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概要

国際交流協会等が実施する地域日本語教育の取組みにおいては，外国人の日本語学習

ばかりでなく，すべての市民のコミュニケーション能力の向上と多文化共生意識の醸

成が求められている。市民性形成と外国人の日本語学習の両立をめざすとき，対話型

学習活動におけるファシリテーターには，どのような発話が効果的だろうか。本研究

では，ファシリテーターの発話が学習活動参加者の相互行為にもたらす影響を解明す

るために，外国人と日本人が参加する学習活動の談話データを用いて会話分析を行っ

た。その結果，談話参加者の成員カテゴリーが「日本語学習者」「日本語学習支援者」に

固定化せず，随時変化していた。成員カテゴリーの流動性は，日本語での理解や産出

の困難に起因する談話トラブルの修復過程に，ファシリテーターや日本語学習支援者

のみならず，日本語学習者が主体的に参画していたことからも確認できた。
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1．問題の所在

1．1．研究の目的

本研究の目的は，国際交流協会などが運営する市

民参加の日本語教室における対話型学習活動の中

本稿は，学位論文（萬浪，2019）をもとに，加筆・発展させ
たものである。

* E-mail:mannami.eri@gmail.com

で，外国人の日本語学習と市民同士の相互理解を両

立させるためのファシリテーターの発話機能を明ら

かにすることである。このような教育活動は一人の

教師が複数の学習者に対して日本語を教える日本語

学校等の授業とは目的も対象も活動内容も異なる。

よって活動を進行させるファシリテーターには，日

本語学校等で教える日本語教師とは異なる機能と資

質・能力が求められると考えられる。外国人が他者

との交流の中で「日本語の勉強になった」と感じる

ことができる学習活動において，ファシリテーター

は刻々と変わる相互行為の中で何に指向して発話し
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ているのか。本稿では，それを明らかにする。

1．2．研究の背景

1．2．1．日本語教育の使命

日本語教育の関心と研究の対象は，長年，留学生

教育にあった。教授法の変遷や2000年代からの「学

習者主体」や「自律学習」といった概念への着目に

よって一部の日本語教師の意識や授業の形に変化は

あったものの，日本語に関する知識や運用力を到達

目標におくカリキュラムにおいては，平均的に学生

の学力を上げることをめざす知識伝達型の授業が中

心であったと言える。一方，グローバル化に伴い，

地域社会は都市か地方かによらず多文化化が進んで

おり，近所にことばの通じない外国人が住んでいる

という状況は今や珍しくなくなった。そこで生じ得

るさまざまな問題を個々が状況の中に捉えて解決し

ていくことや，地域社会が体制整備をしていくこと

が喫緊の課題である。こうした社会課題の解決が，

外国人を対象とした知識伝達型の日本語教育のみで

賄えないことは明らかである。

細川（2017）は「自律的な個人が，価値観の異な

る他者との協働において，それらの他者を理解する

とともに，自己を表現し，ともに住みよい社会をつ

くっていこうとする意識形成の教育」を「市民性形

成の教育理念」としている（p. 63）。また文化を多層

的・流動的なものとして捉える山西（2012）は，多文

化共生を「それぞれの人間が，文化のもつ人間的役

割を理解し，文化間の対立・緊張関係の様相や原因

を，歴史的空間的つながりの中で読み解き，より公

正で共生可能な文化の表現・選択・創造に参加して

いる動的な状態」（山西，2012）と述べている。これら

の考えに基づけば，多文化共生社会の実現には地域

に住む多様な人々がことばを使って相互に理解しよ

うとする場を持ち，自他の変化に気づきながら共に

暮らす社会を創っていこうとするプロセスが欠かせ

ない。「日本語を学びたい」という外国人市民の希望

に対して，個体能力主義的（石黒，1998）に彼らの日本

語能力を引き上げるばかりでなく，日本人市民がと

もに「社会の課題」として共生言語の問題と向き合い

ながら変容していけるよう，日本語教育をとおして，

すべての市民に対する市民性形成の教育を実現する

ことが日本語教育の社会的使命と言っても過言では

ない。本稿では，価値観の異なる者同士が協働によっ

て相互理解を図り，そのプロセスにおいてことばを

学ぶ活動を「対話型の日本語教室活動」と言う。

1．2．2．地域日本語教育の課題

杉澤（2012）は「地域日本語教育」を「多文化共生

社会の実現を目的とする市民参加による地域の日本

語教育活動およびそのシステム」と定義した。地域

の日本語教室は1970年代後半から在住外国人を支

援する市民ボランティアの活動として生まれ，1990

年の「入国管理法および難民認定法」改正に伴う定

住外国人の増加によって教室も増えた。日本語学習

支援を担ってきた市民は，一般的に「日本語ボラン

ティア」と呼ばれている。

システムとしての地域日本語教育はどのように構

想されていただろうか。日本語教育学会（2008）に掲

載されたシステム図には「専門家による日本語教育

の場」と「日本人市民と外国人市民が対話をおこな

う協働の場」が想定されていた。現実には前者の「専

門家による日本語教育の場」は2019年4月現在，法

制化されていない。後者の場では日本人市民と外国

人市民がともに「生活者」として位置づけられてい

たものの，「生活者としての日本人」が日本語教師に

近い役割を担わされているという「ねじれ」（池上，

2007）の問題や，日本語ボランティアと外国人との

間に「教える－教えられる」という非対称の関係性

が構築されるという問題が指摘されてきた（深澤，

中河，松岡，2006；新矢，2012；野々口，2016）。地域

日本語教育が多文化共生社会の実現を理念としなが

らも学習活動の内実が伴わなかった理由として，活

動が個々の現場の試行錯誤に任されていたこと，お

よび「専門家による日本語教育の場」の不在という2

点が挙げられる。
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1．2．3．「市民」による日本語学習支援

