for Democratic Citizenship and 

Human Rights Educationは，勧告（CM/Rec(2010)7: Com-

mittee of Ministers of the Council of Europe，2010）の形
をとった。本文中の引用は，Section II, 5. f.から。
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ことを学ぶための，そして学習者が社会的結

束を促進し，多様性と平等性を価値づけ，差

異に―とりわけ異なる信仰を持つ者のあいだ

や異なる民族集団のあいだの差異に―真価を

認め，不同意や衝突を，互いの権利を尊重し

つつ非暴力的な方法で解決するための，また

あらゆる形の差別や暴力，とりわけいじめや

ハラスメントに対抗する知識とスキルを習得

できるような教育的なアプローチと教育方法

を促進しなければならない22。（強調は引用者

による）

「あらゆる形の差別や暴力」に対抗する措置は，教

育をふくむ，しかし教育だけではなく様々な分野で

実施されつつあった。たとえば，EUはテロ対策に

巨額の予算を割いた（駐日欧州連合代表部，2015）。

また，教育にしても，何か特定の教科に限定するこ

となく，「教育のあらゆる分野において23」包括的に，

民主的citizenship教育と人権教育が促進されようと

していた。だが，そのさなか，2015年1月にパリの

シャーリー・エブド社襲撃事件が起きる。シャー

リー・エブド社への襲撃と記者らの殺害は，多くの

人にとっては，ヨーロッパが掲げる価値の根幹に直

接的に結びつく，「表現の自由」への究極的な侵害と

いう意味を持つものだった。フランス全土で350万

人以上もの人が抗議のデモに参加したが，ブリュッ

セル，ベルリン，ロンドン等においても，デモへの

参加者数は1万人を超えていた。ヨーロッパにおい

てテロリズムが見られたのはこれが初めてという

わけではなかったが，これほどまでに「国境を越え

た，ヨーロッパとしての強い連帯意識の高まり」が

見られたのは初めてだったという（駐日欧州連合代

表部，2015）。パリでのシャーリー・エブド社襲撃

と，続いてデンマークで起きたテロリズムを受け

て，EUの大臣級会議は，3月17日にパリで〈Declara-

22　Committee of Ministers of the Council of Europe

（2010）のSection III, 13. より引用。

23　Committee of Ministers of the Council of Europe

（2010）のSection III, 13. より引用。

tion on Promoting citizenship and the common values 

of freedom, tolerance and non-discrimination through 

education（教育を通して，citizenshipと自由，寛容，

非差別という共有価値を促進する宣言）〉（以下〈パ

リ宣言〉）を採択する。

〈パリ宣言〉（European Council，2015） では「周縁

化，非寛容，レイシズム，過激化」を防ぎ，またこ

れらに抵抗するための，そして「社会的包摂」を促

進するための教育に関して，様々な側面が列挙され

ていた。その列挙は，子どもや若者に間文化能力の

獲得を保証すること，批判的思考とメディアリテラ

シーを伸ばすこと，不利な立場に置かれた子どもや

若者の教育に力を入れること，間文化的な対話を促

進することをはじめ，互いに関連しながらも多様な

方面に渡るが，ここでは，本研究のキーワードを多

くふくむ，以下の点を引用する。

すべての子供と若者に，いかなる理由に基

づくレイシズムにも差別にも抵抗し，citizen-

shipを促進する教育を保証し，彼らに，法の

統治，多様性，性の平等を尊重しつつも意見

や確信や信念や生活方式の異なりを理解し認

めることを教える，包摂的な教育を保証する

（European Council，2015）。

4．7．Reference Framework of Competences for 

Democratic Culture（2017）

CEによる「参照枠」といえば，言語教育関係者に

は圧倒的に〈ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR．4．

4．に前出）〉が有名だが，本研究の射程にあり，言語

教育の関わるものとしては，実は，もうひとつ〈Ref-

erence Framework of Competences for Democratic 

Culture（民主的な文化への能力参照枠 , RFCDC）〉

（Council of Europe，2017）が存在する。

これは，ワルシャワサミットや〈民主的

citizenship教育・人権教育憲章〉（ともに4．6節に前

出）を受けて作成されたものであり，その名前から

も容易に推定できるように，言語能力だけに焦点化



65

『言語文化教育研究』17（2019）

されたものではない。しかし，これまた当然のこと

ながら，言語能力は，「Competences for Democratic 

