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フォーラム

学習者の語りは表現方法によってどのように変わるか
書かれたものと描かれたものの比較を通して

 水戸　貴久 * 鈴木　栄 松﨑　真日
 （別府溝部学園短期大学） （東京女子大学） （福岡大学）

1．問題意識と目的

近年，心理学の分野では「ナラティブ・ターン（物

語論的転回）」から，「ビジュアル・ターン（図像的

転回）」への転換を主張する研究者が登場し，ビジュ

アル・ナラティブは研究方法として認識されるよう

になってきた（やまだ，2018）。言語教育研究および

応用言語学研究の分野においては，Pavlenko（2007）

が，ナラティブ・ターン（narrative turn）を打ち出

し，学習者の経験から書かれたストーリーや自伝を

対象として学習要因およびアイデンティティーを探

る研究が行われている。

概要

本稿では，英語・日本語・韓国語を外国語として学習する学習者が言語学習をどのよ

うに意味づけているのかを，ビジュアル・データと言葉による記述データにより取り

出し，ビジュアル・データと記述データに表現されるものは異なるのか調査した。調

査の結果，ビジュアル・データでは，抽象度が高いイメージが描かれる，自分を中心

にしたナラティブが描かれる，表情や色調により感情が表現される，一つの現象が表

現されるという特徴があるのに対し，文章によるデータでは，具体性がある，社会言

説の影響がナラティブに表れる，感情は論理的に説明される，複数の現象が表現され

るという特徴が見られた。これらの結果を元に，ビジュアル・データにはどのような

可能性があるのか考察し，学習者研究における新たな方法の提案を行った。

ビジュアル・ナラティブを用いた外国語学習に

関する研究は欧州の研究者による研究報告から始

まり，その数は増えてきている（例えば，Kalaja & 

Melo-Pfeifer，2019）が，日本においてはまだ稀少で

あると言える。その理由としては，方法論が確立さ

れていなく，研究例が少ないことが挙げられる。

外国語学習者が言語や言語学習に持つビリーフ

は，学習への考え方やモティベーションを知る上

で重要であることが挙げられる（Dörnyei & Ryan，

2015）。しかしながら，実際に学習者の心の内を知り

理解することは容易なことではない。

松﨑，ほか（2019）では，3つの異なる外国語を

学んでいる学習者が，学んでいる言語とその言語の
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を，学習者が描くイメージ画を分析し論じている。