2019年4月「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」が施行された。外

国人人口の増加が見込まれ，日本語学習の機会拡充

が課題である。しかし，外国人に対する日本語教育

のすべてを職業としての日本語教師による専門的教

育で賄うことは理想とは言えない。外国人住民のみ

に日本語習得という変容を迫る方法では多文化共生

の視点が抜け落ちるからである。生活や職場におい

て外国人が地域社会の一員として十全な参画を果た

すためには，受け入れ社会住民側にも，多様な言

語・文化に触れながらコミュニケーションや他者の

価値観を体験的に学ぶための場が求められる。地域

日本語教室は「日本語学習」のみならず，参加する外

国人・日本人，双方の市民の「居場所」，「地域参加」

「国際理解」「交流」の場としての機能を持っていた

（野山，ほか，2009）。市民の善意によって維持され

てきた地域日本語教室は図らずも多文化共生の最前

線，市民性形成の場であったと言える。従って，日

本語教育の制度化が急がれる一方で，日本語教室を

支えてきた市民の十分な活用が求められる。活用と

は日本語教師の代わりをさせることではなく，地域

に共に生きる市民として外国人住民と継続的に対話

し，お互いの生活課題の共有・解決のためにことば

を使いながら，そのプロセスにおいて自身も学び，

同時に外国人の日本語習得を支援・促進できる場を

充実させることである。

こうした場の充実には，外国人と日本人が対話・

協働を通して相互理解を図るという目的に沿った学

習プログラムの策定と運用が重要となる。また日本

語学習支援の観点からも，日本語教育の専門人材と

しての「日本語教師」によるものとは一線を画した，

「市民」による学習支援の内容と方法，および学習支

援実践のためのプログラムが求められる。

1．2．4．地域日本語教育に関わる人材

外国人への日本語教育に携わる者の役割や求めら

れる能力には，従来，公的な基準がなく，日本語教

育に関わる人材は，常勤・非常勤・ボランティアの

区別に関わらず，すべて「日本語教師」として数えら

れていた（文化庁文化部国語課，2017）。2018年3月

に『日本語教育人材の養成・研修の在り方（報告）』

（文化審議会国語分科会，2018）が発表され，日本語

教育を担う人材のカテゴリーとその役割（表1），求

められる資質・能力，および養成・研修に必要な教

育内容が示された。この報告書（以下『報告』）を参

照しながら「生活者としての外国人」を対象とする

地域日本語教育に関わる人の役割を整理する。

先行研究等から判断するに，「日本語ボランティ

ア」の大半は，実態として420時間相当の研修で養

成される「①日本語教師」ではなく，「③日本語学習

支援者」にあたると考えられる。本稿では表1の分

類に基づき，日本語学習支援を指向する者を「日本

語学習支援者」とし，その役割を表1の記述のとお

りとする。また，日本語学習支援者が学習者の日本

語学習を支援・促進できるように学習プログラム

表1．日本語教育人材の役割（文化審議会国語分科会，2018，p. 15）*

*文化審議会国語分科会（2018）．『日本語教育人材の養成・研修の在り方について（報告）』
（p. 15）．http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/1401908.html
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の策定や助言を担う者を「日本語教育コーディネー

ター」とする（「日本語教育コーディネーター」は日

本語教師の初任・中堅を経る）。本稿で想定する日本

語教室は，表1の各人材を揃えることが可能な行政

や国際交流協会等が運営する学習活動の場である。

「日本語学習を支援する」と言う場合，その活動内容

は何か。本研究では「日本語学習支援者」を「日本語

教師」とは異なる立場で場に参加する「市民」である

と想定し，「日本語学習の支援」とは，日本語の文法

や文型に関する知識の伝授ではなく，日本語コミュ

ニケーションの支援，促進とする。どのような活動

がコミュニケーションの支援になるだろうか。言語

の運用には，情報を受け止める「理解」と情報を発信

する「産出」があり，「日本語学習支援者」が話し手

である場合，聞き手の外国人に理解されるような伝

え方をすることが「理解」への支援になる。また，外

国人が自己表現に困難を生じたとき，その言語化を

手助けすることが「産出」への支援となる。「理解と

産出の支援」や「相互理解」はいずれも相互行為であ

ることから，両者が参加する学習活動の場において

こそ，共同体への参加によって起こる学び，すなわ

ち「状況に埋め込まれた学習」（レイヴ，ウェンガー，

1991/1993）が可能になると考える。

図1を用いて議論を整理する。日本語教師が専門

人材として日本語を教える「学校型」と比較し，日本

語学習支援者という市民が参加する「地域型Ⅰ」は，

市民性形成・多文化共生に資する教育の場としての

機能を持ち得た。しかしその機能は，学習プログラ

ムの不在や日本語教師による初期日本語教育の場の

不在によって，多くの場合，果たされていないとい

う課題があった。『報告』の中で，日本語学習支援者

は「日本語教師や日本語教育コーディネーターと共

に」学習支援にあたるとされていることから，地域

日本語教育コーディネーターが学習プログラムを策

定し，教室活動のファシリテーターを担う形態，即

ち「地域型Ⅱ」によって，市民成形性に資する，実

効性のある日本語学習支援を実現できるのではない

か。萬浪（2016）は市民参加の日本語クラスの実践

を通して，外国人にとっての「日本語学習」および参

加市民間の「相互理解」が両立する要件をクラスの

記録と参加者評価の分析から考察した。そして学習

活動のファシリテーターが果たす機能の解明を研究

課題とした。本稿はこの研究課題に挑み，ファシリ

テーターの発話が談話にもたらす影響や，発話の拠

り所となる知識や技能，立場性を解明しようとする

ものである。

1．3．ファシリテーターの役割と談話トラブル修復

『報告』によれば，「地域日本語教育コーディネー

ター」は，「日本語教師【中堅】」を経て育成される。

「地域型Ⅱ」の学習活動のファシリテーションは，

図1．日本語教育の形態の違い：「学校型」「地域型」の名称は尾崎（2004）に基づく。
尾崎明人（2004）．地域型日本語教育の方法論的試案．小山悟，大友可能子，野原美和
子（編）『言語と教育―日本語を対象として』（pp. 295 - 310）くろしお出版．
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「地域日本語教育コーディネーター」と「日本語教

