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初級の日本語学習者と教師は
どのように対話のプロセスを創出するのか
イタリアの活動型日本語教育の事例をてかがりに
市嶋

典子 *

（秋田大学）

概要
本稿では，初級の学習者を対象とした活動型日本語教育において，教師と学習者はい
かなる対話のプロセスを創出するのか，その具体的なプロセスを考察することで，活
動型日本語教育のあり方，意義について主張した。活動型日本語教育を考察するにあ
たり，山口喜一郎，長沼直兄，木村宗男の問答法の考え方と方法を批判的に捉え直し
た。実践研究からは，何度も繰り返されるやりとりを通して，徐々に学習者一人一人
の考えていることが浮かび上がり，学習者の使用する語彙や文型が広がりを見せてい
くプロセスが浮かび上がった。活動型日本語教育のあり方としては，明示的な文法説
明をすることなく，やりとりの中で語彙や文法を理解させ，活用につなげていくこと，
さらに，学習者の語る内容を制限せずに自由に語れる場を保証すること，考えを深め
るための不断の問いかけが重要になることを指摘した。その上で，文法や語彙の習得
を主目的としたものではない，活動型日本語教育の意義を示した。
キーワード

問答法，山口喜一郎，同化主義，産婆術，実践研究

Copyright © 2020 by Association for Language and Cultural Education

1．問題の背景

で行う言語学習活動を意味することが多い。細川
（2008）は，このような様々な「活動」の背景にある

日本語教育において，言葉の学びを学習者の相互

理念や概念がはっきり示されていないことを「理念

作用や対話の中に位置づけ，教室を一つのコミュニ

なき活動主義」と批判し，細川自身は，活動型日本

ティと捉える実践がみられるようになってきた。そ

語教育の理念として，ことばの学習によるアイデン

の中で，2000 年以降，活動型日本語教育が注目され

ティティの構築・更新を挙げている。さらに，細川

てきた。日本語教育で語られる「活動」というと，

（2007）は，活動型日本語教育を以下のように説明し
ている。① 4 技能を総合した活動

「プロジェクトワーク」
「ビジターセッション」
「機関

②具体的な目標

を持った活動を軸とするもの：クラスの参加者一人

訪問」といったような，何らかのコンテクストの中

一人が活動の主体として相互に関わり合いながら活
動に参加するもので，他者との関わり合いが不可欠
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③学習者の考えていることを扱う：学習者自らが課