学習者が学んでいる言語に持っている主なイメージ

としては，英語と権力，韓国語の親近感と奇異感，

日本語とポップカルチャーという言語に付随するイ

メージが読み取れたとしている。一方，外国語学習

に対する主なイメージとしては，各言語個別のもの

に，英語学習の義務感，韓国語学習の習得の容易性，

日本語学習と留学生活との関連性がイメージ画から

読み取れたと述べている。これらイメージ画の分析

から，学習者の描いた絵は，言葉による説明よりも

感性に訴えること，言葉では語りにくいネガティブ

な考えを表現することも可能であることを指摘して

いる。

他方で，イメージ画に描かれたことが理解が困難

な場合があることが分かっている。この課題を解決

するためには，複数人で分析を行い，分析の妥当性

を上げることが有効であると思われる。さらに，ビ

ジュアル・データの特徴をさらに把握するために

は，絵に表現されたものと言葉によって表現された

それが同じであるのか，または異なるのかについて

検証することも重要であると思われる。

そこで，松﨑，ほか（2019）で明らかになった方

法上の課題に対して，本調査ではビジュアルを広義

のナラティブと捉え（やまだ，2010），外国語学習

者が言語学習をどのように意味づけているのかをビ

ジュアル・データと言葉による記述の2種類の方法

を用いてデータを収集，比較し，表現方法の違いに

よって学習者のナラティブがどのように異なるか，

検証を試みる。

ビジュアル・データを用いた研究方法は，確証的

というよりも探索的であり，予期していなかった発

見へと誘うようにデザインされた手法であると言わ

れる（バンクス，2008/2016）。本稿はフォーラムとい

う形式をとり，試行的に従来の方法と新たな方法と

を比較することにより，外国語学習者の心の内を探

るための新たな方法を提案をしたいと考えている。

2． 外国語教育研究におけるビジュア
ル・ナラティブ

外国語教育研究では，学習者や教師のビリーフ

（第二言語習得についての考えや意見，Horwitz，

1987，pp. 119-120）を探る方法として，フィンラン

ドの研究者が中心となり，ビジュアル・ナラティブ

を用いた研究が進められてきている。ナラティブ

は，異なる形で表され，言葉である場合もあれば，

ビジュアルや映像や音声を入れた表現方法で表され

ることもある（Menezes，2008）。

社会文化理論（e.g., Lantolf & Thorne，2006）の枠

組みによると，外国語学習は，意識的であり，目的に

向かい，そして媒介活動（mediated activity）である。

この考え方に立つならば，学習にはそれを媒介する

物や人が必要であるといえ，学習者の描く絵に，媒

介物がどのように表現されているかを分析すること

も可能になるといえる。例えば，Kalaja et al.（2008）

では，媒介手段として，人，印刷物（教科書など），

そしてメディア（テレビ，ラジオ，新聞，インター

ネットなど）が描かれていることを指摘している。

また，教職を履修する学生が，学んだことを基に

どのような授業を頭に描いているのかを知るために

ビジュアルを使うこともできる（Kalaja & Mäntylä，

2018）。このような分析から，学生が学習環境や学習

活動をどのように描くかを知ることで，彼らの教育

観を知ることができる。

ビジュアル・ナラティブとして，絵ではなく，写

真を使う例もある（Umino & Benson，2019）。日本の

大学で日本語を第二言語として学習している2人の

留学生を対象としたこの長期的研究では，留学生た

ちが留学している間に日本語を使うコミュニティー

にどのように関わったか，それが両者の第二言語ア

イデンティティーにどのように影響を与えたかにつ

いて学習者が撮った写真を集め写真の主題ごとに分

類している。結果としては，留学生が日本語コミュ
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ニティーへの参加が増えるほど，彼らの日本語使用