師」のどちらの役割だろうか。『報告』に記述されて

いる各人材に求められる資質・能力や育成のための

教育内容を基に検討しておきたい（資質・能力や教

育内容については『報告』を参照）。表1では，「日本

語教師」は「日本語学習者に直接日本語を指導する

者」と定義されている。また「「生活者としての外国

人」に対する日本語教師【初任】」という人材に関し

て見ると，求められる資質・能力や育成研修の教育

内容には，日本語学習者に直接日本語を指導するこ

と以上の視点，即ち，日本語学習支援者との協働や，

教育対象が「すべての市民」といった視点は含まれ

ていない。現状において地域日本語教育の活動形態

の多くが「地域型Ⅰ」であることを考えれば，この視

点は今後この分野で活動する「日本語教師」にとっ

て必要不可欠と考えられるが，本稿では「日本語教

師」の役割を『報告』に基づいて捉える。よって，参

加者間の相互理解を目的に含むファシリテーション

は，プログラムを策定する地域日本語教育コーディ

ネーターの視点で行われるものと考える。

日本語学習支援者という市民が参加する「地域型

Ⅱ」の教室活動のファシリテーションが「日本語学

習者」のみを参加対象とする「学校型」と異なる点

は何だろうか。「地域型Ⅱ」においては，やりとりが

相互理解につながるよう，ファシリテーターは参加

者同士の意思疎通の成否に気を配る必要がある。日

本語の運用に熟達していない外国人と話すと，お互

い，相手の話が理解できなかったり，言いたいこと

が適切に言語化できなかったりと，「理解」と「産出」

両面での談話トラブルがしばしば発生する。いずれ

も，音声，語彙，文法上の問題だけでなく，価値観

や背景知識などの社会文化的要素が絡む場合もある

ため，談話トラブル修復の難易度は様々である。「学

校型」や「地域型Ⅰ」では，トラブルの原因に焦点

をあてて，教師や日本語学習支援者が文法知識の補

足や正しい表現の練習を行うことが多い。一方，相

互理解をめざす「地域型Ⅱ」においては，談話トラ

ブルの修復は対話を継続するためのプロセスのひと

つにすぎない。修復に日本語教育の知識や経験が活

かされる場合も多くあるものの，ファシリテーター

には学習活動の目的がずれないような進行が求めら

れる。また，日本語学習，日本語学習支援，それぞ

れの方略を学ぶ場として教室を捉えれば，ファシリ

テーターの重要な役割は，直接的な談話トラブルの

修復よりも参加者同士で修復がなされるための支援

と言える。そこで，ファシリテーターの役割を論じ

るために，談話トラブルの修復をだれがどのように

担っているかに焦点を当てる。

1．4．成員カテゴリー

1．4．1．成員カテゴリーと呼称に関する問題

成員カテゴリーとは，人の種類をあらわすことば

や，それによって表される概念のことである（串田，

平本，林，2017）。例えば，ある人を「タイのAさん

です」と紹介した場合，Aさんの属性のうち「タイ

人」という国籍に意識を向けたことになる。人や場

の役割について語る際，このように用語によって属

性の一部が強調されるという問題が生じる。「日本

語学習支援者」「日本語学習者」という呼称は，それ

ぞれ「日本語学習を支援する者」「日本語を学習する

者」という役割やアイデンティティを強調するもの

である。多様な背景を持つ市民が対話による相互理

解を図り，その過程で外国人は日本語コミュニケー

ションの力を上げていくといった場においては，場

は複数の機能を持ち，参加者の成員カテゴリーは多

様に変化する。そのため，例えば「日本語学習支援

者」が漏らした悩みについて「日本語学習者」が助言

をすればその瞬間は「日本語学習者」ではなく「支

援者」となる等，特定の呼称がその時々に行ってい

る活動にそぐわないという問題が生じる。この問題

を認識しつつ，本稿では地域在住外国人のために公

的機関や市民が運営する学習活動の場を「日本語教

室」と呼ぶ。一方，参加者を指す用語としては，「学

習」や「学習支援」を含む用語は成員カテゴリー変

化への着目に不都合なために避け，日本語学習を指
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向して参加する者を「外国人」，日本語学習支援を

指向して参加する者を「日本人」と表す1。相互理解

のためにコミュニケーションを図る場への参加者に

ついて，なぜ2つのカテゴリーを立てるのかと言え

ば，地域日本語教室という名称の場は「日本語を学

びたい人」と「日本語を学びたい人を支援したい人」

の参加があってこそ成立し，場が維持されるからで

ある。

1．4．2．成員カテゴリーの随時変化

成員カテゴリーに関する1．4．1．の問題は，「地域

型Ⅱ」の特徴を示している。日本語学校等の「学校

型」であれば，多くの場合，日本語学習者は日本語

を学習する者として場にいることを本人が指向し，

教師も参加外国人のことを「日本語学習者」として

扱う。「地域型Ⅰ」も実態として同様であることが多

かった。しかし，活動が「日本語学習」と「相互理

解」という2つの目的に指向し，その目的が両立し

ていたならば，「日本人」と「外国人」は，ある局面

では「日本語学習支援者」と「日本語学習者」，ある

局面では悩みを相談しあう対等な市民同士，またあ

る局面では外国人の価値観を学ぶ「学び手」と価値

観を伝える「教え手」というように，同じ人物が1回

の対話活動の中で成員カテゴリーを積極的に変えな

がら相互行為に参画している必要がある。ファシリ

テーター自身も対話活動の参加者であれば，その成

員カテゴリーは，学習プログラムを運用するファシ

リテーターでありつつ，問題提起をする一市民であ

り，談話トラブルの修復を支援する日本語教師であ

り，他者から学ぶ「学び手」にもなっている必要があ

る。本稿では，1．3．と1．4．を踏まえ，学習活動に

おいて「談話トラブルの修復にはだれがどのように

関与しているか」「参加者の成員カテゴリーは随時変

1　多文化共生のための日本語教育を論じるにあたって
ホスト社会住民というカテゴリーを立てる必要がある
という理由から，現状として日本語学習支援者の大半を
占める層を指すために，便宜上「日本人」という用語を
使用するものである。

化しているか」という2点に焦点をあてる。

1．5．A機関における課題

研究を行ったA機関の日本語教育事業には，「日

本語学習支援者」としての市民が参加している。A

機関の日本語教育事業のねらいは，外国人の日本語

能力向上と市民同士の相互理解である。本来，相互

理解を図るためには，テーマについて，お互いの考

え・気持ち・経験などを相手と共有するというプロ

セスが必要である。しかしながら，外国人は「日本語

を学びたい」という希望を，日本語学習支援者は「支

援してあげたい」という気持ちを持って場に参加す

る場合が多い。その結果，参加者の意識が対話内容

よりも「日本語の正しさ」に向いて日本語に関する

説明が中心となれば，対話内容重視の活動は成立し

にくい。青木（2011）は「異文化交流活動が日本語だ

けで行われると母語話者と非母語話者の力の不均衡

が避けがたく表面化するため，ボランティアと学習

者との交流をとおして日本語学習を支援しようとす

るやり方は現実には機能していない」（p. 258）と指

摘した。この課題を乗り越え，他者との対話を通し

て多言語多文化共生を目指す意識変容の学習（野々

口，2016）を日本語初級段階からめざすためには，参

加者が助け合いながらことばの「理解」と「産出」に

あたる必要がある。A機関では日本語学習支援者の

ための研修の中で日本語運用に慣れていない外国人

との対話に必要な技能（萬浪，2015）を扱っている。

また，「日本語クラス」の場に対話の当事者として

「日本語学習支援者」に参加を奨励し，両者が対話活

動の意義や方法を学べるようにしている。

1．6．研究の枠組み：会話分析

本研究は，実践から理論を立ち上げる実践研究で

ある（細川，三代，2014）。日本語教室活動における

ファシリテーターの発話機能を会話分析の方法を用

いて分析する。地域日本語教室の学習活動を扱った
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研究は，留学生教育に関する研究と比較して少な

く，中でも，地域日本語教室における母語話者と非

母語話者の会話データ分析を通して学習活動のあり

様を考察する研究は極めて少ない（大場，中井，寅

丸，2014）。本研究は実践現場の実態を記述・分析

する基礎的な段階に位置し，長期的には多文化共生

のための地域日本語教育の学習活動普及を目的とし

て，他の実践現場への提言をめざすものである。

会話分析は，1960年代にアメリカの社会学者H. 

