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座談会：日本語教師の専門性を考える
CEFR を参照して
舘岡

洋子 *

櫻井

直子
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智子

クララ・ベルマンス

金

孝卿

（早稲田大学）（ルーヴェン・カトリック大学）（現代言語センター）（ルーヴェン・カトリック大学）（早稲田大学）

概要
すでにベルギーでは秋の気配が始まっていた 2019 年 9 月 3 日，ベルギーのルーヴェン
大学において，第一言語も勤務機関も異なる日本語教師 5 人が集まり，互いに仕事のこ
とや日本語教師の専門性について語り合った。特にベルギーで言語教育の共通認識と
なっている CEFR について，日本とベルギーがおかれている文脈の違いや CEFR の考
え方，現場での受け入れ，また実際の授業の具体的な展開の様子などが話題にのぼっ
た。日本語教師たちが，ぞれぞれ異なった現場，異なった対象者たちに向けて，その
時に応じてことばの学習の場を作ることができるのが日本語教師の専門性であり，そ
れには言語教育として何を目指しているのかといった理念やそれを実現するための多
様なカードをもっていることが重要であるということが話し合われた。話はあちこち
に飛び 2 時間半ほどの座談会であったが，本稿はそれを紙幅の範囲に収まるように編
集したものである。
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1．座談会の趣旨

しゃいますか。日本語教師っていう言い方に違
和感がありますか。

舘岡：2019 年 9 月 3 日，今，私，舘岡と金さんとで

ベルマンス：いや，日本語教師ですよ，はい。はい。

ベルギーのルーヴェン大学におじゃましていま

舘岡：まず日本語教師とは何か，みたいなところで，

す。私たちを迎えてくださったのはルーヴェ

日本とヨーロッパの文脈の違いから捉え方が違

ン・カトリック大学の櫻井さん，ベルマンスさ

うかもしれませんね。今，日本では日本語教師

ん，現代言語センター（以下，CLT）の長瀬さ

がにわかに注目を集めていて資格制度の創設が

んです。最初にみなさんの自己紹介をお願いし

検討されています。私自身は，そもそも日本語

たいのですが，みなさん，日本語教師でいらっ

教師の仕事って何なのか。また，日本語教師の
養成の立場からもどういう教師が今後必要なの
か。そして，教師に一度なった人がどうやって
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自分のことを成長させていくのか，というよう

て CLT，日本語にして「現代言語センター」と

なことに関心があります。金さんは？

いう語学学校で教えています。今年で 16 年目に

金：そうですね。私自身は日本に 20 年ぐらいいて，

なります。私は基本的には B1 レベルを教えて

現在は日本語教育を専門にしながら仕事をして

いて，B1 レベルだと，こちらのレベルにすると

います。最近，周りで日本語教師の専門性が問

5 〜 6 〜 7 あたりのレベルです。CLT は成人向け

われているという話を耳にして考えさせられる

の語学学校で，政府の援助をもらって運営して

ことがあります。私の場合は，最近企業の方と

います。私たちの学校では日本語や他に 22 か国

接触する機会があって，外国人の社員が増えて

語を教えていて，日本語の学生さんは，年齢が

いて，企業の中でも彼らへの支援を考えること

どんどん低下してきています。最近，漫画やア

が必要になっている現状を知り，自分が当たり

ニメのおかげだと思うんですが，中学生の申し

前にやってきたことの特殊性に気づかされるこ

込みまであるんです 。

1

とがあります。つまり，
学習者が学ぶ「場」を作

舘岡：やっぱり漫画，アニメですね。CLT は成人向

ることや，学び手を学びの空間にどう巻き込む

けの語学学校っておっしゃいましたが，どんな

かを考えることこそ，日本語教師の専門性の領

学校なんですか。特徴とか…。

域であるということです。そして，日本語教師

長瀬：CLT って Communicative - Language - Teach-

としての専門性を領域外の人にどのように表現

ing の略でもたまたまあるので，設立されたと

していく必要があるかについて改めて考えるよ

きに，当初の校長はそれを目標として作った学

うになったんです。でも，まだまだ言語化でき

校らしいんです。私たちの学校で雇う先生方

てないところもあるんじゃないかと思っていま

も，すでに教師課程をやっていても，入って 2

す。

年間はぎっしりもう一度，教師課程をしながら，

舘岡：そんなわけで，日本語教師の専門性を考える

CLT 法で授業できるようにコーチングしてい

ということが今日の大きなテーマではあるんで

ます。
舘岡：トレーニングがあるんですか。そのトレーニ

すが，日本とは全く異なった文脈にあるベル
ギーのお話や CEFR についてうかがうことで，

ングがほかと決定的に違うのはどういうところ

より本質的なところを把握することができたら

ですか？
長瀬：決定的に違うのは，文法をもう授業で教えな

いいなと思っています。よろしくお願いいたし

いこと。シラバスにはもちろん説明してあるけ

ます。

ど，それを延々と授業中に説明するというのは

2．座談会参加者の背景

一切できないですね。CEFR にも提示されてい
るようにことばを使ってもらうのが目的ですか

2．1．CLT はどんな学校か

ら，文法は学習者独自が予習して，授業中はそ
の文法を使ってもらうのが目的なんです。今は

2．1．1．CLT の背景・対象者・教授アプローチ・

筆記試験は全くないんですが，筆記試験があっ

CEFR との関係

た時代も連携がないまま単に動詞の活用や助詞

長瀬：私はルーヴェン大学のグループ内，付属の語
学学校で，Centrum voor Levende Talen，略し
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舘岡洋子，ほか

を記入するような穴埋め問題も一切もうできな

長瀬：それが CLT 法への批判の一つ，大きな批判で

かったです。これを会話の形にして提示するこ

はあるんですけど。やっぱり最初からがっちり

とで日常会話で使うような表現や語彙，ストラ

文法を教えていけば基本はもうできて，教師と

テジーを全部含んでいないといけないんです。

して楽でどんどん進められますが，学習者はそ

舘岡：やらないじゃなくて，できない。

れを実際にはまだ使えません。確かに私たちの

長瀬：そういう試験をもし提出したら，作り直しに

やり方だと，進歩は遅いし，生徒たち自身が同じ

なります。

ように理解してくれるまで時間がかかります。

舘岡：日本でも海外でも，特にアジアの国は『みん

でも，その方が実践に近いし，日常生活で可能と

なの日本語』を使っているところが多いみたい

される場面はだいたい CEFR で網羅されている

なんですね。各国語版があるし副教材がいっぱ

ので，その場面で発話・発音することが重要な

いあるので，
便利なのかもしれないんですけど。

んです。外国語教育で忘れがちなのは「話す勇

それに慣れているせいか文法を教えないで会話

気」です。外国語の音を発音することは，特に最

だけをやる，っていうのは多少抵抗がある人も

初の頃は恥ずかしいことなんです。それを間違

多いみたいですが，その辺はどうなんですか。

えてもいいからどんどん発音させることによっ

長瀬：場面から入れば，そんなに難しいことはない

て学習者にも勇気を持たせて，モチベーション

と思いますが。例えばテーマを「レストランで」

も上がります。
「私の言ったことが通じる」とい

にして，A1 レベルで何かを注文することが目

うのも見落とせない動機です。

標であれば，まだ単語レベルではありますが，

舘岡：レベル 7 とかにいくと，どういう活動になる

「コーヒー，ください」
「コーヒー，一つ」など

んですか？そこまで行ったときに，基礎の文法

と注文できますね。A2 になれば，「コーヒーを

ができていない，みたいな批判はないんですか。

一つください」になって，B1 になればもう少し

長瀬：それはもちろんありますよ。レベル 7 になれ

長く話しができます。つまり，動詞の活用から

ば，文法の正確性というのも評価の一つになる

教えていくのではなくて，必要なフレーズとし

ので，過去形の間違いとか，よくある間違い

て提示して発話させることが重要なんです。そ

で…。

れに成人教育ですから，みんなある程度の文法

ベルマンス：い形容詞の過去形，「いでした」とか。

の知識というのがあります。母語と比較しなが

舘岡：ああ，「大きいでした」みたいな。

ら，あるいは似たような言語と比較しながら自

長瀬：そういう間違いはもちろんレベル 7 では厳し

分で発見した方が身につきますし，一から教

く減点しますよ。レベル 7 だと B1 で 3 年目のレ

えていかなくても日本語はその点簡単です。特

ベルですから，テーマとしては例えば，「私の

に初級だと，形が変わるだけですから。ローマ

性格」や「将来の夢」とかについて話しをさせま

ン言語のようにいくつかの過去形が存在してい

す。性格の特徴で，外国人から見たら難しい表

て，いつどの過去形を使うかのようなニュアン

現がいくつかあります。例えば「協調性がない」

スの難しさは日本語にはありませんし。

など。このレベルになると文法よりも文化を教

舘岡：文法の構造がわからないと基礎固めができな

えていくのが難しいですね。日本人にとって短

いんじゃないかっていう呪縛があるような気が

所に見える特徴が必ずしも外国で同じように捉

しますけど，それは…？

えられるとは限りませんから。あと，血液型別
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の性格診断のようなベルギーには存在しないも