Culture（民主的な文化への能力）」を構成する重要

な要素として登場する。言語能力が，「民主的な文

化への能力」を構成するいかなる要素に関わるもの

とされているのか，という点を概括するために，図

1にRFCDCにおける能力モデルの概要図を引用す

る。

この概要図では，言語能力は，「スキル」（左下）お

よび「知識と批判的な理解」（右下）の枠内に置かれ

ている。前者において言語能力が強い関わりを持つ

のは「言語，コミュニケーション，複言語のスキル」

という部分であり，後者では「言語とコミュニケー

ションについての知識と批判的な理解」が挙げられ

ている。そのそれぞれについて，具体的かつ詳細な

記述文（その多くが，CEFRと同じく，いわゆる能力

記述文（can-do statement）の形をとる）が存在して

いるが，RFCDCはCEFR同様に大部のものである

ため，紙幅の関係上，その詳細な検討は別稿にゆず

りたい。

5．Citizenship概念が生起するふたつの
問い

前章では，citizenshipは第二言語教育とどのよう

に関わるものとされているのか，という問いを立

て，汎ヨーロッパレベルでの議論の経緯を追った。

その時々の社会的・地政学的背景によって，具体的

な関わりは変化するが，より抽象度を上げて考察

すると，citizenship概念は，次のふたつの問いをめ

ぐって用いられていた，と言ってよい。

ひとつは，ヨーロッパ人とは誰か，をめぐる問い

であり，もうひとつは，ヨーロッパ人はどうある

The rationale underlying the competence model, and the process through which these particular 
Competences for 

democratic culture: living together as equals in culturally diverse democratic societies, Council of Europe 
Publishing, Strasbourg, www.coe.int/en/web/education/competences-for-democratic-culture.

Values

– Valuing human dignity and human 
rights 

– Valuing cultural diversity 
– Valuing democracy, jus ce, fairness, 

equality and the rule of law

Attitudes

– Openness to cultural otherness and to 
other beliefs, world views and prac ces 

– Respect 
– Civic-mindedness 
– Responsibility 
– Self-efficacy 
– Tolerance of ambiguity

– Autonomous learning skills
– Analy cal and cr cal thinking skills
– Skills of listening and observing
– Empathy 
– Flexibility and adaptability 
– Linguis c, communica ve and 

plurilingual skills 
– Co-opera on skills
– Conflict-resolu on skills

Skills

– Knowledge and cr cal understanding 
of the self 

– Knowledge and cr cal understanding 
of language and communica on

– Knowledge and cr cal understanding of 
the world: po cs, law, human rights,
culture, cultures, religions, history, media, 
economies, environment, sustainability 

Knowledge and
critical understanding

Competence

図1．民主的な文化への能力モデル（Council of Europe，2017，p. 38，Figure 1: The 20 competences included in the 
competence model ）Council of Europe. (2017). Reference Framework of Competences for Democratic Culture: 
Volume 1: Context, concepts and model. Retrieved from https://rm.coe.int/prems-008318-gbr-2508-reference-
framework-of-competences-vol-1-8573-co/16807bc66c
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べきか，をめぐる問いである24。これらの問いが複