Sacksが始めた研究から発展して確立された研究分

野である。会話参加者が何らかの実践的な目的のも

とで行為や活動を達成する際に会話参加者自身が用

いている手続きを厳密に記述することをめざす（高

木，細田，森田，2016）。会話分析の対象は，実践的

な目的をもって自然に発生する会話であり，教室場

面など制度的会話も含まれる。会話分析では，相互

行為の手続きや意味を会話データのみを分析の資源

として読み解く。Schegloff（2007）は会話分析の研究

主題を相互行為の組織に関する一般的秩序現象とい

う形で整理した。以下，串田，ほか（2017）を引いて

会話分析の基本的枠組みを記す。本稿ではこの枠組

みを使って会話分析を行う。

（1）順番交替組織（turn-taking organization）

順番交替組織とは，秩序立った順番交替を成し遂

げるために相互行為の参加者が用いている仕掛けの

ことである。1つの発話順番が終わりそうな時点が

聞き手にわかる場所を「完了可能点」という。そして

完了可能点を迎えた，1つの発話順番を構成しうる

言語単位のことを「順番構成単位」という。1つの順

番構成単位が完了可能点に達した場合，そこは原則

として順番交替に適した場所である。

（2）連鎖組織（sequence organization）

連鎖組織とは，「挨拶－挨拶」「質問－応答」のよう

に，発話と発話の行為としての適切な結びつきを秩

序立てている仕組みのことである。2つの発話が示

す連鎖を「隣接対」という。隣接対が典型的な形をと

る場合には，「2つの発話からなる」「各々の発話を別

の話者が発する」「2つの発話は隣り合う」「2つの発

話は順序づけられている」という性質を持つ。隣接

対の1つ目，2つ目の発話をそれぞれ「第1成分」「第

2成分」という。

（3）修復組織（repair organization）

修復とは，相互行為を成り立たせるための前提と

なる発話の産出，発話の聞き取り，発話の理解にか

かわるトラブルに対処する方法のことをいう。トラ

ブルはいつだれによって検知，修復されるのか，相

互理解はどのように維持，回復されるのか。これら

の問題を解決する一連の手続きを「修復組織」とい

う。

2．研究の方法

2．1．教室活動の概要

分析の対象とした学習活動はA機関にて月1回実

施されており，1回で完結する。実施の目的は，外国

人が他者との対話を通じて学習方略や相互作用を学

べる機会を提供することである。同時に，どのよう

なコミュニケーションのとり方が「お互いを知る」

ことになり，また日本語の学習支援になるのかを，

学習支援者が状況の中で学ぶことである。

参加外国人の特徴は，日本人配偶者・就労者・留

学生など，在留目的が多様であること，また，週

1回，2時間程度の参加で日本語でのコミュニケー

ション能力をつけたいと願う者が多いことである。

日常生活における自律的な日本語学習と能動的な人

間関係づくりへのきっかけとしてクラスを位置づけ

ており，挨拶や簡単な名詞文，動詞文が理解できる

者は日本語能力を問わず受け入れる。ファシリテー

ターの進行のもとに，1グループ3，4名で話す活動

を行なう。活動内容として，活動2時間のうちの前

半では，各自の「好きなこと」を紹介しながらお互

いを知る。後半は，その日のトピックに沿って意見

や経験を共有する。分析対象とした教室活動データ

は，以上の枠組みのクラスのものであった。
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2．2．分析の対象

音声データは，表2の凡例に従って文字化した。

表2．文字化に使用した記号の凡例
。 尻下がりの抑揚
， 区切り，または短いポーズ
？ 尻上がりの抑揚
// 発話の重なり始め
＝ 発話が切れ目なく続いている
《笑》 笑いながら言っている，または笑い声
### 聞き取れない発話
《間》 発話と発話の間の空白
＿（下線） 強く発話されている

表記については，「へー」「あー」などの感嘆詞の長

音には「ー」を用いて統一した。また，ある発話者の

まとまった発話の間に他者の応答などのごく短い発

話があった場合は，紙幅の都合上，段を変えずに丸

括弧の中に発話者名と発話内容を入れて記した。

データ1「カメラ」とデータ2「そうじ」は2018年に

行われた教室活動1回の中で録音した対話記録を文

字化したトランスクリプトである。この2つのデー

タを選んだ理由は2点あり，1点目は，ファシリテー

ターが談話に参加し続けていたことである。多くの

場合，日本語教室の活動はペアや少人数のグループ

で実施されるため（図1参照），ファシリテーター

が1人の場合は，全体での活動を仕切る時間と，グ

ループを巡回して対応する時間が発生する。巡回す

る場合は，あるグループに入った時点で話の流れを

把握する必要があるが，本研究では流れを把握する

ためのやりとりは重要性が低い。よって，ファシリ

テーターが1つのグループに関わり続けている談話

のデータを分析対象に選んだ。

2点目の理由は参加者の発話の役割の違いであ

る。データ1とデータ2は参加者が同じ4名でありな

がら，トピックについて物語る人物が「日本人」か

「外国人」かという違いがあったため，「理解」「産出」

両方のトラブルとその修復過程を見ることが期待で

きた。以上の理由から，データ1，2を分析対象とし

て選んだ。表3は参加者の属性である。

2．3．分析の手順

分析は2段階に分けて行った。まず，データ「カ

メラ」（データ1）および「そうじ」（データ2）を用い

て，対話型教室活動の中でファシリテーターがどん

な場面でどのような発話を行い，それによって何が

起きているのか，発話は何者としてなされているの

か，相互行為の様相を会話分析の方法を用いて記述

した。次に，記述に基づき，発話について機能別に

ラベルをつけ，各データのファシリテーターの発話

表3．会話参加者データ

*CEFRとは，『ヨーロッパ言語共通参照枠』（Council of Europe，2001）。欧州の言語教育・学習の
場で共有する枠組みとして，2001年に欧州評議会が発表した。言語熟達度には，「A：基礎段階の
言語使用者（Basic User）」，「B：自立した言語使用者（Independent user）」，「C：熟達した言語使
用者（Proficient User）」の段階があり，全部で6レベル（A1，A2，B1，B2，C1，C2）に分かれて
いる。Council of Europe. (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, 

teaching, assessment. Strasbourg: Cambridge University Press.
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の右に太字で記入した（紙幅の都合上，ラベルが分

析記述に先行するが，手順としては記述が先であ

る）。

次に第2分析として発話機能を一覧にし，各発話

機能を「成員カテゴリー」および「談話トラブルの修

復」という観点から分析した。一覧化にあたっては，

別の日の教室活動の談話データ2点についても同様

の会話分析を行い，「カメラ」「そうじ」におけるラベ

ルと合わせてから機能を抽出した。別の日のデータ

2点は，「カメラ」「そうじ」と同じ種類の教室活動で

あるが参加者は異なる。ファシリテーターは筆者が

務めた。

3．対話型教室活動の分析

3．1．第1分析：発話機能は何か

3．1．1．「カメラ」（データ1）

「カメラ」（データ1）は，佐藤がリストアップした

「好きなもの」数点のうち，「カメラ」について話し

てほしいと他の参加者から要望を受け，佐藤が話す

談話のトランスクリプトデータである。分析は5場

面に分けて記述した。「Fci」はファシリテーターを

表す。ファシリテーターは筆者が務めた。記述のう

ち，番号は発話番号を表す。

■データ1「カメラ」場面1

(1) 11「え？え？いや，1,950個じゃありませんよ」

―マリが1,950という数字をききとり，驚いたよ

うな声で「ごじゅう《間》カメラ？」と確認したこと

に佐藤が「はーい，カメラ」と応答し，マリの「すご

いでしょう」という評価に佐藤は「はーい」と答え

た。しかしFciが「え？え？」とトラブルの存在を示

唆し，「いや，1,950個じゃありませんよ」と言ってい

る。ここから，Fciは「佐藤がカメラを1,950個持っ

ているとマリが勘違いしている」と解釈したことが

わかる。Fciはトラブルの存在を示すことで「修復の

開始」をしたが，「修復の実行」はしていない。「修復

の実行」は，マリが繰り返した数字に佐藤と山田が

「ねん」と補完することによって為されている。

■データ1「カメラ」場面2

(2) 59「こんなやつー？はい，とりまーす」―

57マリの「どうですか？」の次の発話順番は質問さ

れた佐藤にある。「あーあのー」と発話順番を保持す

る佐藤の前にFciが「こんなやつー？はい，とりまー

データ1「カメラ」場面1

1
1

1950

2 //

3 //

1,950

10

is nine

11 Fci 1,950 //

12 //

13

14

15

16 // // Years years , ninteen-fifty
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す」と割り込んで予想を言った。佐藤は「いやいや，