応の力量が必要であるとしている。また，武，ほか

題のテーマを設定し，そのテーマを自分の問題とし

（2008）は，初級学習者を対象とする活動型日本語教

てとらえた上で表現する。学習者の表現したい，理

育の実践を実施した上で，本活動の意義として，学

解したいという気持ちを掘り起こし，支えていくこ

習者たちが，「四技能を実際運用しながら日本語を

とが担当者の重要な役割になる。具体的には，学習

学べ，書くこと，はなすことが上達した」
（武，ほか，

者一人一人が自分の興味，関心のある内容を日本語

2008，p. 60）としている。一方で，クラスの対話が

で表現し，その内容について他者との対話を行うこ

停滞した際に，学習者たちが対話の意義を見出せな

とにより，レポートを書き上げていくものである。

かったと認識していたことも明らかにしている。そ

一方で，このような活動型日本語教育は，初級の

の要因は，対話の内容および質問の不理解，レポー

学習者に実施することは現実的ではないという批判

ト内容の理解不足であったと述べている。さらに，

がある。
「目標言語の日本語に対して何の言語知識

学習者間の相互関係は見られなかったとし，学習者

も持っていないゼロビギナーの場合は，どのよう

の自律的な学びを阻害することなく学習者間をつな

に活動型の実践ができるのかという疑問の声」
（崔，

ぐ教師の支援が不可欠であるとしている。また，金，

張，2004，p.192）や，
「﹁初級でも活動型クラスがで

ほか（2010）は，それまでに行ってきた初級学習者

きるのですか﹂
﹁初級から活動型クラスをする必要が

を対象とした活動型日本語教育の問題点を指摘して

ありますか﹂ などといった質問」
（金，2012，p. vi），

いる。初級学習者は語彙や文法などといった言語面

「ゼロビギナーや初級の学習者は，従来通りある程

での知識が非常に乏しいばかりではなく，自身が表

度の語句や文法を積み上型で学んだ後で，自分の中

現したい内容を日本語で表現する行為そのものもほ

にためた素材を活用すると言う考え方」
（武，2012，

とんど経験したことがないため，中上級クラスのよ

p. 4）もある。これらの指摘からは，初級の学習者を

うに一つのテーマを一学期間かけて議論・検討する

対象とした活動型日本語教育の意義や理念を実現す

活動を初級クラスに適用することは，学習者に数々

るための具体的な実践のあり方が問われていること

の困難を強いる結果になったと述べている。
これらの主張からは，初級の学習者を対象とした

が分かる。
ゼロビギナーの日本語学習者を対象とした活動

活動型日本語教育においては，特に活動の軸となる

型日本語教育の実践としては，崔，張（2004）のも

コミュニケーションや対話の場を維持することに困

のがある。崔，張は，ゼロビギナーの学習者 1 名に

難がともなうことが見て取れる。それは，主に学習

対して，全 7 回の実践を行っている。この実践から

者の文法や語彙の知識の不足や理解不足に起因す

は，学習者自ら「自分の言いたいこと」を表現する

る。このような要因が，活動型日本語教育は，初級

ための必要な語彙や文型などを見つけ出せるよう教

の学習者に実施することは現実的ではないという批

師が丁寧にサポートしていることが見て取れる。一

判につながっていると考えられる。

方で，問題点も指摘しており，ゼロビギナーの学習

以上のような活動型日本語教育の課題や批判にこ

者を対象とした活動は，教師として理論的に了解し

たえるためには，理念的な示唆だけではなく，具体

ていても，実際に実践するとなると，かなり難しい

的な実践の内実を示した上で，その意義や課題につ

ことが分かり，この活動の設計・組織化・支援には，

いて考察していく必要がある。また，対話のプロセ

あくまでもコミュニケーションとしての場面を維持

スに注目した活動型日本語教育に関する研究に関し

しつつ，語彙・文型の押さえを行っていくための相

ては，中級以降の学習者を対象としたものは多々見
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られるが，初級前半の学習者を対象として考察され