者としての強い意識が生まれたと結んでいる。

このようにビジュアル・データを使う研究が近年

増えつつあり，新しい研究方法として注目され始め

ている。

3．本調査

3．1．リサーチ・クエスチョン（調査課題）

本調査におけるリサーチ・クエスチョン（調査課

題）は次の2項目である。①ビジュアル・データと

文章によるデータに相違はあるか，②ビジュアル・

データにはどのような可能性があるのか，を探るこ

とである。これらの結果を基に，学習者研究におけ

るビジュアル・ナラティブの可能性について提案し

たい。

3．2．調査概要

本調査では日本国内の四年制大学で学ぶ英語学習

者，韓国語学習者，短期大学で学ぶ日本語学習者（留

学生）40名から70名を対象に「あなたにとって〇〇

語を学ぶことはどういうことですか。」という外国

語学習の意味についての質問項目を設定し，絵を描

いてもらう調査と文章によって記述してもらう調査

を，先の調査による影響が及ばないよう約1か月の

間隔を空けて収集した。記述については字数制限を

設けず，書き手が自由に表現できるようにした。ま

た，文章を記述する言語については，英語学習者と

韓国語学習者には母語である日本語で行ってもら

い，日本語学習者には，自分の考えを最もよく表現

できる言語で書くこととし，研究者が日本語に翻訳

し分析を行った。

3．3．分析手順

各言語から得られた2種類のデータは，3人の研究

者が一堂に集まり共同で分析を行った1。データを分

析する視点として，絵と文章はどのような点で一致

するか，一致しない場合，それぞれに描かれた，ま

たは書かれたナラティブにはどのような特徴が見ら

れるのか，そのような特徴は他のデータにも当ては

まるか等，絵と文章を何度も見比べながらそれぞれ

にどのようなナラティブが表現されているかを分析

していった。

3．4．結果と考察

3．4．1．調査課題①：ビジュアル・データと文章

によるデータに相違はあるか

調査により得られたデータの中から，ビジュア

ル・データと文章として書かれたデータに相違があ

ると思われるものを数点取り出した。それらを3人

で共有し，絵に描かれた表現が豊かなものと十分な

文章の説明がされているものを選択した。

以下に，ビジュアル・データと文章のデータを載

せる。ビジュアル・データの下には図題と共にどの

ようなものが描かれているのか説明を付記した。ま

た，ビジュアル・データの中に出てくる文字による

説明部分については，必要があれば日本語に翻訳し

図の外側に拡大した。文章には，絵に表現されてな

い顕著な部分に下線を引いた。また，絵に表現され

1　1人目の研究者は，英語教育・第二言語習得を専門
とし，私立大学で教鞭をとり，主に学習者ビリーフやモ
ティベーションなどの学習者要因についての研究を進
めている。また授業では，学部生に対する英語の授業，
第二言語習得関連の授業及び英語教員教職の授業と大
学院を担当している。2人目の研究者は，私立大学で教
鞭をとり，韓国語の談話分析及び談話教育を専門として
いる。3人目の研究者は，私立短期大学で留学生に対す
る日本語教育を行っており，自己主導型学習について実
践研究を行っている。
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ている内容と重なる部分には波線を引いた。

学習者1が書いた文章

　国際規模で人とコミュニケーションをとれ

るツールを得るということ。また，グローバ

ル化が進む現代社会で必要な技能を身につけ

るということ。

学習者1の絵には，宝石に囲まれた幸せそうな若

い女性が描かれている。この女性は，学習者1自身

を描いていると思われる。宝石は「宝物（大切なも

の，高価なもの，貴重なもの）のメタファーである

ようである。英語そのものに関する絵は無く，宝石

が英語のメタファーであり，それを手に入れようと

している「自己」がいることを表現しているようで

ある。文章では，英語学習の目的についてコミュニ

ケーションの手段である技能を身につけることであ

ると書いていることから，英語の機能面を重視して

おり，英語を資産と考えていると思われる。

学習者2が書いた文章

　日本語を学ぶことは私にとってすべてを意

味します。私は特に日本の文化が好きなの

で，日本のアニメやテレビなどを通して日本

語を知りました。日本語を学ぶことができれ

ば，1．とてもすごいと思います。2．日本に

旅行することができて，とても楽しいです。

3．日本語で多くの友人に会うことができ，自

身の生活圏は豊かになります。

　日本は先進国であり，学ぶ価値のあるとこ

ろがたくさんあります。日本語をよく学び，

それについてもっと学びます。中国では，英

語をあまり勉強していませんでしたが，日本

語の学習には特別興味があります。中国で日

本語の五十音から学び始め，テレビやイン

ターネットで教師の授業を見て，暇なとき，

日本語を学び，だんだん上手になりました。

　日本語は他の人にとっては大切ではないか

もしれませんが，私にとっては非常に大切な

ものです。日本語ができたら，日本人と交流

をしたり友達になったり，日本に旅行したり

できます。日本の大学に行くことができて，

良い大学教育を受けることが私の夢です。ク

ラスメートと遊ぶことができ，恋人を見つけ

ることができます。私は学習段階にあります

が，将来的には成功すると信じています。

学習者2の絵には，洞窟の中にある大きな筒のよ

うな入れ物に水が滴り落ちている様子が描かれてい

る。滴り落ちる水には，落ちる段階によって言葉に

よる説明が付いている。洞窟の天井から落ち始めて

いる水滴には「始めるとき /授業のとき」「ごいと文

法などことば」と書かれている。筒の入口付近の水

滴には「覚え中﹁自分で理解﹂」，筒の底に落ちた水

滴には「覚えました」という説明がついている。こ

の絵から，水滴は日本語の知識を表しており，筒は

学習者自身を象徴しているメタファーであると考え

宝石が新しい価値観

を表しています。 

 