そんなんじゃない」と否定して隣接対を終了させ，

マリの質問に応答した。この割り込みでは，Fciが佐

藤の物語の聞き手として意見を述べ，対話を楽しん

でいる。

(3) 80「んー」―「へー」「はい」「んー」などの短

い応答は，話し手に対して話を聞いていることを示

して発話順番を終了させ，相手に発話順番を渡す手

続きである。こうした応答は他の参加者も同様に発

していることから，Fciが物語の聞き手としてふる

まっていることがわかる。

(4) 81「ありがとうございます。じゃ，質問もし

ながら，少し進めましょう」―佐藤の物語は，「好

きなものについて説明してほしい」というFciの活

動指示によって始まったものだが，「ありがとうご

ざいます」で物語が途切れている。そしてFciが「質

問もしながら，少し進めましょう」と言うと，ニナ

が佐藤に対して物語内容に関する質問を始めるとい

う行為が発生している。日常のお喋りであれば，あ

る者が81のような発話によって他者の物語に区切

りをつける行為は奇異に感じられるだろう。これら

の発話はFciが教室場面において談話を管理する立

場にあるために他の参加者に正当なふるまいとして

認められており，また認められることでFciとして

の立場が成立していると言える。

■データ1「カメラ」場面3

(5) 97「わっかりました？」―ここでFciがマ

リやニナに対してわかったかと尋ねた理由は，連鎖

のどこに読み取れるだろうか。96までのFciの発話

は，ニナが「デジタル」という単語について尻上がり

の抑揚によって求めた確認に対する応答のみであっ

た。この一連の談話のベース隣接対はニナの89「古

いカメラは写真を見るまでにどのくらい時間がかか

るのか」という趣旨の質問が第1成分であり，それ

に対する佐藤の94「36枚撮り終わるのに2，3ヶ月か

ら6ヶ月かかる」という趣旨の応答が第2成分であ

る（第1，第2成分については，1．6節「連鎖組織」を

参照）。94，96の佐藤による情報量に対して，ニナ

とマリは「あー」や情報の受け取りを示す短い応答

を発したのみであった。反応が少ないことをもって

Fciはニナとマリが佐藤からの情報を十分理解して

いないと解釈し，理解の確認をしたと考えられる。

データ1「カメラ」場面2

57 How do you do?

58

59 Fci

60 Fci

61 Fci

62 //

63 // Germany

78 10

79

80 Fci

81 Fci

82 , ,

, ,
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(6) 100「どうして？」―97のFciの「わかった

か」という確認の求めに対して，マリは「ね，six 

months,six months before picture is《間》produced?」

という表現で自分の理解を示しつつ，尻上がりの抑

揚によって，理解が正しいかどうかを問うている。

そのマリの確認に対して，Fciは100「どうして？」と

質問した。この「どうして？」は，のちにFci自身が

マリに対して理由を説明していることから考えて，

明らかに佐藤の話をマリが理解しているかどうかを

確認するための質問である。マリはこの質問に対し

てFciに直接応答するのではなく，佐藤に「えーあ，

すみません。なに，ろこ，ろくかげつですか」とい

う新たな第1成分を発することにより理解を図ると

同時に，写真ができるまで6ヶ月かかる理由を理解

していないことを，佐藤への質問というふるまいに

よってFciに示している。

この連鎖から，発話者が何者としてふるまってい

るかが読み取れる。答えを知っている情報を質問と

いう形で参加者に問うのは，教室という制度的場面

において教師が学習者の理解を確認し，説明させる

という権威性を伴う行為であり，この発話において

Fciは自らを日本語教師として位置づけていると言

える。「どうして？」という問いに対してマリが「わ

かりません」とは答えずに佐藤に説明を求めた行為

も注目される。聞いた物語について内容を説明でき

るまでの理解と表現能力が求められている，という

データ1「カメラ」場面3

87 ## , ,

88 Fci

89

,

90

91 //

92 // 36 36

93 36

94 36 1

2 3 ,

6

95 // // half a

year

96

97 Fci

98 six months, six months before picture is produced?

99 //

100 Fci // why

101

102 36 36
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マリの認識が読み取れ，教室場面の中で日本語学習

者という立場にマリ自身が指向していることが窺え

る。

■データ1「カメラ」場面4

(7) 129「大丈夫。日本語で日本語で日本語で」―

はじめは英語で説明を試みたニナは，この発話から

日本語に切り替え，「えーっと」というフィラーで発

データ1「カメラ」場面4

109

110 36 36

111 //

112 // 36 2

3

113

114

115

116 36 3

117 36

118 2 2

36

3

121 can you

speak?