性の緊張感をいかにしてそこなわずに，場面的活動

ものは，上記に挙げたもの以外には，ほとんど見ら

を精錬し，社会性をかねそなえたものに体系化する

れない。

かを教授法の基礎理念としたものであると述べてい
1

そこで，本稿では，実践研究 により，初級前半の

る。また，言葉のやりとりされる現場性の重視が，

学習者を対象とした活動型日本語教育において，教

話言葉，その中でも特に「相対語（対話）」への注

師と学習者はいかなる対話のプロセスを創出するの

目につながっていくのであると説く。水洞が指摘し

か，その具体的なプロセスを考察することで，活動

たとおり，山口は，教授理論の中で対話を重視して

型日本語教育のあり方，意義について主張する。

いる。山口（1933/1988）は，対話は，聞き手と話し
手との瞬間的交替により観察，想像，思考，洞察，

2．直接法における対話と問答法

反感，共鳴する心理活動であり，言葉の意味と相即
的進展をさせることが重要であると主張する。さら

日本語教育において，初級段階からの教授に有効

に，山口は，日常生活において二人以上の人が話し

である教授法として，媒介語を用いず，目標言語だ

合うものは皆，対話の中に包摂されるべきで，対話

けを用いて教授する直接法が用いられることが多

の中には，会話，討論，問答があるとする。中でも

い。直接法は，明治末期の台湾で山口喜一郎らによ

問答については，教授法上から見ると，生徒の知識

り注目され，その中で，問答法という手法が用いら

を開発整理して，未知のことを理解させたり新法則

れていった。細川（2012）は，直接法は学習言語だけ

を発見させたりする場合に行われるものであり，知

でその言語を教えるという意味で用いられるが，そ

識を明らかにするための一種の対話であると述べて

のなかで直接問答法という場合，問答という観点が

いる。そして，外国語教授の際に行われる問答を，

とても重要で，話し手と聞き手の問答が基本となっ

以下のように 3 つに分類している。

ている点に注目する必要があるとする。また，この

• 器械的な問答：對話者の間に，問答する事物の

問答法の考え方は，自身の活動型日本語教育の原点

知識に就いては何等不明な點がなく，只言葉の

になったと述べている。そこで，以下では，活動型

練習のために行ふもので，最も問答の本質から

日本語教育を考えるにあたり，まず，対話における

離れたもの。

問答法の考え方を考察する。

• 敎授的な問答：敎授者が學習者の知識（言葉を

山口（1943）は，直接法による日本語の教習を，

も含む）を開發整理しようという意圖の下に，

言語活動の社会的場面と考えるべきで，教授者と学

示唆指導の趣旨で發問し學習者に答えをさすの

習者との相対関係の立場に立つべきだとする。水洞

で，問ふ方の知識が常に答へる方よりはすぐれ

（1992）は，山口理論の特徴を，主体，話題，言語

てゐるので，本來の問答とは其の性質が反對で

環境の力動的に連関した場面的活動を言語生活の最

あるもの。

も基本的な現場として位置づけ，その生々しい現場

• 本當の問答：問ふもの知識が不明確で，答える
方がその不明確な點を解かうとするもので，答

1

の方に示唆・指導・開發の意圖が存するもの

本研究では，実践研究を「自身の教育観に基づいた授

業のデザインを示し，実際の授業で起こっていることを

（山口，1933/1988，p. 371）。

具体的な教室データによって検討することによって自

山口（1933/1988）は，外国語学習は，上記の「器

己の実践を振り返り，次の実践へとつないでいくプロセ

械的な問答」にならないように留意する必要がある

ス」（市嶋，2009）と位置づける。
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とも主張しており，
「始終問ひの中に新しいものを

英語を習うのは地理のような暗記物と自動車の運転

加へて，問ひの意味に注意しなくては答えのできな

法をあわせたようなものであり，特に初歩の段階で

い様にして，問答の活心理が死熄しないように」
（山

は練習を第一とすべきであるとする。また，言葉は

口，1933/1988，p. 378）し，言葉の本当の活用がで

社会の習慣によって成立しているものなので，勝手

きるようにすることが重要であると主張している。

に変えるわけにはいかず，発音にしても語法にして

一方，このような山口の教授理論は，言語活動の

も本国人のやり方を真似るより外仕方がない，そこ

心理の同一化という目標を前提として演繹的に構成

で真似るという習慣をつけなければならないと述べ

されており，
「日本帝国主義による異民族支配の維

ている。これらの主張からは，Harold E. Palmer の

持という非教育的な教育目的に枠づけられている」

影響がうかがえる。Palmer（1921）は，言語の学問

（駒込，1989，p. 98）ことも指摘されている。また，

的な知識ではなく，実践的な知識の習得を重視して

有田（2009）は，山口喜一郎や長沼直兄を含む当時

いる。また，大半の言語学習者は，言葉を日々の交

の「日本語教育専門家」が，国家主義的な心情を時

流のための「vehicle」
（乗り物，手段）として考えて

代と共に共有し，
「外地」での多言語話者への日本語

おり，外国人としてではなく，ネイティブとみなさ

教育の最終的な目的を「精神の日本化」であると認

れるように外国語を使うことができることが重要で

識しており，その理念のもとに仕事していたことは

あるとする。長沼は，この Harold E. Palmer の考え

明らかであると指摘している。山口（1942）は，直

方から影響を受け，ネイティブを志向し，実際の言

説法による日本語教育が進めば，自国語による心内

語運用に寄与する外国語教育を目指していたことが

対訳と心内語との領域が狭められ，最終的には教材

分かる。また，問答については，具体的な問答を指

理解の全課程が日本語で行われる様になり，日本語

すものではなく，言語運用を学ぶための言語教育方

で主題的な事物の意味を記憶し想像し思考し意志す

法として考えていた。

るのであるから，真に日本語の言霊を感じ，日本の

長沼は 1948 年に，言語文化研究所に付属日本語学

文化を知り，日本精神を体することが出来ると述べ

校（東京日本語学校）を設立し，自ら学校の整備，

ている。この主張からは，戦時中における山口の同

教師の訓練に力を尽くした（西口，1995）。東京日

化主義的な思想が見て取れ，直説法は，戦中，日本

本語学校は，2009 年より長沼スクールが正式名称と

語，日本精神論を植え付けるための有効な方法とし

なる。現在，長沼スクールでは，長沼メソッドが用

て考えられていたことが分かる。

いられている。長沼メソッドとは，長沼直兄が 1940

後に直接問答法は，長沼直兄によって体系化さ

年代に考案した日本語教授法である。長沼スクール

れ，長沼メソッドという指導技法として継承されて

の校長である小島（2012）は，長沼メソッドの言語

いくことになる。長沼は，
「問答法は言語教育の方

観として，①音声言語の重視②構造主義（文型と文

法を示すもので，具体的な問答を指すものでない。

法事項が話す能力の中心である）③言語は思考の道

それは音声によって言語運用を学ぶ言語教育の方法

具というものにある，を挙げている。また，長沼メ

である」
（豊田，1995，p. 121）と捉えていた。長沼

ソッドでは，導入や練習において問答法が用いられ

（1985）は，言葉を人間と人間の間の通信の手段と考

る。問答法では，4 つの質問，①「はい」で答える

え，外国語を習うことはその言葉で思想を交換する

質問，②「いいえ」で答える質問，③選択質問「A

ことという考え方を示している。また，外国語学習

ですか，B ですか」④疑問詞質問がなされるとする。

において，練習の重要性を強調している。例えば，

また，場面の中で言語習得がなされること，教室内
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での場面作り，流れを重視している。問答による誘