一緒に共通の口頭試験を作ったことです 。それ

の，これが話のきっかけとなるんですが，それ

から，以前，長瀬さんから伺ったんですけれ

を紹介して，
まず調べさせたり読ませたりして，

ども，他の外国語の先生が作った教材を「これ

それについて意見を述べさせることも CLT 法

ちょっといい？日本語の授業に使っても？」と

での主な授業の進め方ですね。

いった感じで教材の共有もあるそうで，これは，

舘岡：きっかけを作るけれど，話の中身は自分の言

CEFR の理念に基づき，言語教育目的とレベル

いたいこと。で，その時に，先生は必要なこと

意識が共有された上で教育に当たっているため

があればサポートする。

だと思いました。私が関わった時には，14 か国

長瀬：そうですね。先生が一方的にずっと話すの

語だったんですけど，今は…？

ではなく，学習者たちに話してもらうことが，

長瀬：23 になりました。

CLT 法の理念でもあります。ことばと言うのは

櫻井：理念が共有されていると，共通の認識は同じ

コミュニケーションを取るために使う「道具」

機関内だけではなくて，成人教育向け語学学校

ですし，相手が言ったことに反応するためにあ

と大学といった異なる機関間でも，学習者ので

りますから，最初の数年間は話すことと聞くこ

きることがある程度見通せるようになります

とに集中してしまいますね。

ね。もう一つ，CEFR の特徴は部分的能力を非

舘岡：で，読んだり書いたりはあまりないんです

常に重要視していることではないでしょうか。

か？

CLT は，部分的能力として「やりとり」の能力

長瀬：いや，もちろんあります。A1 や A2 のレベル

に特に重点を置いていると言えるだろう思いま

だとまだ平仮名や片仮名がやっとですから，そ

す。そう考えると，「やりとり」は A2 を目指し

んなに長い文章は読めません。B1 になれば，あ

て「読みと書き」は A1 を目指すコースが存在し

る程度長い文章を読んでまとめて，それについ

うることになります。それは，学習者の社会参

て意見文を書いてもらうというふうに目的を定

加に寄り添う立場から興味深いと思います。

めています。

2．3．複言語の国ベルギーの文脈
2．2．CEFR の特徴
ベルマンス：ベルギーってちょっと特殊で…
長瀬：そうですね，公用語が 3 つあるから，その 3 つ

2．2．1．CEFR の特徴と語学学校での導入
櫻井：今，長瀬さんがご説明くださった CLT では

を組み合わせて勉強しなければいけないし。

校長先生が，ベルギーフランダース教育省が

舘岡：文脈，日本と全然違いますよね。日本で少し前

CEFR に基づく言語教育のガイドラインを作成

から複言語とか複文化とか言われるけど，言わ

した際に関わっていらしたこともあって，非常

れて，確かにそういう人は増えてるんけど，で

に早く CEFR の導入が行われました。私も委託

もほとんどの文脈では，モノリンガルですよね。

業務として日本語のカリキュラム編成に関わっ

あのう，方言とか，そういうのも入れればもち

ていたので，会議に同席させていただいたので

ろん全ての人は複言語人間なんだけど，やっぱ

すが，本当に驚いたのは，イタリア語の先生と
2
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りその辺が，何番目かの言語を自分のものとす

いった意識が強くなってきているんですね。仕

るというか，それが部分的であれ。その辺の言

事は日本語教師なんですが，目指していること

語の距離？ハードル？が，違うのかなという感

は，日本語が上手になってもらいたいはそうな

じはしますね。

んですが，それだけではなくて，言語教育を通

櫻井：そうですね。インプットの機会とか。

して学習者に伝えたいことがあるっていうむし

ベルマンス：はい，ベルギーでも，テレビとかイン

ろそういう意識で。

ターネットとかの影響がすごく大きいと思いま

舘岡：それすごくわかります。いろんな言語の…イ

す。例えばフランスだったら，テレビ番組とか

タリア語の先生と，日本語の先生と，英語の先

ほとんど吹替でしょう。だから，アメリカのド

生が一緒に同じ学生たちを教える，言語教育を

ラマとかでもまあ，子どもたちはフランス語で

考える，っていう場面が日本にはあんまりない

見たりするんですよね。そういうのがベルギー

ですね。
櫻井：ああ。CLT とかどうですか？ほかの言語の先

ではないから，もちろん子どものディズニーの
映画とか吹替とかはありますけど，中学生だっ

生とは…？

たらそういう吹替は少なくなるから，みんな 12

長瀬：ええ，すごく交流もありますし，

才ぐらいから日本語のアニメを見たり，そうい

ベルマンス：ベルギーの中でも CLT は，結構進んで

ういろんな言語のインプットがあって。だか

いますね。

ら，
そこが大きいんじゃないかなと思いますね。

長瀬：そう言われていますね。うちでは教師が働き

舘岡：ああ，なるほど。直接日本人に会うことがな

始めてからもまだまだ教育が続くし，毎年ワー

くても，オンラインでの日本語接触，それも吹

クショップもセミナーもあるし，毎年自分の研

き替えじゃなくて，そういう機会が増えている

究業務みたいなのを考えないといけないんで

んですね。

す。結局，実験現場となる教室っていうのがほ
んとに間近にあるから，例えば同僚の一人の研

3．CLT の言語教育と教師たちの実験

究なんですが，直接法で教えるのと，従来の文
法から導入していくやり方とを比較する研究が

櫻井：はじめに舘岡さんに「日本語教師だと思って

あります。その人はハンガリア語のレベル 1 の

いらっしゃいますか」と質問された時，私，即答

グループを 2 つ抱えているから，1 つは直接法

ができなかったんです。もちろん，日本語教師

で，もう 1 つは従来の文法導入法で教えてきま

なんですが，CEFR を身近に感じるようになっ

した。その実験を 1 年間やってきて，結果とし

て，先ほどご紹介した CLT の状況とかに関わっ

て分かったのが…直接法で教えると理解するま

てきて，何語の先生の「何語」っていうところ

での時間がかかるけれど，聞き取りが早いし理

の意味するものが何なのかな，と考えるように

解もその後早くなって自発的に発話をしたりし

なりました。イタリア語の先生であっても目指

ます。文法導入法だと，文法しかわからない

すことへの共通認識があれば一緒に試験が作れ

し，自分から話そう，発話しようともしませ

ます。そうすると何語の先生というより，言語

ん。ほかの場面に切り替えもできないし。こん

教育を通して何かを伝えたいグループの一員，

な感じで教師全員が実験できます。ここで働き

というか，うまく言えないんですが，私はそう

始めた頃に私は学習プロセスをもっと理解した
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4．日本語教師養成と CEFR