図1．学習者1のビジュアル・データ。宝石を手に取る幸せ
そうな若い女性が描かれている。

図2．学習者2のビジュアル・データ。洞窟の中に円柱形の
大きな容器があり，その容器の中に天井から水が滴り落ちて
溜まっている様子が描かれている。

始めるとき/授業のとき 

「ごいと文法などことば」 

覚え中「自分で理解」 

覚えました
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られる。

一方で，文章の中には，絵の内容に相当する描写

は出てこない。代わりに，1段落目には，日本語をど

のように知ったかという経緯や日本語を学んだ後に

自分ができるようになることが書かれている。2段

落目には，日本語を学び始めたきっかけや学習方法

が書かれている。3段落目には，自身にとっての日本

語の価値について言及しており，日本語ができるこ

とによって得られるものについて記されている。最

後の一文には，未来に対する希望が書かれている。

学習者3が書いた文章

わたしにとって韓国語を学ぶということは，

もう一つの自分を育てるということです。わ

たしは日本に生まれて日本人の親や友達と会

話をし教育を受け日本のテレビを見て育って

きました。韓国語を会話したり，大学で韓国

語の授業を受けたり，韓国のテレビを見たり

音楽を聞いたりします。わたしが今まで日本

語で触れてきたものの韓国語バージョン全て

が「韓国語ができる自分」を育てるための教

科書だと思います。

学習者3の絵は，韓国語の教科書を持ち学習する

学習者自身が描かれており，その耳には韓国語の語

彙や歌が聞こえている。また，絵の情報には線で囲

まれた3つの絵があるが，それぞれの右上に，「音

楽」，「ドラマ」，「Youtube メイクアップ」と描かれ

ており，学習者が接する韓国語がいかなるものであ

るかが描かれている。

一方，文章を見ると，中ほどに絵に対応する内容

が見られるが，前半部と後半部分に述べられている

「自分を育てる」という内容や，日本のテレビを見て

育ってきた自分という来歴を示す部分，また韓国語

学習が「教科書」であるという比喩は，絵には描か

れていない。文章の方は，絵に描かれている現在の

様子の背景や今後の目標までを含め，詳しく述べら

れているといえる。

分析の結果からビジュアル・データと文章による

データの特徴をまとめたものが表1である。結果か

ら見えてきた両データの相違点については「表現の

視点」として，表の中央の段に記した。

ビジュアル・データと文章によるデータには，次

のような特徴が見られた。

1点目は，抽象的な表現と具体的な表現の差異で

ある。ビジュアル・データでは，例えば「宝石」と

いうメタファーを用いて学習者にとっての新たな価

値観を表現していたり（学習者1），洞窟の天井から

垂れる水滴を用いて日本語を表現しており（学習者

2），表現の抽象度が高いことが分かった。一方，文

章によるデータでは，例えば学習者3では「わたし

こんな私の心も知らな

いなんてあんまりだわ 

ミュージック音楽 

ねえチキン食べる？ 

ドラマ

まず眉毛を…

Youtube 

♪あんまりだわ♬ 

ねえチキン食べ

る？、眉毛 

 

 

 

 

 

図3．学習者3のビジュアル・データ。韓国語を楽しみなが
ら勉強する場面が描かれている。

表1．ビジュアル・データと文章によるデータの比較

ビジュアル・データ 表現の視点 文章によるデータ

抽象度が高い（イ
メージ） 
メタファーである
ことが多い

抽象⇔具体 具体性がある

自分が中心である 自己⇔社会 社会言説の影響や
理念的な話が出る

説明無しに感情が
表現されている

感情⇔論理 感情を論理的に説
明している

一つの現象を表現 点⇔線 複数の現象（過去・
現在・未来）につい
て説明する
ストーリーを形成
しやすい
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は日本に生まれて日本人の親や友達と会話をし教育