122

127 I, I can get a little

128 thirty-six, he want to thirty-six

129 Fci

130

131 36

132 Thirty-six film

137 1 30 30

138

139 //

140 Fci // !

1

,36

141 long time

142 Fci
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話順番を確保しながら根気強くマリへの説明を続け

ている。このことから，129は参加者に日本語運用を

奨励する働きかけになっていると考えられる。

(8) 140「はい，わかった！」―109でマリが発

した質問に対して佐藤とニナが36枚フィルムは長

期間かけて撮ることを説明した。Fciは発言せずに

見守っていたが，マリは理解に至らなかった。Fciは

突然「わかった！」と発して発話順番をとり，フィ

ルムは全部撮りおわらないと写真が見られない，と

説明した。Fciによる140の説明は110からの佐藤や

116からのニナと同様に，109のマリの質問に対する

応答となっており，Fciは佐藤の物語の内容を共有

するという対話活動の一参加者としてふるまってい

ると言える。

■データ1「カメラ」場面5

(9) 204「どうして古いカメラはいいですか？」206

「ちょっとついてきてません」―このFciの発話は

場面3の100「どうして」と異なり，古いカメラが

好きな佐藤本人に向けられており，佐藤から未知情

報を得るための質問になっている。佐藤の205の情

報提供は，最初はFciやマリが「はい」や「あー」と

あいづちを入れられるテンポで，且つ「自分でピン

トを合わせます」のような短文であった。しかし急

に文が長くなり，「～だったら～がいいかな」など，

撮影するときの行動を思い出してそのまま言語化す

る形になる。Fciが206「ちょっとついてきてませ

ん《笑》」と遮ると，そのあと佐藤は208，210で再び

短文での発話に戻っている。Fciの211「わかりまし

た？」という確認の依頼に対してマリが「少しわか

る」と応答しただけでなく，理解した内容を「たぶん

クリック好きですか？」という質問の形で佐藤に伝

えた。205がFciには十分伝わる表現であったにも関

わらず，206で佐藤を遮ったことや，211の確認に対

してマリがわかった内容を言語化したという展開を

見れば，204「どうして」という質問は，Fciが答えを

得ることだけでなく，他の参加者ともその答えを共

有することが目的だったことがわかる。206の発話

は，すべての参加者が対話に参加できるように調整

を図るものであり，この発話から，参加者は「皆が

ついて来られる」ような話し方を要求されていると

解釈できる。

データ1「カメラ」場面5

204 Fci

205

Fci Fci

Fci

206 Fci //

207 //

208

209 Fci

210

211 Fci

212

213 Fci //
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3．1．2．「そうじ」（データ2）

「そうじ」はデータ1の「カメラ」に続く，同じク

ラスでの同じ参加者による談話のトランスクリプト

データである。「カメラ」が「日本人」による「好きな

こと」の説明であったのに対して，「そうじ」は「外

国人」が「好きなこと」の説明をしている。以下，Fci

の発話のうち，「カメラ」とは異なる機能が見られる

箇所について記述した。

■データ2「そうじ」場面1

(1) 11「よごしますかな？」―マリは9「私の

赤ちゃんは」と物語を開始した。《間》のあと文の

述部が来るべき位置で「how can I say, mess up the 

house?」と英語で質問した。これは物語の中で適切

な日本語表現がわからず，他者に支援を依頼する

「修復の開始」と捉えることができる。Fciが「よごし

ますかな？」と応答すると，マリは「よごす」という

単語を何度か発音したあとに，12「毎日私の赤ちゃ

んは赤ちゃんは汚します」と9を修復した。「知らな

い単語についての質問と応答」という隣接対を挟ん

で，マリ自身が修復を実行している。

(2) 41「まえ，まえ」―山田の37「1日何回そう

じしますか」に対するマリの応答は「えー，あ，あ

と，ここ来ます」であった。続けて直後に「あとここ

来ますう，そうじしました」と自己修復した。佐藤が

データ2「そうじ」場面1

8 Fci = 2

9 how can I say, mess up the house

10

11 Fci

12 Fci

37 1

38 Fci

39

40 Before I come here

41 Fci

42

43 Fci

44

,

45

46 ,

47

48 Fci

49
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「そうじしました」と述部を繰り返すことで情報の

受け取りを示したが，マリは「Before I come here?」

という尻上がりの発話によって，伝わったか確認し

ている。Fciは「まえ，まえ」と，「before」にあたる

ことばだけを提示した。マリはそのことばを取り込

み，42「あ，あ，まえ，ここ来ます，来ますから？」

と文をつくったが，やはり尻上がりに正しさへの確

認要求をしている。この文ではbeforeの統語上の位

置が英語と同じになっている。Fciは，「まえ」を文

に埋め込んで，「ここに」「来るまえ」と分けて再提示

した。マリは44で「くる？くる，くる，何ですか？」

と質問するが，直後に「あ，来ます」と自己修復し

た。最終的に46で意図が正確に伝わる文を産出して

いる。産出を短い応答や単語の提示によって支援し

たのは佐藤と山田である。

■データ2「そうじ」場面2

(3) 60「そして，夜，もう一度？」―場面1の

46「ここに来る前にそうじをした」というマリの発

話は，1日に何回そうじをするか，という37の山田

の質問に対する応答としては，ずれていた。60「そ

して，夜，もう一度？」というFciの質問は，37の山

田の質問に話題を戻し，ずれの修復を開始する質問

であると捉えることができる。

(4）88「きれいずきですね」―85「ねたあとで，

もう一度，そうじをします」というマリの発話のあ

とに来る佐藤の「うん，はい」と山田の「そうそう」

は，トラブルの修復を経てマリの文が完成したこと

に対する評価の応答である。その次のFciの88「き

れいずきですね」はトラブル修復からは離れて，マ

リの「何度もそうじをする」という話の内容に対す

る評価の応答になっている。同意を求める「ね」がつ

いており，それに対して佐藤は「ん」というあいづち

で，山田は「すごい。きれいずき。」という繰り返し

で同調している。1日に何回もそうじをするという

データ2「そうじ」場面2

60 Fci

61 //

62 Fci //

63 , sleep

64 Fci

65 Fci

66 … , after, , 

//

67 //

68

69 Fci

85

86 //

87 //

88 Fci

89

90 Fci

91 , spend time No time,no time
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ことが伝わるまで，マリには「来るまえ」や「寝たあ

と」の産出に文法上のトラブルがあり，一時的に日

本語の文法側面に焦点が当たっていたが，修復が終

わるとすぐに談話の焦点はマリがそうじ好きである

という「内容」に戻っている。

3．2．第2分析：発話機能分類から何が見えるか

3．2．1．発話機能と成員カテゴリー

3．1．において，「カメラ」「そうじ」（データ1，2）

の会話分析の後にFciの発話機能としてつけたラベ

ルをデータ中のFciの各発話の右の列に記した。表4

は，それらを別の2つの談話データ（2．2．参照）の

分析結果と合わせて一覧にしたものである。教室活

動の中には，参加者が書き出したものをもとに話す

活動もあった。

本研究の焦点は「成員カテゴリーの変化」と「談話

トラブルの修復の担い手」である（1．3．，1．4．）。以

下，分類したFciの発話機能と成員カテゴリーとの

関係を分析する。

（1）「進行」「質問_内容」「確認_内容」

これらは学習活動を進行・促進するFciとしての

機能である。ただし「質問_内容」「確認_内容」は一

参加者として対話を進める発話にも認められる。

（2）「応答」「意見_内容」

これらは参加者の発話にも同様に表れており，対

話の一参加者としての機能である。ただし，日本語

学習者の産出に対して「うんうんうん」と通常より

強調されているあいづちは，日本語運用を促進しよ

うとする日本語教師としてなされていると考えられ

る。

（3）「提示_表現」「説明_表現」「確認_表現」「承認_

表現」

「外国人」の発話の表現部分に意識が向けられた

機能である。学習スタイルや日本語能力が多様な学

習者の集まる地域日本語教育の場において，日本語

に関する説明を，どの学習者に対して，いつ，どの

程度，どのような方法で行うことが適切であるか。

その判断には，レベル別クラス編成が一般的である

日本語教育機関以上に日本語教育の知識と経験が求

められる。また対話の内容に指向するためにも，い

つどの程度の言語的な説明を行うかの判断が重要と

なっている。具体例を挙げれば，「そうじ」（データ

2）の40～49の談話において，Fciはキーワードとな

表4．ファシリテーターの発話機能一覧

行為 対象 機能

応答 あいづちや繰り返し等によって，情報の受け止めを示している

進行 「質問しながら進めましょう」「どうぞ話してください」など，活動を進行させたり切
り替えたりしている

意見 内容 対話の内容について自分の意見を述べている

確認 内容 参加者が言ったことや書いたものの内容について，自分の理解が正しいかを確認し
ている

表現 参加者が使った表現が一般的でない場合や，キーワードとなる単語を理解していな
いと思われる場合に，意味や意図を確認している

調整 理解 参加者が話の内容を理解しているか確認し，調整している

質問 内容 参加者の発言や書き込みの内容をより深く知るために質問している

承認 学習方法 辞書やスマホの使用，メモなど，参加者の自主的なリソース活用について承認し，促
進している

表現 参加者が使った表現を承認し，運用を促進している

説明 表現 参加者が理解できていない表現について，意味や文法を説明している

提示 学習方法 辞書やスマホの活用，メモなど，学習方略を提示している

表現 参加者が言いたいことをより適切に示す表現を提示している
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る単語「まえ」「来るまえ」を提示してマリの自己表