かったから，自分でもイタリア語を学び始めま
した。そのおかげでコルブの経験学習モデル

3

4．1．日本語教師の専門性・理念と教え方の整合性

通りに授業を進められるようになりました。今
学期ちょっと心掛けていることが，寺子屋みた
いな教え方です。同じグループの中でも，やっ

舘岡：あの，櫻井さんの自己紹介はまだですが，日

ぱり 15 人の学生がいれば，15 人ともレベルが

本語教師と即答できなかった理由をさっき教え

バラバラで，読み書きが強い人と会話が上手な

ていただきましたけど，現在，日本語を教える

人と…。1 つのシラバスを使って今までは一緒

仕事がメインですか。
櫻井：そうです。日本語ゼロで来る 1 年生からマス

に全部やってきたのを，これからは強い人と弱
い人と組み合わせたり，まだ基礎練習が必要な

ター 2 年生まで教えています。
金：すごく幅広い人たちを対象にしているんです

人たちには基礎練習を与えて，上級な人なら文
書を書かせたりして，そういうふうにちょっと

ね。
舘岡：櫻井さんは日本学の学生さんたちに教えてい

教え方を変えようと思って。
全員：まさにピア・ラーニングを実践されていると

らっしゃるんですよね？教員養成は？
櫻井：はい，2007 年度から 2017 年度まで教えていま

いうことですね。
長瀬：そうですね。私が教えるのではなくて，生徒

した。現在は残念ながら予算の関係で開講され

たちが自分で探して見つけていって，私はコー

ていないのですが。養成課程で教えてると，な

チとして色々と提案するだけ。

んか日本語の先生になるために教えてるのだけ

舘岡：協力し合って，どこまで…。

ど，社会人になることを教えてるっていう思い

長瀬：そこで最低限の目標を定めないといけなく

になることがよくあって。

て，例えばこの文章の要点がわかればいい，と

舘岡：うーん，そうですね。その，日本語の先生に

言うふうな Can-do になります。そこまで目指

なる，それが最初の専門性の話と繋がるんです

したいなと思っています。

けれども…。たぶん普通の人に「て形」とか言っ

舘岡：先生たちが，そういう実験っていうかな，教

てもわかんないですよね。そういうのわかるの

育現場の実験ができる学校っていいと思うんで

が日本語の先生なのか，っていった時に，
「それ

すよね。それは先生たちの実践能力を高めるこ

が専門性とは言えないでしょう」となるわけで

とでもあるし，実際にそれは研究なわけですか

すよね。そうすると，何が専門性なのか，と。

ら。だから決まったことをやるんじゃなくて，

で，日本語教師の幅も広いので，今，日本国内で

一人ひとりの問いを現場でやってみるっていう

就職する人より海外に行く人の方が多いかもし

ことが推奨されてるっていうことですよね。

れないですよね，教師で専任の仕事が欲しかっ
たら。特にアジアの国ですよね。そこで，何が
期待されているかっていうと，教え方の知識や
技能だけではないですよね。この現場で，この
学生たちに何が必要で，最後この人たちをどう

3

いうふうにして卒業させるか，ってことを考え

コルブの経験学習モデルについては，Kolb（1984）を

て，教師自身が自分で現場で役に立つ活動を実

参照されたい。
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践できる人にならないといけないですね。とす

その結果，学生の教案の書き方や内容が変わり

ると，教員養成課程っていうのは何をするのか

ました 。ちょっと極端かもしれませんが，例え

なっていう，人間形成や社会人基礎力育成の部

ば，ある学校は JLPT に合格することが目標と

分ももちろんあるでしょうし，あと，日本語教

いう学校があってそれを目指して学習者が集

師に限らず，教師としての学生を育てるってい

まっているとしたら，それは行動中心の考え方

う観点も必要だと思うし，なので，日本語教師

では JLPT に合格するっていうのが課題なわけ

の専門性って何ですかね？という質問が出てき

ですから，それに基づいて授業を組み立ててい

た，っていう背景が私にはあるんです。

く。そうすると CLT の授業と明らかに違ってき

4

櫻井：私は，日本語教授法のコースを受け持ってい

ます。だけど，それもありなんじゃないかと。

て，最初の頃は，
「読むことを教える」
「話すこ

そう考えると，日本語教師を目指す学生の手持

とを教える」「試験を作る」といった項目で授

ちのカードを増やしてあげるのが教職課程であ

業をしていました。ですが，コースが修了し，

り，使えるカードをたくさん持っていることが

学生が教育実習するのを見て，
「私が教えた内

教師の専門性なんじゃないかな，っていうとこ

容がどこまで役に立つのだろう」という疑問を

ろに落ち着きました。
5

舘岡：櫻井さん，あの赤い本 にそれ書いてらっしゃ

持ちました，私たちの学生が最初に実習するの
はルーヴェン大学の 1 年生の日本語の授業なの

いませんでした？

で，私の授業が多少役に立ったとしても，CLT

櫻井：ああ。そうでしたね。

で実習する時は，授業目的もプログラムの構成

舘岡：まさに，そう思うんですよ。フィールドのこ

も違うので，同じ教え方が通用しない。なので

の学生，例えば CLT に来る学生とルーヴェン

私は自分のやってきたコースは方向性が違う，

大学の学生とどう違うかとか，あるいは社会人

と思ったんです。

なのか高校生なのかとか。その，学生さんのこ

舘岡：フィールドによってね。

とをどういうふうに見立てるというか，評価す

櫻井：はい，そこで，舘岡さんがおっしゃったよう

るっていうか，理解して，で，自分自身がめざ

に，教えるべきことは，いかに機関の目的と学

そうとする理念と照らし合わせる。そして学校

習者のニーズをくみ取り，
すり合わせられるか，

が目標とする理念と自分の理念のすり合わせの

そしてそれを基にどうやって自分でカリキュラ

中で，じゃあ，どんな方法をするかって言った

ムが作れるか，なのではないかと考えました。

時に，その方法の引き出しも必要ですよね 。ト

6

ですが，自分で作るといっても，何もないとこ

4

ろからは作れない，拠り所となる考えがなけれ

本実践については，櫻井（2017）が詳しい。実習生に

よって理念の理解および理論と実践との結びつきの深
度には個人差があったものの，教案作成の過程で次第に

ば作れないだろう，思いました。そこで，私の

行動中心アプローチが具体化する様子が観察されてい

授業では，仮にこの複言語複文化主義という理

る。

念をベースに考えたなら，という条件を…

5

義永，ほか（2019，pp. 26-27）のヨーロッパの日本語

舘岡：まあ理念みたいなものを，明示的に設定して。

教育についての論考を参照されたい。

櫻井：はい，理念に基づいて教える，というのはど

6

教師の専門性については，舘岡（2019）を参照された

い。舘岡は，教師が「理念」と「フィールド」との間で適

ういうことか。それに基づいて目標を作るとは

切な「方法」を編成し，実践できること，この三者が一

どういうことか，
っていうことを教えたんです。

体であることを専門性ととらえている。
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5．教師の変容とことばの教育がめざす