を受け日本のテレビを見て育ってきました。韓国語

を会話したり，大学で韓国語の授業を受けたり，韓

国のテレビを見たり音楽を聞いたりします。」のよ

うに具体性があること，また文脈が表現されている

ことが多いことが分かった。

2点目は，自己が中心に表現されている点と社会

言説の影響や理念的な表現がされている点の違いで

ある。ビジュアル・データでは図1，図2，図3のよ

うに学習者自身が絵の中央に大きく描かれた表現が

多く見られた。加えて，学習者2の絵のように，学習

者自身が人の形をして描かれているのではなくメタ

ファーを用いて表現されているデータもあった。一

方で，文章によるデータでは，例えば学習者1は「国

際規模で人とコミュニケーションをとれるツールを

得るということ。」「グローバル化が進む現代社会で

必要な技能を身につけるということ。」のように，英

語という言語に対して「グローバルな社会で必要な

ツール」という社会言説に影響を受けたような意味

づけをしている表現が見られる。また，学習者3の例

では「わたしにとって韓国語を学ぶということは，

もう一つの自分を育てるということです。」「わたし

が今まで日本語で触れてきたものの韓国語バージョ

ン全てが「韓国語ができる自分」を育てるための教

科書だと思います。」のように学習者にとっての韓

国語学習の意味づけが理念的な表現を用いて記され

ている。その他，学習者2の最後の一文にあるよう

に「将来的には成功すると信じています。」のよう

な，一種の自己暗示のような表現や，「これから頑張

ります。」のような宣言のような表現が多く見られ

ることが分かった2。

2　各言語学習者の特徴として，英語学習者と韓国語学
習者からは社会言説に影響されているようなナラティ
ブが目立った一方，日本語学習者にはそのような特徴は
見られず，人生設計の一部として日本語学習を捉えてい
るという特徴が見られた。

3点目は，感情表現の違いである。ビジュアル・

データでは，描かれた人物の表情や仕草，また色調

や描かれている物の輝きや淀みなどによって表現さ

れているものが多く見られた。例えば，図1に出て

くる女性の表情は明るくにこやかであり，自身の周

りに散りばめられた輝く宝石を軽やかに手に取ろう

とする絵からは，英語を学び，新しい価値観を得る

という学習者1の英語学習に対する意味づけがポジ

ティブなものであるということが想像できる。一方

で，文章によるデータでは，感情が論理的に説明さ

れるようである。例えば，学習者2の文章では，「日

本語を学ぶことができれば，1．とてもすごいと思い

ます。2．日本に旅行することができて，とても楽し

いです。3．日本語で多くの友人に会うことができ，

自身の生活圏は豊かになります。」と論理的に説明

されている。

4点目は，一つの現象が表現されているか，複数の

現象が表現されているかという差異である。ビジュ

アル・データの場合，自己を中心として一定の時間

軸に基づいて表現されているようである。例えば，

図1，図2，図3は現時点での学習者が表現されてい

ることが絵から読み取れる。その他にも，外国語を

学習した先の未来の学習者が表現されているデータ

も見られた。一方，文章の場合は，複数の現象につ

いて表現されているものが多い。例えば，学習者2

の文章では，2段落目に中国で日本語を学び始めた

過去のことが書かれており，1段落目と3段落目では

日本語を学んだことによって得られるものについて

書かれている。このように，一定の時間軸に基づく

一つの事象の表現を「点」とするならば，時間の流

れに伴う複数の現象の繋がりの表現を「線」と例え

ることもできよう。

このように，絵に表現されたものと文章に表現さ

れたものでは，人間の異なる内面を探ることができ

ると考えられ，両方のデータを取ることによって研

究の深まりが期待される。
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3．4．2．調査課題②：ビジュアル・データの可能