雑な要素を持つのは，こうした問いは，必然的に，

「（EUの市民権としての citizenshipを持つという点

では）ヨーロッパ人であるものの，（どうあるべき

か，という振る舞いの点では）ヨーロッパにふさわ

しくない人」の存在を前提とするからだ25。その最た

るものが，EU加盟の国々で生まれ（その多くはEU

のcitizenshipを有するという点でヨーロッパ人であ

り），しかしながら，テロリズムによって他の市民

を殺害しようとする（したがって民主的な社会にお

ける振る舞いとしてはまったく受け入れがたい行為

に手を染める）者たち，ということになるのだろう。

だからこそ，そうした者たちを出さない―社会的

疎外をふせぐ教育が推進されようとしている。

汎ヨーロッパを掲げるスーパー・エリートたち

は，しばしば，ポール・ヴァレリーの次の文を引く。

ヨーロッパ人が，人種や言語や習慣によって

ではなく，熱意によって，そして豊かな意志

によって定義されるというのは素晴らしいこ

とだ（Valery，1924）26。

しかし，テロリズムを実行した者，あるいは計画

している者（ヨーロッパの国籍を持つ者が多くふく

まれる）は，おそらくはヴァレリーの言葉を知らず，

またどこかで触れたとしても，共感することもない

だろう。CEはヨーロッパのアイデンティティにつ

いての会合を主催し，「我々はヨーロッパについて

語りあう必要がある」（Alnæs et al., 2014）といった

24　前者におけるcitizenshipは「市民権」として，後者
のそれは「市民性」としての意味合いを比較的強く持つ。

25　用いられる用語が同じcitizenshipであることも（後
者の「どうあるべきか」をめぐるcitizenshipには，Glob-

al，Intercultural，Democratic，Active Europeanといった
一連の形容が冠されることが多いとはいえ）話を複雑に
している。

26　ヴァレリーのこの著作については初出年度の文献
入手は困難であり，本稿筆者は未見である。この引用は
オンラインで公開されているものから行い，そのURL

等は，本稿引用文献リスト中ではValery（1924）で示し
た。

書籍の形にして上梓しているが27，そうした議論の

担い手が，国籍こそ多様であれ，高度に抽象化され

た（複数）言語を不自由なく用い，ヴァレリーの読

書経験を当然とするような文化資本を持つエリート

たちに独占されていては，「ヨーロッパ人であって，

ヨーロッパにふさわしくない」と見なされる人々

は，きっとこれからも生まれ続ける。だからこそ教

育が―草の根レベルのひとつひとつの教室が，力

を持たなければならない。

6．まとめと今後の課題

ヨーロッパにおいては，citizenshipは新しい用語

というわけではないが，汎ヨーロッパレベルでの政

治組織が一定程度「国家」の役割を置き換え，同時に

領域内外からの「他者」との接触が日常化するなか

で，新たな意味と重要性を獲得した。政治的，社会

的決定に対する市民の積極的な参加は，民主主義の

根本条件に他ならない。ならば，各人が所属する地

域や国家のみならず，爾後のヨーロッパがどうある

べきかという議論に参加する機会と能力は，どのよ

うにすれば保証できるのか―このような問いの文

脈においてcitizenship教育は重視され，（第二）言語

教育もまた，その一環としての役割を要求されるこ

とになった。

また，ヨーロッパ各地で頻発したテロリズムと，

それにともなう安全性の危惧は，社会的包摂・社会

的結束を新たな課題とした。民主的 citizenshipは，

社会的包摂・社会的結束といった概念と絡みあいな

がら，現在のヨーロッパにおいては，教育分野での

キーワードの一つとなっている。この文脈で望まれ

る言語能力については，RFCDC（4．7．に前出）で記

述された28。

27　原文タイトルはWe need to talk about Europeである。

28　このようなヨーロッパの達成（憲章やRFCDCなど
の成果そのもの）を，他地域においてそのまま我がもの
とすることは無意味であるし，そもそも不可能だと考え
る。しかし国境を超えた合議のプロセスを形成するとい
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最後に，今後の課題について述べる。3．1節に記

したように，ヨーロッパのcitizenship理解とその歴

史に関する文献はあまりにも膨大であり，しかも多

言語に渡る。そのため，調査を進めるなかで，何に

ついて記し，何については省略すべきなのか，とい

うことについては，相当に迷うことになった。最終

的には，同じく3．1．に記した4条件のもとに資料を

選定・調査することになったが，筆者は言語教師で

あって政治学者や哲学者ではないので，citizenship

に関しては確実に引用しなければならないような何

かや，是非とも持つべき調査視点などを，見逃して

しまっている可能性も無いとはいえない。読者から

の反応を待ちたい。

また，本稿では，汎ヨーロッパレベルの超国家機

関による言説を中心に分析してきたが，そうした言

説が，各加盟国レベルで，またさらに地域や教育現

場のレベルで，どのように文脈化されているかとい

う視点も重要になると考える。1章中に記した通り，

ヨーロッパ各国はcitizenshipの訳ひとつとっても多

岐にわたる。超国家機関による言説の具体的な解

う点において，ヨーロッパから他地域が学べる点は極め
て多い。
　CEのプロジェクトやワークショップでは，まず，加
盟各国から多様なステークホルダーが参集されるとい
うステップから始まる。たとえばEDCプロジェクト（4．
3．に前出）の場合，集められたのは，各加盟国教育担当
省庁の代表者，専門家，民主的citizenship教育の分野で
活動的な国際組織，NGOなどであった。

CEのワークショップにおける重要な点は，参加者
をひとつのカテゴリから募るのではなく，（たとえ
ば言語教育関係であれば）教師，教師養成者，査察
官，行政，研究者，試験作成者，教科書執筆者ほか
…を集めるところにあり，そのことによって，互い
への理解と，共通目的を持っているんだという感覚
を養うことができる。（Sheils，1996，p. 92．強調は
引用者による）

　こうして，国や母語や分野が異なる人々が共通してプ
ロジェクトに取り組み，そのことによって，「互いへの
理解と，共通目的を持っているんだという感覚」を養う
ことができる。世界中の各地域には，それぞれの文脈に
おいて異なる種類の危機があるが，どの地域においても
「互いへの理解と，共通目的を持っているんだという感
覚」は，共通して必要であると言えよう。

釈，受容のあり方には―それこそが，教育現場に

関わる一人一人にとっては，より大きな重要性を持

つ―さらなる広がりが見られるだろう。具体的な

文脈でのcitizenship言説受容についての分析を，今

後の課題としたい。
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Abstract

In this paper, we report on the development of the pan-European level discussions about 

the relationship between fostering citizenship and second/foreign language teaching. 

Even though the term “citizenship” is not new in Europe, it acquired new significance 

in the process of certain replacement of functions of nation by pan-European political 

organizations, such as the European Union and Council of Europe, and from encoun-

tering“others” from inside and outside of Europe becoming an everyday affair. More 

recently, terrorism practiced in Europe turned social inclusion and social cohesion into 

new challenges. Democratic citizenship, together with these concepts, became one of the 

keywords in education fields, including second/foreign language teaching, in Europe, and 

theoretical tools intended to foster it are conceived, developed and diffused.
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