ランプのカードじゃないけど。

もの

櫻井：ほんとに。直接法も訳読法も全部必要。
舘岡：で，その方法はフィールドによってまた変
わってくるっていうこと。だからそこら辺が，

「CEFR B1 プロジェクト」への参加と教師の
5．1．

まあ学校にもよりますけど日本語学校とかに新

変容

人教師として入ると，教科書がだいたい決まっ
ていて，で，
「これですよ，あなたは初級お願い

櫻井：2010 年度から 2013 年度まで 4 年間，フランス

しますね」
，って言われて『みんなの日本語』が

のグルノーブル大学の先生方と共同研究をしま

渡される。第 1 課の担当に当たれば，
第 1 課の教

した。
「CEFR B1 言語活動・能力を考えるプロ

案を書いて，で，最初の学期は 1 課，3 課って飛

ジェクト」という名前で，その目的は，CEFR

び飛びぐらいで，大体みんな毎日教えてないか

を勉強した上で，B1 レベルの言語活動と能力

ら，パートタイムだと飛び飛びで。で，2 回目，

を調査し，その結果を基にカリキュラムを作る

2 周目〜 3 周目で大体教科書一冊カバーする。

というものでした 。ベルマンスさんも一緒でし

教えたことがあるのが出てきた，OK…になっ

たね。ベルマンスさんは，そのプロジェクトを

ちゃうと，何を目指してるかがあんまりないん

始める前と始めてからで，考え方は変わりまし

ですよね。でも，カードはたくさん持ちたいの

たか。

7

で熱心な真面目な先生は研修にもよく行ってら

ベルマンス：いやあ，変わったんですよ。私は学生

して，「○○の教え方」とか「○○のやり方」と

の時から日本語教師を目指していたわけではな

か「クイズの作り方」
，習うんだけど，でも自分

かったんです。卒業してから 10 年ぐらい日本に

がどんな授業をするかは理念がないと，なかな

住んでて，ベルギーに帰ってきた時に自分がど

か。何を採用していいかわからないから，すご

んな仕事ができるかって非常に不安だったり心

く，今日明日のことで忙しくなっちゃうんです

配したりしていたんですが，たまたまある夜間

ね。その辺がちょっと今回伺いたかったことの

学校で日本語の授業を教えることになって。そ

ひとつなんですけれども。CEFR はかなり理念

こで初めて教えることの喜び，楽しさがわかっ

的なものですよね。で，具体的な方法は現場に

て。でもその時はやっぱり教科書どおりに，自

合わせて先生たち考えなさいよ，って言ってる

分が教えてもらったのと同じように，じゃあ文

から，そういう教育っていうのを，例えば CLT

法やって，はい，この練習やって，はい，ドリル

とかでも先生方にいつもいつも言っていると，

やってって。で，その後，最初に大学で教え始

先生たちは理念を持つようになるんですか？現

めた頃も，やはり，なんか自分の意識としてと

場でやってみるっていうことが推奨されてるっ

りあえず今学期はこれが終われば，みたいな…。
舘岡：これ，は何ですか？

ていうことですよね。

ベルマンス：これ，は，シラバスとか教科書とか，
第 1 課から第 10 課までとかです。これが終われ
7

4 年間の CEFR B1 言語活動・能力を考えるプロジェ

クト活動報告書（B1 project team，2010）はルーヴェン・
カトリック大学のサイトから閲覧可能。
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ば試験を作って，学生が答えてくれたら OK，っ

その後は，今はもう市販の教科書を使わずに櫻

ていう意識を持っていて，そのように何年間か

井さんや他の同僚と一緒に自分たちで教科書を

は教えていたんです。で，B1 プロジェクトが

作ってるんです。そこでもやっぱりスタートポ

始まった時に参加させてもらって，そこで初め

イントは，いつも，じゃあ学生はどういう時に

て CEFR のことがわかってきて。この CEFR に

これを必要とするか。例えば 2 年生のレベルは

ついてのいろんな勉強のおかげで，やっぱり今

B1 ですけど，そういう学生は，じゃあこれから，

までのやり方では何にもならないと気づきまし

どういうテーマについてどういう…そこで具体

た。あの時思ったのは，私が今やったことは，

例を出すと，将来日本に行くんですよね，きっ

例えば第 1 課から第 10 課までをきっちり教える

と。だからそこで，日本で生活するためにどう

のは，それは，学生が卒業したら何ももう残ら

いうものが必要か。例えば，ビザの申請，じゃ

ないんじゃないかなっていう疑問でした。自分

あ法務省のサイト見てみましょうとか。ほんと

も学生時代に授業で何やったか，覚えてないこ

に学生が何を必要とするかというところからス

とが多いんです。だからそういうやり方じゃな

タートしてします。

くて，その学生の 1 年間とか今学期だけを考え
て教えるんじゃなくて，私が今ここで教えてい

5．2．CEFR の行動中心の目標と既存のシラバス・

ることが，この学生の人生の中で，どういうふ

教科書への捉え方

うに役に立つか，
どういうふうに 10 年後 20 年後
に思い出してくれるか。それが大切だというふ

舘岡：行動中心っていう。

うに考えが変わったんです。なんか教えること

櫻井：はい，そうです。私たちが作っている教科書

がまあ前より複雑にはなったんですけど。簡単

は，前期はベルギー場面なんです。だから教科

ですよね，教科書，これだけ教えるのは。

書は，後でお連れしてもいいですけど，ルーヴェ

舘岡：そうですね。それで 1 年〜 2 年やったら，カ

ンのビアカフェで，日本人の留学生とルーヴェ
ンの学生が出会って，実際にメニューにあるベ

バーできるから。
ベルマンス：だからわりと，教師の負担が低いとは

ルギー料理を説明してあげる，っていうような

思うんですよ。でも，
別の考え方から，
さっき長

活動から始まります。

瀬さんも言ってたように，私たちは学生のコー

舘岡：日本人に何か教えるとか案内するとか。

チングをしています。今の私たちが学生と会う

櫻井：はい。ほんとに学生が，ここにいて，どんな

時間って短いじゃないですか。その間に何がで

ところで日本人と知り合ったり話したりするか

きるか。教えた文法が，もちろん大学では CLT

という現実にあり得ることに焦点を当てて課題

とは違って文法を教えてるんですけど，
「て形」

を作りました。日本語の教科書の多くは日本に

がわかるだけじゃなくて，じゃあ何のためにこ

行ったところから始まって，日本場面で進みま

の「て形」がこれから使えるのかとか，
やっぱり

すね。でも，こっちでやることもあるんですよ

CEFR の勉強をしてから，だいぶ自分の教え方

ね。

も変わったと思うんです。それを学生にも伝え

ベルマンス：あとは通訳のロールプレイとか。例え

ないといけないんですね。まあとにかく自分の

ばひとつの例ですけど，まあベルギーでよくあ

意識が変わったのは大きいと思うんです。で，

るんですが，ストライキで電車が動かない。で
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も，駅員の言うことが日本人観光客があんまり

肉じゃがを作るっていう会話をベルマンスさん

理解できてなくて，そこで，そばにいた学生が

の話す授業でして，その後の私の作文のコマで

じゃあ通訳をしてあげようとする。

メールを書くようになっています。その作文の

櫻井：それから，作文にしても，私が前にしていた

課題は，「そのパーティーで中心になって企画

作文の授業は，
「机の上に本があります」をやっ

した人が，その日に風邪で休んでしまった。だ

たから，
「じゃあそれであなたの部屋について

からその人にメールを書きましょう」というも

書いてください」って。

ので，イメージ化できる場面を提示して，自分

舘岡：よくありますね。

がその人の立場だったら何が知りたいか，どん

櫻井：一体誰のために何のためにやるんだ，って

なことばをかけてもらいたいか，どんな文体で

思って。

書くのがいいか，などをみんなで考えてから書

金：どちらかと言えば，教える側の先生を中心にし

くと，より現実的で学生の顔が見える作文にな

た提示の仕方だったわけですね。

るように思います。

櫻井：で，今やっているのは，自分の家はちょっと

舘岡：やっぱり，ほんとの場面が想定できると違う

大きいからシェアしてくれる人を探すとか。

のかなーと思いますね。

舘岡：あー自分の問題ですね。

6．複言語複文化の教育

櫻井：それから，
「あなたは日本でホームステイす
るから，その人に自己紹介文を書きましょう」

6．1．CEFR の理念とその背景にある文脈

という場面の課題で，
「私の家族は兄弟が 8 人い
て，実はお母さんが 2 回離婚してるので。あの，

長 瀬：1 つ の 理 念 と し て 忘 れ て は い け な い の は，

連れ子は日本語で何て言うんですか」と質問し
てきたり，「私は部屋に引きこもってビデオを

CEFR ができたのは，ヨーロッパ共同体という

見ているのが好きです」と書いてきたりするん

地域で，今，諸国でしたっけ，31 諸国の，25 諸国

ですけど，
「それ自己紹介かなあ」っていう質問

が共同体。CEFR が出来た時期，1990 年は，まだ

からから，
「じゃあ読む人は？」と。

EU 共同体は 15 か国の時で，一応西ヨーロッパ

舘岡：読み手がいないですよね。

の諸国の共同体でした。そのお互いの国々の文

櫻井：はい，
「今からホームステイに来る人が部屋か

化を尊敬しながら外国語を勉強しましょう，と

ら出ないで引きこもってるって書いたら，来て

いうのが基本理念の一つでした。それも外国語

ほしい？」とか，あるいは「連れ子の説明とかっ

を教える時に，横柄な立場で，
「これが○○語で

て必要かなぁ」，とか話しながら，読み手を自

すよ。」ではなくて，逆の立場で各言語っていう

分の作文の関与者として考えながら書き直して

のはそれぞれ難しさっていうのはあるわけじゃ

もらいます。たぶん日常生活で日本語以外で書

ないですか，文法にしろ。語彙にしろ。それを，

いているときは，そのことを意識しているはず

「○○語はこれだけ母語と違うんだよ」っていう

なんですよね。それから，メールを書く課題な

のを強調するんではなくて，逆にこれだけ似て

んですが，今，ベルマンスさんと作っている教

るんですよ。これだけ英語と似ててフランス語

科書は物語が一応つながっていて，ルーヴェン

ともちょっと連携があるんですよって。そうい

にあるパンガヤっていう学生の集会所で一緒に

う共通点を探しながら教えていくのが CEFR の
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理念の一つでもあると思うんですね。上に立っ