性

ビジュアル・データを学習者研究に用いる有効性

としては2点考えられる。第一に，イメージなど心

の中の風景や言葉にはできない気持ちを表現する場

合に，ビジュアルなものは有効であるという点であ

る。Mitchell（1986）は，絵は，書かれた言葉や会

話のテキストとは違う人間的な内面を覗く方法であ

り，言葉に出しにくい事，突発性のもの，まだはっ

きりとした考えにはなっていない半熟状態の思考，

第二の意識を表現することができるものであると述

べている。

第二に，同じ事象についても調査手法の違いによ

り，多角的に捉えることができる点である。表現の

異なるデータを得ることによって，人間の思考や内

面を探る上で，多くの手がかりを手にすることがで

きる。例えば，英語のイメージでは多くの国旗を描

いた絵は，英語の国際性を表現しているが，「国際

性」という言葉だけの表現よりも具体的で分かりや

すい。実際に学習者の描いた絵は，言葉で書かれた

内容よりも感性に直に訴え見る者に響き，言葉では

語りにくいネガティブな考えを提示する（やまだ，

2018；Suzuki, 2016）ことができるため，学習者の複

雑な心情をより多角的に把握できると考えられる。

4．展望

ビジュアルと文章の両方のデータを収集すること

で，学習者のもつ言語や言語学習の意味づけ，ある

いはビリーフをより深く理解することができるとい

うのが本稿の結論である。複数のデータを取ること

により，言語教師は学習者をより深く理解し，学び

の支援を行うことが可能になるだろうと考えられ

る。

本稿の例のように，言語教師と言語学習者の母語

（第一言語）が異なる場合，特にビジュアルな表現に

より，言葉に頼らずに学習者を知ることも可能にな

ることもある。このことから，母語が十分に発達し

ていない幼少期の学習者の場合にもビジュアルな表

現は可能性を広げてくれると期待される。また，学

習者の心が分からないという不安は，教師であれば

常に持ち続けているものであり，文章で表現するこ

とが苦手な学習者の心を知るために，ビジュアルが

役立つこともある。

さらに，文章ではなく，メタファーなどの言語

データとビジュアル・データを比較することによっ

て得られるものは何かを考察し，ビジュアルや言語

データによって得られた結果を実際の教育現場で活

かす方法を探ることも可能であろう。

なお，今回の調査では学習経験が長い学習者ほ

ど，ビジュアルと文章の表現が一致する傾向も窺わ

れた。このことは，学習者が言語学習に対する確立

された考え方を持っていることを反映していると思

われるが，学習経験の長さとそれが学習者の考えに

どのように影響を与えるかということについては，

今後の研究課題としたい。

本稿では，学習者の心の内を探るための新しい可

能性を提示した。外国語学習者を理解するための一

つの方法として参考になれば幸いである。
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別添資料．アンケート例　（韓国語学習者へのアンケート）

研究協力同意書

 この研究の目的は，韓国語を学ぶ人たちの韓国語に対するイメージと韓国語学習に対す

るイメージを知ることです。

 描いていただいたイメージは，この研究目的にのみ使用します。学籍番号，氏名は公表

いたしません。 

 研究にご協力頂ける場合は，この同意書にサインをお願いします。

＿＿年 ＿＿月 ＿＿日  学籍番号：＿＿＿＿＿＿  氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

アンケート

① 韓国語学習の動機を教えて下さい。

② これまでの韓国語学習経験を教えて下さい。

③ あなたの韓国語学習の目標（ゴール）は何ですか？

④ 韓国への渡航歴，韓国に関する関わりがあったら教えてください。

学籍番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

① あなたにとって韓国語のイメージはどんなものですか？ イメージを描いてください。

学籍番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

② あなたにとって韓国語学習のイメージはどんなものですか？文章で書いてください。
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Abstract

This survey aimed at exploring how learners of English, Japanese and Korean make 

sense of language learning. To elicit learners’ inner voice, visual and written descriptive 

data were collected to investigate what is expressed in different ways brings different 

outcomes. As a result, the visual data was characterized by the following features: it ex-

presses abstraction, learners’ narratives, emotions depicted by facial expressions with 

color tones, and it interprets a certain phenomenon. On the other hand, the written data 

was characterized by the following features: it expresses concreteness and the influence 

of social discourse, it logically expressed emotions and multiple phenomena were repre-

sented. Based on these results, the potentials of visual data as a new method for learner 

research shall be discussed.
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