現を支援したが，「くる」という単語の活用形や汎用

例は解説しなかった。結果として，この文脈ではマ

リが掃除をした時点が表されれば，対話が続けられ

た。（3）は対話型教室活動の学習プログラムを運用

する日本語教師としての機能と分析できる。

（4）「調整_理解」

全員の対話参加を成立させるために重要な働きで

ある。例えば，「カメラ」場面5の205でFciの質問

に対する佐藤の説明が専門的になったとき，Fciは

206「ちょっとついてきてません《笑》」と言ってい

る。市民としての学習支援者と多様な日本語学習者

が参加する対話中心の学習活動においては，ダイナ

ミックな展開の中でさまざまな難易度の表現が出現

する。全員が参加できるよう調整を図るために，Fci

は参加者の日本語運用力と言語調整能力を早く把握

し，感情にも配慮しながら流れに介入する必要があ

る。（4）は対話型教室活動の学習プログラムを運用

するコーディネーターとしての機能と分析できる。

（5）「提示_学習方法」「承認_学習方法」

Fciは，学習者にメモを促したり，翻訳アプリの

使用を制したり奨励したりしている。「カメラ_場面

3」において，マリが音声翻訳アプリ，ニナが英語

使用を制限されると，ニナがマリに向かって積極的

に日本語での説明を始め，意味のある日本語運用の

機会となった。どのような行為が日本語学習に資す

るか，個々の学習者の既有知識や日本語能力，話題

や流れから判断することが必要とわかる。地域日本

語教室の学習は，通常，1週間に1回，2時間程度と

短いため，自律的な日本語学習方略の獲得が求めら

れる。「学習方法の提示」は，「生活者」の学習環境

を考慮した上で対話型教室活動の学習プログラムを

策定，運用する日本語教育コーディネーター，また

は，「生活者としての外国人」に対する日本語教師と

しての機能であると分析される。

以上，Fciが各機能の発話を何者としておこなっ

たかを見てきた。成員カテゴリーとは，相手が「お

母さん」であれば自分は「娘」であるというように，

他者との関係性の中で相対的に浮かび上がるもので

ある。従って，Fciの成員カテゴリーがその時々で変

化していることは，相互行為に関わる他の参加者の

カテゴリーもまた同時に変化していることを表す。

例として「カメラ」の場面4の140「わかった！」を

見れば，ここでのFciは「写真ができるまで6ヶ月か

かる理由がわからないマリに対して説明を図る人」

として，佐藤とニナと同じ成員カテゴリーに属して

いる。同時に，ニナがFciや佐藤と同じカテゴリー

に属しているという点も注目に値する。6ヶ月かか

る理由の説明を佐藤が始めたものの，マリは理解に

至らなかった。佐藤が114「あー，むつかしいなあ」

と言って連鎖を閉じると，すぐにニナが発話順番を

とって116からマリに説明を始めている。日本語母

語話者か非母語話者か，支援者か学習者か，といっ

た成員カテゴリーに固定化するのではなく，談話の

中で刻々と変わる相互行為において成員性も流動的

であり，成員カテゴリーの随時変化は参加者の相互

行為によって成立していると言うことができる。

3．2．2．発話機能と「修復」

成員カテゴリーの変化と連動し，「理解」や「産出」

をめぐる談話トラブル修復の様相を具体例を挙げて

記述する。3．1．の分析で記述したとおり，談話には

さまざまなトラブルが発生しており，修復の開始や

実行のありようは多様であった。

まず，「理解」におけるトラブルの修復プロセスを

見ると，具体例として「カメラ」（データ1）におい

て，「1,950」という数字の聞き取り，および，それが

カメラの個数ではなくカメラの生産年であることの

理解にトラブルが発生していた。「日本人」が数字を

ゆっくり言い直したり，Fciが示唆したトラブルの

存在に対して「ねん」と強調したりして修復は実行

されていた。次に，「フィルムカメラでは出来上がっ

た写真を見るまでにどのくらいかかるか」という質

問に対する回答の理解に時間がかかっていた。この

トラブルの原因は，実は日本語の熟達度の問題では
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なく，フィルムカメラを見たことがないという，マ