遠くにあり，模擬対話はその中間にあるとする。ま

導をして，語彙や文法，表現形式が正しく理解でき

た，3 種の練習の配分と順序を誤らぬことも大切で

るようにすること，場面の設定，語彙の選択に注意

あるとし，初級の初期には模倣対話を多く行い，進

して正しく意味用法が伝わるようにすることが重要

むに従って，模擬対話を多くし，無理のない程度に

になる。このように，問答法は，場面の中で表現形

創造的対話を与えるようにすると述べている。中級

式を正しく理解させるための教授技法として確立さ

では，創造的対話が多くなり，上級では，実際的対

れていった。また，長沼メソッドは，
「現代の日本語

話を主とする。このように，器械的な模擬練習から

教授法の基礎」
（西口，1995，p. 34）として継承され

規範に従う模倣練習へ，さらに自主的な対話へと段

ていった。

階的に進んでいくと述べている。山口が，対話にお

長沼の問答法を継承する者の一人に，木村宗男が

ける問答の方法のみならず，「問答の活心理」を重

挙げられる。木村は，昭和 24 年に長沼に呼ばれ，東

視していたのに対し，木村は，問答の方法に重点を

京日本語学校で教えることになり，長沼の問答法の

置いている点，山口が，「器械的な問答」を批判し

2

理論と方法を学んだ 。木村は，
「対話」を「それぞれ

ているのに対し，木村は，模倣的対話練習から，模

目的意識を持つ二者のあいだに交互に行われる口頭

擬対話練習，創造的対話練習というように，対話の

の言語行為であって，意思・情報・情緒の伝達・交

練習として行う問答に日本語レベルによる段階性を

換のために行われるもの，またその話をいう。目的

設定し，山口の「器械的な問答」に値する「模擬的

意識を持たずに行われるのは，単なるおしゃべり，

対話練習」を否定せずに，初級段階での練習方法と

むだ話であって対話ではない」
（木村，1982，p. 80）

して位置づけている点が大きく異なる。また，木村

とし，対話能力を育成する対話練習法を推奨し，そ

は，創造的対話練習について，教科書の文型や語句

の中で，問答練習を提示している。そして，対話の

にとらわれない問答練習であり，学生の自主的な表

練習として行う問答を以下の 3 種に分けている。

現を促すところに特徴があるため，ある程度の語彙

• 模倣対話練習：教科書の対話をそのまま，教師

と文型を習得してからでないとできない練習である

と学生または学生と学生のあいだでやりとりを

としている。あまり早い時期，初級の初めなどにこ

する。対話の形式ではあるが本質的に対話では

の種の問答を行っても効果がないばかりか，教師も

ない。

学生も舌足らずの日本語を使わなければならないと
いう害があると述べている。この指摘は，1．で指摘

• 模擬対話練習：教科書の対話の文型を使って，

した活動型日本語教育への批判や課題と重なる。

類似の対話を行う。

• 創造的対話練習：教科書の対話の内容に関連し

このように，問答法は，
「精神の日本化」を背景と

て，文型や語句にとらわれずに行われる対話で

した「言語活動としての問答」から，戦後，日本語

ある。
（木村，1982，p. 83）

の語彙や文法，表現形式を正しく理解する「言語習
得としての問答」，「教育技術としての問答」へとそ

これは，上述した山口の問答法の 3 分類に重なる。
木村は，3 種の練習のうち，創造的対話練習こそ実際

の意味づけが推移していった。細川（2017）は，直

的な対話に最も近いものであり，模倣的対話は最も

接問答法は，長沼直兄，木村宗男らによって継承さ

2

れ，戦後に至るが，「﹁問答﹂ の問題点としては，機

木村は当時を「長沼先生の学校づくりに参加して，先

能・場面と構造を結びつけても，本当のやりとりに

生から直接指導を受けたのは幸いだった」
（木村，1982，

はならないことを乗り越えられなかったこと」（細

p. 326）と回想している。
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川，2017，pp. 380-381）と述べている。また，対話