言語と言語の間，っていうのが，複数ある。その

て，○○語ということばはこうだ，じゃなくて。

ことをまず認めるっていうこと，っていうのは

舘岡：身近な

よく伝わったと思いますし，だからこそ相手と

長瀬：身近な，うん，立場からことばを勉強していき

の共通点とかどの辺に距離があるのかっていう

ましょうって。お互いの文化をもっと理解して

ところがあると思いますが，もう一つは，CEFR

いきましょうよ，っていうのも理念のひとつだ

では，個人の中の複言語複文化性っていうのも

と思います。先ほどのイタリア語の先生と日本

大事にしていると理解しているんですが，その

語の先生がどうやって協力して働けるのか，っ

辺についてはどうでしょうか。例えば CEFR の

ていう話でしたが結局，お互いの文化を尊敬し

理念を日本語教育で実現されようとして，B1

合っているし，ことばが違ってても，お互いの

プロジェクトや，一連のご研究，実践の中で試

ことばの難しさっていうのはそれぞれあるんで

みてこられたと思いますが，先生方のそれまで

すよ。CEFR のお陰で，共通のレベルやレベル

の教育の方法から，複言語複文化という理念の

で教えていくテーマが決まっているからそこか

もとでの教育に置き換えて考え直す中で，最も

ら発する会話っていうのもどの言語でも大体同

大きく変わったところっていうのはどこなんで

じなんですよ。だから，内容を考えるのはもち

しょうか。一緒に働く教員同士が一つの理念を

ろん初めての先生としては CEFR を見ながら

共有することは実は簡単ではないように思いま

カリキュラムを考えたり教材を作ったりするの

すが。というのは，私は，日本の文脈で，CEFR

は確かに難しいんですけど，CEFR をどんどん

の複文化複言語能力という概念に触れた時に，

読んで理解していけば，市販の教科書からどん

自分の中ではすごくしっくりくるものがあった

どん離れて，生徒たちの毎日の生活の中で何が

のを覚えています。それは自分が日本語のノン

必要で，どんな生活をしているのかからスター

ネイティブだからかもしれません。しかし，そ

トできます。言語というのはお互いの意見，考

れを現場で他の教師と共有することはそれほど

えを伝える道具なので，その道具を与えてあげ

容易ではなかったんです。

るのが CEFR の理念なんだと思いますね。だか

櫻井：私が大きく変わった点は，まずカリキュラム

らそこを通り過ごして形にばっかり集中してし

やコースプランを作る時に，目的が変わったこ

まうと，自分の言いたいことが言えません。お

とだと思いますね。前は，コミュニカティブア

互いの文化を尊敬し合いながら教えていくのが

プローチだったので文型があってそれを使う方

まず，スタート地点なんです。日本語の場合も

法を考えていたのが，むしろ学生がやりたいこ

もっと謙虚な立場になって，相手の国ではどう

とがあってその実現に必要な文型が何かってい

なのかから出発するってことになります。

う方向になりました。そこがまず大きく変わっ
たことです。
金：そのように大きく変わった背景には，先ほどの

6．2．複言語複文化の教育と教師の立ち位置

お話の中にあった，それぞれが複数の言語や文
金：個人的には先ほどの複言語複文化のあたりから

化を持ち合わせているというのがあるのでしょ

すごく，聞きたいことが山ほど出てきたんです

うか。社会にいろんな言語をもつ人たちが一緒

けども，面白いと思ったのは，ことばとことば，

にいる中で日本語を位置づけられたところが，
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教育者として発想の転換をせざるを得なかった