リの背景知識の不足であった。従って，トラブルの

修復に時間がかかった原因は，何がトラブル源であ

るのかがマリを含め参加者同士でなかなか把握でき

なかったことと言える。また，このトラブルにはも

うひとつ原因がある。ニナの佐藤に対する89「デジ

タルカメラ，えっと，写真を撮って，すぐ写真でき

ます。」「古いカメラは，えーと，写真を撮って，あと

はどのくらいかかります？」「1日に，ふつか，」など

の発話から判断して，ニナはフィルムカメラの現像

にかかる時間を知りたかったと思われる。しかし，

話はフィルムを使い切るまでの時間のことに移って

しまった。トラブルというのは必ずしも正すべき誤

りなのではなく，トラブルがトピックのスムーズな

移行につながる場合もある（串田，1995）。トラブル

があった場合，どこまでどう修復して（或いは修復

しないで）談話を続けるか，参加者の解釈と相互行

為に委ねられていることがデータからわかる。

Fciは，「調整_理解」「意見_内容」などの機能の発

話によって修復に参加していた。一方，Fci自身が修

復を実行しないことによって，「外国人」を含めた他

の参加者に修復を担う機会が与えられていたことも

観察された。従って，Fciが如何に学習活動に寄与し

ているかを知るためには，「発話しないことによる

効果」も広義の発話機能として考えに入れる必要が

ある。

次に，「産出」におけるトラブルの修復過程につい

て見ると，「そうじ」（データ2）において，マリは物

語をしながら，「How can I say ～」という質問を発し

たり，確認の上昇イントネーションを伴って発話し

たりすることで，他の参加者に言語化支援を求めて

いた。その要請に対して，Fciのみならず，聞き手が

その都度思いついた表現をヒントとして口に出して

修復を試みていた。マリは提示された単語を取り込

み，文の形にする作業に主体的に取り組んでいた。

以上，「理解」と「産出」において，Fciが発話や見

守りによって修復に関与しつつ，参加者同士で主体

的に修復を実行する様子が観察できた。これらの修

復は，日本語学習を目的に行われていたのではな

く，話題の共有過程で必要に迫られて実行されてい

た。

4．考察

4．1．成果

本研究の目的は，「外国人」と「日本人」が参加す

る地域日本語教育の対話型教室活動において外国人

の日本語学習と市民同士の相互理解の両立をめざす

場合のファシリテーターの発話機能を明らかにする

ことであった。第3章では，会話分析によって学習

活動におけるファシリテーターの発話を記述し，機

能を分類した。ファシリテーターを含む参加者の相

互行為を詳細に観察すると，そこには「成員カテゴ

リーの随時変化」と「談話トラブルの修復過程への

参加者の主体的な関与」が認められた。

具体的には，1人が物語り，他者がそれに寄り添

うという対話において，参加者が主体的に発話順番

をとるという相互行為を見ることができた。ファシ

リテーターはトピックの開始や終了を管理するとい

うファシリテーターとしての役割を果たしつつも，

談話の流れの中でその成員カテゴリーをさまざまに

変えていた。ある時点では日本語による自己表現を

助けるために「外国人」に対して働きかける日本語

教師であり，ある時点では対話を楽しむ一参加者で

あった。他の参加者についても，例えばニナが佐藤

に代わってマリに対してフィルムカメラの説明を

試みたときは，ニナはマリにとっての「日本語学習

支援者」であったように，各々がその都度の発話に

よって自らある成員カテゴリーに指向し，相互行為

を成し遂げていた。

談話トラブルの修復については，ファシリテー

ターは自らもその一員である参加者同士の相互行

為の中で問題を見抜き，多様な方法で対処してい

た。働きかける対象は「外国人」側であったり「日

本人」側であったりした。修復の開始はしても，実
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行は他の参加者に委ねるという選択も見てとること

ができた。聞き取りや理解に起因するトラブルは，

外国語や第二言語では頻繁に生じるため，コミュニ

ケーションをとおして日本語学習をするのであれ

ば，参加者同士で談話のトラブルの所在に気づくこ

と，示せること，修復を実行できることは重要であ

る。データ分析を通して，ファシリテーターだけで

なく，すべての参加者が修復という作業に主体的に

関与する様子を確認することができた。

今回分析対象とした教室という制度的場面におけ

る学習活動では，語り手はファシリテーターによっ

て指定されており，物語の開始はファシリテーター

の手中にあった。しかし，物語の展開と聞き手の参

加については，参加者の相互行為に委ねられてい

た。なぜさまざまな参加者が発話順番をとれていた

かといえば，「外国人」も隣接対の第1成分となる発

話や，他者の第2成分に対する評価の応答を発した

りする―つまり，教えられる立場に留まらず，能動

的に対話という協働に参加することが，時間的にも

立場的にも他の参加者から認められていたからだと

考えられる。「認められていた」という表現はそもそ

も非対称の関係を前提にしているようであるが，実

態として，図1で示した従来の「地域型Ⅰ」には1．2．

2．で述べた理由により，非対称の関係が多く見られ

てきたのである。

4．2．今後の課題

本稿はファシリテーターの発話を記述・分析する

という基礎的な段階に位置するが，研究の社会的な

目的は，多文化共生のための日本語教育の普及であ

る。他の地域や機関においても，「地域型Ⅱ」として

市民性形成をめざす地域日本語教育の学習プログラ

ムの策定，およびファシリテーター人材の確保が期

待されるだろう。人材育成に向けた研究課題は，よ

り多くの会話分析によってファシリテーターの発話

機能分類を洗練させることである。本稿の発話機能

分類は試みの段階とも言える。読者の批判と議論を

期待したい。

参加者の成員カテゴリーが随時変化していたこと

は，偶然ではなく，ファシリテーターがその発話を

とおして様々な立場性をとることで，それが呼び水

となって，他の参加者の成員カテゴリーの変化を生

んでいるのではないか。日本語学習支援者と日本

語学習者のみで活動を行う「地域型Ⅰ」では，両者

のニーズによって個体主義的な「日本語学習」が指

向されやすいため，対話活動が成立しにくかった。

ファシリテーターが入り，その発話によって参加者

の関係性に作用を及ぼすことで，「他者を理解し，自

己を表現しながら日本語学習を行う」という学習プ

ログラムを効果的に機能させることができるのでは

ないだろうか。しかし今回の会話分析からわかった

ことは，少なくとも各参加者の成員カテゴリーが固

定化していなかったということであって，ファシリ

テーターの発話が呼び水になっていたとまでは言え

ない。

例えばデータ2「そうじ」の場面2において，88「き

れいずきですね」というFciの発話のあと，直前まで

マリの発話の「日本語としての正しさ」に向いてい

た佐藤と山田の焦点が，マリの話の「内容」に戻っ

た。ここでFciが「きれいずきですね」と言わなかっ

たら，この談話の展開はどうなっていたのか。ま

た，Fciが談話トラブルの修復をしてしまわないこ

とで，ニナを含めた他の参加者が主体的に修復の実

行に関わっていたが，もしFciが先に修復を実行し

てしまったらその後の展開はどうなっていたのか。

仮定はできない。従って，「地域型Ⅱ」のファシリ

テーターに必要な要件を明らかにしていくための研

究課題は，学習支援者と学習者のみで行われる「地

域型Ⅰ」の場合や，「学校型」に慣れた日本語教師が

「地域型Ⅱ」でファシリテーターを担った場合，或い

は，日本語教師ではない人材がファシリテーターを

担った場合などのデータ分析を進め，比較検討する

ことである。この学習活動は知識伝達型の日本語授

業とは異なるアプローチをとるため，日本語教育の

専門知識や経験がどの程度必要であるかは，わから
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ない。むしろ，従来的な日本語授業を長年担当して

きた教師には，染みこんだ文化・価値観によって阻

害される部分があるのではないか。比較データを収

集することで人材育成に資する知見が得られるもの

と期待される。また，地域日本語教育の実践現場に

は研究者が少ないため，多文化共生のための日本語

教育をめざす実践者と連携し，知見の共有によって

協働でアクションリサーチを進められるよう望みた

い。

5． おわりに：市民性形成をめざす地域
日本語教育の発展に向けて

市民性形成の教育理念は，「自律的な個人が，価

値観の異なる他者との協働において，それらの他者

を理解するとともに，自己を表現し，ともに住み

よい社会をつくっていこうとする意識形成の教育」

（細川，2017，p.63）であった。日本各地で外国人住

民との共生が課題となっている今，地域日本語教育

は地域参画するための準備として「外国人」のみを

対象にするのではなく，まさに市民性形成の教育と

して，すべての市民を対象とし，多様な価値観を持

つ市民同士の交流の中で構想されなければならない

と考える。市町村がまちづくりの一環としてこうし

た構想の具現化を図るならば，まずは「日本語を学

びたい」「支援したい」「交流したい」という個人の

ニーズを取り込みつつ目的につなげることが早道で

ある。日本語教育の目的を，多様な市民が対話し，

支え合い，個々が能力を発揮できる活力ある社会を

つくることと考えるとき，試金石としての小さな社

会が地域日本語教室にある。日本語教育人材の関わ

りによって，活力ある小さな社会がつくれるだろう

か。「日本語学習支援者」「日本語教師」「日本語教育

コーディネーター」という各カテゴリーは，構想の

具現化のために学習プログラムの策定・運用におい

てどのような役割を果たすことができるのか。本稿

が解明の一助となることを願いながら，今後も他地

域の実践者と協働で研究を発展させていきたい。
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