うか。やっぱり複文化って個人的なものなの

ところもあるのかな，と想像するんですけれど

で，アイデンティティにすごく深く関わってく

も，それって教育の場面ではどう関わってくる

る部分だろうと思うんですね。
舘岡：なんかそこがいつもね，日本語を教えてい

のでしょうか。
櫻井：あのう，教育について思っていることなんで

て，ひっかかりっていうか，ジレンマっていう

すが，個人が日本語を複言語複文化能力の中に

か。なんか，せっかく学んでるんだから通り過

取り入れる，っていうところに教師は関われな

ぎるものではなくて自分のものとしてほしいみ

いのではないかなと思っています。それは学習

たいなところ。でも，内在化するのはもちろん

者が決めることで，私たちはそうなるかもしれ

学生自身だから，そのチャンスとしていろいろ

ない機会を与えるけれど，学習者の複言語複文

与えて，選択肢の中から選択して自分の人生を

化能力をつくることはできないのではないかと

作っていくのは学生ですよね。その辺のジレン

…で，文化を取り入れるという言い方がいいか

マが複文化という考え方を持ったからこそ，逆

どうかはわからないですけど，それには，やっ

説的っていうか。日本語教師始めたばかりの頃

ぱり段階があるのではないかと思います。ま

は，日本語教師なんだから日本語を教える。ま

8

ず，
間文化性 があります。文化的な他者性を体

あ押し付けるかもしれないけど教える。だから

験できる能力で，異文化を認める能力です。そ

習う。っていう単純なものだったのが，さっき

の次が，複文化性で，その異文化を内在化して，

金さんがおっしゃったことと重なるのかどうか

自分の複文化能力の部分的能力の一つに組み入

わからないんだけれども，いくつかの言語の中

れていくという。なので，内在化するかどうか

の一つなんだし，それから部分的でももちろん

は，学習者次第だっていうところがあるのかな

構わないから，自分がそういう環境をたまたま

というのを感じています。

そういう授業という中で作って…。それを内在

金：その内在化するプロセスに，教育が関与するか

化する，しない，それからどのぐらいのレベル

どうかっていうところもすごく気になるんです

で内在化するかは学生次第，となってきたとき

けども。

に，なんかもう，基本的にモノリンガルである

櫻井：内在化に関して，教育が関与するかどうか。

私が，複言語のひとつとして日本語を教えてい

金：どういう形で介入あるいは促すかが，含まれる

るっていうことに，なんかひっかかりを覚える
ようになって…。教えるってことへのひっかか

かどうかっていうところですかね。
櫻井：なんか，でも，間文化性，要するに相手の文

りでしょうか。
長瀬：でも，なんとなく言いたいことがわからない

化を知り，尊重し，理解するっていうところま
では教育は関与すると思うんですけど，それを

でもないけど，結局はその，内在化するかは，

内在化するかどうかは…

開けてみないとわからないかな。

金：ああ，内在化するかどうかは本人が行うこと。

金：はい。まあ，最終的にはそうだと思いますし，

櫻井：だと思います。学習者にとって必要なのかど

長瀬：どれだけそれが仕事で，とか社交場面で必要
なのかによって…。

8

金：自分で選択をすることだとは思います。

間文化性については，Byram（2009，pp. 6-7）を参照

長瀬：変わるわけじゃない？

されたい。
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櫻井：あと，内在度も多分一定じゃない。

た教職課程のコースでは，まず教案フォームを

金：そうだと思います。個人の中でも流動的だし，

変更しました。これは，金さんがおっしゃった

関係によっても流動的なものだということをま

足場かけになるかもしれません。例えば，この

ず認めるということですね。関連して，先ほど

授業活動は，CEFR のどの記述文に当たるかと

櫻井さんが教職課程で，複言語複文化の理念に

か，行動中心アプローチの考え方に沿うとどう

基づいたシラバスやカリキュラムを考えるとし

図式化できるかとか。あの，この教育理念が，

たら，っていうような前提があったので，とて

日本では，入管法や告示校の基準として用いら

も興味を持ったんですけれども。例えば，目標

れている印象があるのですが。
舘岡：レファレンスじゃなくてスタンダードとして

が明確で明示的なものに関しては，文法とかク
イズがあってすぐ終わり，っていうようなのと

使われてしまうということ…？。

同じで，何をしなければいけないか，っていう

金：スタンダードになるのであれば，残念ですね。

のが明確であれば，構造化しやすいのかなと思

長瀬：そこが忘れがちなんですよね。

います。一方，
ある文脈では想像しやすいもの，

金：言語能力の判断基準に用いるという意味ではわ

例えばバイリンガルとかマルチカルチュラルと

かりやすいのだろうと思います。

かの文脈では，わりと想像しやすく概念化もし

舘岡：言語能力の判断基準になれば，そこを目指し

やすいのではないかと思うんです。自分に置き

てそういうタスクを作っていきましょう，って

換えて言えば，韓国の教育の中で複数の言語を

いうことになりますね。さっきベルマンスさん

学んでくる中で，制度的な動機と社会的な反感

が B1 プロジェクトに参加する前は第 1 課これ

の中で葛藤した経験があります。さらに，日本

やってクイズやって，はいおしまい。で，学生

で 20 年ほど生きる中で自分の中に日本語が位

自身もそういうものだと思っていたと思う，っ

置づき，自分の中を占める言語の割合や日本語

ておっしゃっていた…それと同じになってしま

を使う者としての自分のアイデンティティを自

いますね。

分で決めていくという経験をしています。この
経験は私が日本語教育を行う際の教育理念に影

6．3．CEFR に基づく実践と学習者・教師の意識の

響を与えていると思っているんです。一方，例

変容

えばそういった言語学習の経験のない若い日本
人の日本語教師で，これから日本語を武器にし

櫻 井： 最 初 に 2 年 生 用 に，CEFR B1 の 教 科 書 を

て日本語を教えることになった時には，今のよ

作った時には，学生はなんか 1 年生の時の教科

うな理念や価値を共有するのは難しく，そこに

書と違う，って。

は何らかの足場が必要になってくるんじゃない

ベルマンス：たしかに。でもやっぱり学生って目的

かと思うんですね。その辺に興味があるんです

がはっきりすると納得するから，そこがすごく

けれども。

大切だと思います。前は目的は日本語の勉強。

櫻井：そうですね。まず，教育の理念とは何か，教

なんかその，文法なら受身形とか…

育実習にどうかかわるのかを共有するのに時間

舘岡：教科書にあるもの

がかかりましたし，学生によって腑に落ちるま

ベルマンス：そう。教科書にあるものとか，日本語

での時間と度合いも違っていました。私が行っ

を勉強するのは目的。
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舘岡：でも，B1 プロジェクトでやったあとは？

ルの言語活動に必要な文法事項を入れていきま

ベルマンス：日本語を使って何ができるか。目的は

した。でも，結局，それだけじゃ上のレベルに

日本語の勉強のための勉強じゃなくて，その勉

上がるのには足りないので，そこに入らないも

強は何のために使えるか，ってこと。

のは文法の先生が分けて入れてってくださって

金：その目的にたどり着く道は何通りもあるってい

いる。
舘岡：じゃわりと活動のほうのシラバスが先にでき

うことですね。
ベルマンス：そこを学生に説明すれば，学生がそれ

ていて…？
櫻井：はい，2 年生のは活動の目的から作られてい

を納得できれば，やっぱ学生も勉強が楽しくな
るし。

ます。

櫻井：そうですね。でも，
「できること」をどう評価

7．教師の言語教育観と CEFR

するのかということになると，難しいなと思い
ます。CEFR には 5 章に言語能力が記述されて

「何を」，「どこまで」教えるかから，「なぜ」，
7．1．

います。間違ってても，通じればいいというこ

「何のために」教えるかの問いへ

とを目指しているわけではない。知識と言語活
動は両輪なので，
「はい」って手渡していい場面
と，
「はい，お願いします」って言わなくてはい

舘岡：あの，先生個人，一人ひとりがこれを目指すっ

けない場面があり，さらに，職業の領域であれ

ていうのはそれぞれ違うと思うんですね。そう

ば，
文法の間違いが許されない場面もあります。

いうのと CEFR は影響してますか。

そこには言語的，社会的言語的，文化的知識な

櫻井：先生個人としてのビリーフとか？

どが必要で，レベルと深く関係しています。

舘岡：ええ，例えばベルマンスさんは，そのプロジェ

長瀬：初級から中級，上級になれば，その評価が難

クトに参加する前は，やっぱり学生っていうの

しくなりますね。初級レベルですと暗記したフ

は，教科書習わなくちゃ，初級なら初級の教科

レーズや表現を再産出するのに一生懸命ですか

書を習って覚える，それが日本語を教えるとい

ら，
まだ「流暢さ」というのをあまり評価しませ

うことだ，っていうような何か理念みたいなも

んが，上に上がれば上がるほどこの流暢さが大

のがあったんでしょうか。それとも，あんまり

切な評価の項目になります。今まで習ってきた

そういうことは考えてなかったんですか？

表現をいくら完璧に言えたからといっても動詞

ベルマンス：最初の頃は，そこまで考えてなかった

の「て形」が間違っていたら不合格ですね。

と思います。最初に教え始めた頃は，とにかく

櫻井：私たちは文法もしっかり教えているのは，

教科書の項目がクリアできれば，自分も教師と

CEFR だからこそとも言えると思います。知識

して十分っていうかなんていうか，よしでき

というカード，引き出し，が学生の言語活動を

たって思っていました。

引っ張っているというか，支えているという

舘岡：達成感。

か…。

ベルマンス：で，それが CEFR を授業に取り入れて

舘岡：その知識のほうと活動のほうはどういう関係

から，新しい教科書を作る時とか，私ができた，

になってるんですか。

ということには意味がない。私が教えることが

櫻井：教科書にはモジュールがあって，各モジュー

できた，っていうのは全く意味がないって。だ
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からその，自分の満足感とか達成感とかより，

を考えてないわけではないけれども，無自覚な

自分が，学生の人生の中でどれぐらいサポート

ことも多いみたいなんですね。例えば，いつも

できたかが大切だと思うようになりました。

例で出すのは，残り時間が 10 分になった，時計

舘岡：でも教え始めのころは，その学生が，ってい

見て「あ，時間ない。」で，今日用意してたのが

うところまでなかなかいかないですよね。

最後に 3 つ残ってあと 10 分しかない。3 つ全部

ベルマンス：前は，教え始めたころは，自分が学生

はやれない。じゃあどれやるか，って言った時

のことまで考える余裕がなくて，最初はとにか

に，なんか一瞬のうちに即興でどれやるか考え

くこれを教えないといけないとかで精一杯でし

てるんですよね。その考えている時に，おそら

た。前はなんか自分に焦点を当ててたっていう

く支えになっているのはその人の言語教育観だ

か。で，
今はもうちょっとこう，
やっぱ学生。自

と思うんですね。その時に，あ，学生が将来こ

分がどういうふうに学生にサポートできるかっ

れを使うのか，どんな場面でどういう時に使う

てこと。

のかっていうことなのか，同じテストを各クラ

舘岡：自分のその，考えている教育の，日本語教育

スやるから，自分のクラスはそのための練習の

の理念っていうのと CEFR は重なってるってこ

これをやらないとテストの点悪くなるんじゃな

とですか。

いかとか，いろんなものが一瞬のうちに頭の中

ベルマンス：重なってると思います。はい。学生も

でカシャカシャッとなって即座に判断してる。

なんというか，ただ，今これを勉強している 2

だから，それを支えているものがないわけじゃ

年生じゃなくて。

ないけど，あんまりいちいち自分に意識的に聞

舘岡：ながーい人生の今だけここに。

いてないかもしれないですね。それが自覚的に

ベルマンス：長い人生の中で今これをやっている

「なぜこれをするのか」って考えている時点でも

人。でそれを私たちどういうふうに，手伝える

う，ある程度教育観が明確になってきているっ

かっていう。

ていうことですよね。
櫻井：わたしが CEFR との付き合いが長くなった

舘岡：やっぱり CEFR の影響は大きいですね。
櫻井：さっき言い忘れてたんですけど，教育者とし

きっかけなんですが，自分は何のために日本語

て変わったのは，
何かやる時に「なんで？」って

を教えているんだろうっていう問いが自分の中

自分に問いかけるようになって。
「どうして？

にあったんですね。学生の日本語能力の向上は

えっ？時間が余っちゃうからこれやるの？学生

前提とした上で，何のために教えているか。教

の言語活動にどんな意味があるの？」などと自

室に，ベルギーという多文化社会の中で，多文化

分に聞いてみたりして。

社会がゆえに自分のアイデンティティに悩んで

舘岡：なぜやるか。

いる学生がいて，その学生たちが今，目の前で

櫻井：なぜこの練習をしようとしているのか。ある

日本語を学んでいる。その時に日本語の授業で

いはなぜここで翻訳させるのか，なぜここでペ

何かできないか，もやもやしてことばにできな

アワークさせるのか。それを問いかけて自分で

いものがあって。そんな時，CEFR を読んでい

自分を，困らせる。

て，6 章の複言語・複文化能力とアイデンティ

舘岡：そこって私も現職者の教員研修でいつも言う

ティに関する記述を見つけました。ああ，こう

ことなんです。先生たちは「なぜ」
っていうこと

いうふうに言語化されているんだ，ってストン
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ていうことですか。

と納得できて，
じゃあ複言語能力，
複文化能力っ
ていったい何なんだろう，それを育成するって

櫻井：はい，そうだと思います。何の理念でもいい

何なんだろうって。そうやって進んで行ったっ

と思うんですけど，自分に理念が持てたら，自

ていう過程がありますね。人によって違うと思

分に問いかけて答えるっていうことができる

うんですけれども。

し，仲間に問いかけることもできると思うんで
す。でも，その理念も難しいですよね，一つの

7．2．教師のキャリアと「なぜ」，「何のために」へ

考えに凝り固まってしまうと。

の問い

舘岡：そうですね。
櫻井：いろいろな理念を知っておくべきなんだろう

金：櫻井さんが自分に問いかけるようになった，あ

なあと。

る一定の観点から，っておっしゃったんですけ

舘岡：だからそういう意味で，先生たちがそんなこ

ど，これって，櫻井さんの教師経験の時間軸で

とを共通に話し合えるコミュニティがあるとい

言えば，どの辺に当たるんですか。例えば 10

いだろうなあと思うんですね。教師会は今の文

年ぐらい教えてなのか，その時間的な感覚って

脈の中ではどういう活動ですか？
櫻井：ヨーロッパには教師会が多くあります。一人

ちょっと伺いたいんですが。
櫻井：時期はわからないんですけど，舘岡さんが

ひとりが，教えている機関や立場と関係なく，

おっしゃったように，意識的に問いかけて意識

いち日本語教師としてそういうことを話し合え

的に答えられるっていうのは答えが見つけ出せ

る場じゃないかな，って私は思いますけど。
舘岡：例えばベルギー教師会とかだったらどういう

るからですよね。なぜ，っていう答え。それは

ことがテーマになるんですか。

理念がないと見つけ出されないっておっしゃっ
たのがその通りで，やっぱり私は CEFR を理解

櫻井：教師会 20 周年の時に第 100 回勉強会をしてそ

するようになってから自分に問いかけて，まあ

の際に教師会のテーマの傾向を時期的にまとめ

いいか，じゃなくて，ちょっと深く考えるよう

たんです。2010 年あたりは結構 CEFR のこと

になって…。

を…。

舘岡：CEFR が言語化する助けになっているってこ

ベルマンス：結構多かったんですよね。
櫻井：はい，一時的に多くて，今は CEFR について

とですか。
櫻井：はい，CEFR を通して自分の実践を振り返る

語るっていうことはもうあんまりなく，

ためのことばや同僚と話をする時の共通言語を

金：もう安定しているということですか。

持てたと思います。例えば，ベルマンスさんや

櫻井：むしろそこが前提みたいな感じで，教え方に

長瀬さんと話をしているときに，
「課題」ってい

ついての話を伺ったりしています。CEFR をも

うと，宿題じゃなくて，社会で達成しなくては

う説明しなくても，共通の認識としてあるって

いけない課題だとみんな思って話しています。

いうふうになってきているっていう感じがしま

金：っていうことは，それぞれの先生方の中にある，
教えるっていう共通に関わるものとしての時間
軸はそれぞれ違っても，共通の軸や理念の共通
項があればその辺のほぐしとかが可能になるっ
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8．CEFR におけるレベルと活動

る，っていうのは具体的にどういう頭のプロセ
スになるんですか？
櫻井：まず，ある活動の各レベルでできることでイ

8．1．CEFR の理念と共有が教授活動の柔軟性をも
たらす

メージ化します。例えば，口頭の産出なら，B1
では，直線的な会話やモノローグ，理由説明が

舘岡：前提が共有されているってことですね。日本

できて，日常的な問題解決ができる。で，B2 に

の文脈でいえば，ある人が例えば，初級の漢字

なると，さらに反証も含まれ専門性が加わる。

の教え方の講演を聞くときに，
「いや，私今初級

A2 だと，日常的に話せるがテキストの塊はそ

を教えてないし」とか，
「漢字を教えてないし」

んなに長くなく，聞き手の手助けも大切という

みたいなことになっちゃったり，それから，
「私

ような。その上で，例えば，ピア・リーディン

の学生非漢字圏じゃなくて漢字圏の学生ばっか

グだと，その読む活動能力と領域や文脈によっ

りだから，それいらないかな」とか。そういう

て，読むテキストが変わってくるでしょうし，

ことがよくあるように思います。例えば私がピ

ピア・レスポンスなら，誰に，どこで，いつな

ア・ラーニングの話をするとき，自分の事例を

どの書く場面がかわってくるでしょうし。何の

見せながら紹介するんですけど，今教えている

ためにという目的も変わるのではないでしょう

のは中級なので中級の事例が多いんですね。そ

か。

うすると，初級担当の先生は「あ，ピア・ラー

舘岡：文脈化の仕方が変わるっていうことですか？

ニングは中級はできるけど初級はできないんで

櫻井：はい，文脈化をして，活動が変わる。枠，つ

すね」とか。ピア・ラーニングとかも考えを問

まりやり方は変わらない。中身が変わる。

題提起として出したいのであって，そのタスク

金：ってことは，そのレベルでできることの共通の

をそのままほかの教室でやってほしいと言って

理解がある程度あるっていうことで，それを軸

ないですよね。だけどそれが，この教室でやれ

にしながら，このくらいできるようになった時

るタスク例を出さないと使えないというふうに

に，この方法を取り入れるにはどうすればいい

なっちゃうこともけっこうあって…。

かを考える，ということでしょうか。
櫻井：どのあたりでも取り入れられるんですけど。

長瀬：それもなんか日本語教師の専門性の一つです

課題の難しさがレベルによって違ってきます。

ね。
舘岡：そうなんですよね。

プレゼンテーションという活動も中級以上と考

長瀬：逆に，ヨーロッパで日本語教師をやってる人

えられるかもしれませんが，CEFR は違う。

はすごくフレキシブルに考えられると思うんで

金：どの段階でも。

すよ，CEFR のおかげで。どのレベルになって

舘岡：初級のプレゼンテーションもあるし。

も，ピア・ラーニング，あ，一見，中級の事例

櫻井：自己紹介も初級から上級までありますよね。

をとっても，じゃあ初級に作り直したらどうい

プレゼンテーションも A1 では決まり文句しか

うふうに作り直せるかな，と考えます。

できないかもしれないけど，A2 からはできま

舘岡：そこもうちょっと詳しく教えてください。そ

す。C1 になればもっと高度になるでしょうし。

れはどういうふうに，
例えば，
中級の事例を言っ

ところで，C2 は，外国語として学べないレベル

た時に，CEFR と照らして，初級ならこう作れ

という認識があるんです。だから，CLT も C1
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9．おわりに

までなんですね。あの A1 から C2 までのグリッ
ドは学習者じゃなくて言語使用者のものと考え

9．1．日本語教師の専門性を再度考える：理念の共

ていて，その辺りからの認識も違うんですね。
舘岡：そこですね。言語使用者の行動例と学習者の

有・「場」をつくる・共有

レベルとがごっちゃになっている。
櫻井：あと私が気になるのは，4 技能じゃなくて，

舘岡：異なった文脈におかれた日本語教師 5 名がい

活動で考えているということです。CEFR は受

ろいろ迷走しながらも「日本語教師の専門性」

容・産出・相互作用と仲介活動を筆記と口頭に

について考えようということで座談会を行って

分けて分類していて，グリッドは言語使用者の

きましたが…。

活動の例示なんですよね，こういうことができ

金：やっと話が始まったって感じですけど。

るという。

舘岡：そうですね。ベルギーでの日本語教育の話を

金：確かに，2018 年の CEFR Companion volume の

うかがって，やはり CEFR によって教師たちが

中のネイティブという文言が全部消えましたよ

ある方向性をゆるやかであれ共有しているとい

9

ね 。それを見て今か，と思ったんですけど。個

うことが大きいなと感じました。まあ，そうな

人的にはすごくすっきりしたんです。

るにはそれなりの背景があったのでしょうけれ

櫻 井： あ あ， そ う で す ね。speakers of target lan-

ど。
長瀬：CEFR は基本的には何ていうかな，言語の学

guages となっています。
金：でもなんか，あれを読んだ時に，私は最初に

習っていうのはひとつの場面であって，どっち

CEFR と出会ったのは，国際交流基金の JF スタ

かっていうと人間の成長を目指して，EU で働

ンダートの開発の過程で勉強させていただいた

いて生活して行って，EU 諸国を引っ越しなが

ときです。日本語のノンネイティブとして，目

ら働いて生活して，EU 市民を育てましょうと

から鱗だったのは，
「あ，この考えなら，ノンネ

いう理念からできたものなんですよね。

イティブの私でもアプローチできるかもしれな

舘岡：政治がなんかこう，自分から離れた大きいこ

い」と思ったところなんです。要は，
ある特定の

とじゃなくて，個人と繋がっているっていうこ

言語知識がないとその言語を教える活動に参加

とを実感しますね。

できないっていう構造から，ある共通の枠組み

金：今のお話から，日本語教師，あるいは日本語教

があれば，どういう背景でもそこに入れるかも

育に携わっている人をもし一つの，暫定的な集

しれないって思ったのです。直観的に理解でき

団，グループだとしたら，その声を明確にして

たところがあったからなんですね。ただ，Can-

いくことには価値がある，っていうふうに思い

do の記述に「ネイティブスピーカー」がずっと

ました。
櫻井：明確にする，ということは統一することと繋

出てくるから，結局はネイティブスピーカーな

がりますか？

のかと思う所もありました。

金：いえ，統一まではされないと思いますけれども，
日本語教育の社会における価値を共有する努力
9

をする，というのは一つなのかなと思います。

CEFR の新しい記述については，Council of Europe

櫻井：または役割。

（2018）を参照されたい。
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櫻井：役割というものを共有していく。様々な役割

ベルマンス：今日の座談会は，いろいろな先生の興

があっていい。一人ひとりが考える役割があっ

味深いお話を聞くことができて，非常に勉強に

ていいけど，私が思う役割はこう，あなたが思

なりました。私は，日本語を教え始めて 10 年に

う役割はこう。

なりますが，教師としての勉強はいつまでも続

金：それを共有するっていうことですね。

くと思います。これからも CEFR をガイドライ

櫻井：共有して，そして深化させていく。自分の中

ンとして授業を計画していこうと思います。
金：私は，今回ヨーロッパの文脈で CEFR と向き

で内省していくっていうことは非常に重要じゃ
ないかなと思っています。

合ってこられた皆さんとお話させていただいた

金：そういう意味で専門性に繋がる話かもしれませ

ことで，自分の CEFR との出会いや複言語複文

ん。

化能力の捉え方について再度振り返る機会とな

舘岡：ああ，なるほど。その価値の共有っていうの

りました。日本の社会において，日本語（または

は，言語教育が何を目指すかという理念みたい

ある言語）がどのように使われるか，日本語（そ

なものでしょうか。日本語教師たちがそれをゆ

の言語）を学ぶことがどんな意味を持つかを考

るやかに共有して社会にも発信していくという

えること，さらにはそれを共有することは，教

ことでしょうか。最後にみなさん，ひとことず

師のキャリアのどの段階においても日本語教師

つお願いします。

の専門性を構築する上で大切な活動であると強

櫻井：今日は，日本語教師の専門性について先生方

く思いました。

と意見交換ができ，考えを共有できて大変有意

舘岡：日本語教師の専門性という大きなテーマでは

義でした。ありがとうございました。私にとっ

あったのですが，ヨーロッパにおける CEFR の

て今日の座談会のキーワードは「場」でした。学

お話をうかがうことで，どんな理念をもって実

習者が社会参加する場を考える，学習者を授業

践をするのか，どんな社会を創ろうとしている

に巻き込む場を作る，教師が共通の言語を持つ

のか，そのこととことばの教育が強く結びつい

場を作る，教師として様々なカードとそれを入

ていることを考えさせられました。やはり専門

れる引き出し，
つまり場を作っていく。そして，

性を語るにはことばの教育をする者としての理

そのさまざまな場の可能性を持っていることが

念が重要であり，それを学習者にはもちろんの

教師の専門性で，その場を作る基盤にあるのが
理念なのではないかと思いました。
長瀬：ベルギーで日本語を教えている教師として常
に CEFR を念頭に教えていかなければならない
ことは外から見たら大変かも知れませんが，私
は逆に楽になりました。初級や中級で何ができ
ないといけないのか，Can-do がはっきりして
いるから柔軟に対応できます。それに知識だけ
を蓄えるのではなくストラテジーなども身に付
くから学校を離れてもずっと適用できるわけで

座談会の参加者 5 人の写真（左から，舘岡洋子，長瀬智子，ク

す。それが教育の目的でもあるかと思います。

ララ・ベルマンス，金孝卿，櫻井直子）大学近くのカフェで
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こと，社会にももっと発信していかなければい

teaching, assessment (Companion volume with

けないと思いました。みなさん，どうもありが

new descriptors). https://rm.coe.int/cefr-com-

とうございました。

panion-volume-with-new-descriptors- 2018 /
1680787989

文献

Kolb, D. ( 1984 ) . Experiential learning: Experience

櫻井直子（2010）．言語教育機関における CEFR 文脈

as the source of learning and development.

化の意義 ― ベルギー成人教育機関での実践

Prentice-Hall.

例からの考察．細川英雄，西山教行（編）『複
言語・複文化主義とは何か ― ヨーロッパの
理念・状況から日本における受容・文脈化へ』
（pp. 65-78）くろしお出版．
櫻井直子（2017）
．日本語教育実習生は行動中心ア
プローチをどう理解したか ― 教育観を育成
する理論コースの実践『フランス日本語教育
第 16 回シンポジウム報告・発表論文集』（pp.
163-172）
．
舘岡洋子（2019）
．
「日本語教師の専門性」を考える
― 「専門性の三位一体モデル」の提案と活
用『早稲田日本語教育学』26，167-177．http://

hdl.handle.net/2065/00062888
義永美央子，嶋津百代，櫻井千穂（編）
（2019）．
『こ
とばで社会をつなぐ仕事 ― 日本語教育者の
キャリア・ガイド』凡人社．

B 1 project team. ( 2010 ) . Project on Language
Activities and Competences of the CEFR B1
Level. Japanese studies, KU Leuven, faculty
of Arts. http://japanologie.arts.kuleuven.be/
en/research/project-language-activities-andcompetences-cefr-b1-level
Byram, M. (2009). Multicultural societies, pluricultural
people and the project of intercultural education. Council of Europe. https://rm.coe.int/
multicultural-societies-pluricultural-peopleand-the-project-of-interc/16805a223c
Council of Europe. (2018). Common European framework of reference for languages: Learning,
201

vol. 18 (2020) pp. 182 - 202

http://alce.jp/journal/

ISSN：2188-9600

Forum

Expertise of Japanese language teachers
With CEFR in mind
TATEOKA, Yoko*

SAKURAI, Naoko

Waseda University,

KU Leuven,

Tokyo, Japan

Belgium

NAGASE, Tomoko

Klara BELMANS

KIM, Hyogyung

Centrum voor Levende Talen,

KU Leuven,

Waseda University

Leuven, Belgium

Belgium

Tokyo, Japan

Abstract
On September 3, 2019, when autumn had already begun in Belgium, five Japanese language teachers from different first languages and institutions met at the University of
Leuven in Belgium to discuss each other's work and the professionalism of Japanese
language teachers. They talked about the CEFR, which has become a common understanding of language education in Belgium, the differences between the Japanese and
Belgian contexts and as well as the ways of acknowledgement the CEFR and its practical
implementation in the classroom. In order to realize these practices, it is important for
Japanese language teachers to have various repartories of teaching as well as a philosophy
of language education. The discussion was about two and a half hours long, and this paper
is edited to fit it within the paper width.
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