底流している。それでは，同化主義的な理念に基づ

という用語を使っているが，いずれも，対話の内容

くものではなく，かつ方法論や技術論に終始したも

（何を話題とし，テーマとするのか）という点に関し

のでもない，思想を交換するための対話を実現する

ては，ほとんど発言していないとし，言語教育の技

ための日本語教育実践はいかなるものか。また，初

術化・表層化を進めたと述べている。細川の述べる

級の学習者を対象とした場合，具体的にどのような

「本当のやりとり」としての対話を実現させるため

教室の場を構築する必要があるのか。

には，具体的な方法論が求められる。長沼や木村は

以上の問題意識に基づき，本稿では，初級前半の

その方法論を体系化し，確立していった。一方，方

日本語学習者を対象とし，対話を軸とした活動型の

法論として確立する過程で，対話における問答の範

実践をもとに，教室内でどのようなのプロセスが生

囲は限定的かつ固定的になり，特に，初級段階の学

成されたのかを示し，対話の理念と実践を結ぶ活動

習においては，山口が重視した「問答の活心理」と

型日本語教育のあり方，意義を考察する。

はかけ離れたものになっていった。戦後，山口の同

3．活動の概要

化主義的な背景を持つ対話における問答は，理念的
な部分が無効化され，方法としての枠組みが注目さ

3．1．活動の背景

れるようになっていった。それは，戦中の同化主義
的な理念を批判的に見る視座の無効化であると同時
に，その背景にある対話における問答の理念を問い

以下では，イタリアの国立大学で実施された初級

3

直すという視座の無効化でもあったと言える 。

の学習者を対象とした活動型日本語教育の活動を示

今後，これらの課題を踏まえ，新しい対話の理念

す。本活動は，筆者が客員研究員として訪れた大学

に基づいた具体的な日本語教育実践のあり方を考え

の受け入れ教員である教師 B と協働で設計したもの

ていく必要がある。人が言語を学び，対話すること

である。教師 B は，2012 年からイタリアの大学で活

は思想を交換するためであるという考えは，先述し

動型日本語教育を実施し，母語，第二言語，外国語

たように山口，長沼，木村，細川の思想に共通して

という境界性を超え，対話を通じて社会関係を構築
することを目指してきた。その際に，周囲の同僚か

牲川（2012）は，日本語教育史研究においては，戦中

ら，初級の学習者への対話を軸とした活動型日本語

の言語政策については理念の問題点を暴くという立場

教育の実現可能性，有効性を問われ続け，初級クラ

3

をとっているが，教授法や教材に関しては，理念の問題

スでの実施を課題としていた。一方，筆者は，主に

を見ないという立場を無自覚に選んでいると述べてい
る。例えば，木村は，戦中の日本語教育の政策を「日本

日本国内の大学で活動型日本語教育を行い，対話に

の侵略的国策の一環として行われた日本語教育」
（木村，

よって多様な価値観が交換できる場の構築を目指し

1989，p. 17）として批判的にとらえている。一方で，
その
日本語教育に寄与した山口喜一郎の教授理論，直説法に

て活動してきた。また，2．で述べたように，そのよ

ついては，
『日本語教授法 ― 研究と実践』
（木村，1982）

うな場の構築は言語レベルによって制限されるべき

の中で，その意義や効果を高く評価している。このよう

ものではないと考えていた。そのため，両者で問題

に，日本語教育の分野において，山口が提起した直説法
は，その理念の問題が問われることなく，効果的な教授

意識と教育理念を共有し，初級前半の日本語学習者

方法として受容されていったと考えられる。また，牲川

を対象とした活動型日本語教育を実践することにし

（2012）は，戦後の日本語教育においても，戦前・戦中

た。この活動では，学習者が自己表現するという行為

の「日本語＝日本精神論」といったナショナリズム言説

を主体的に行い，対話を通して思想を交換すること

が連続していることを問題として指摘している。
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• レベル：初級前半

本活動には，日本から教師 A がアドバイザー兼協

• 単位認定：3 単位付与（活動に参加したことをイ

働実践者として参加した。教師 A は，活動型日本語

ンターシップの単位として認定）

教育を考案し，日本国内や海外で実践してきた実績

本活動では，学習者が自身で決めたテーマに基づ

を持っている。3 名で議論を重ね，活動の方向性を共

きレポートを執筆し，その内容に基づき，対話を進

有した上で，活動を実施することとした。活動の第

めていった。レポート提出はオンラインで行われ

1 回から第 5 回を教師 A が担当し，残りの第 6 回から

た。また，他者のレポートについてのコメントをオ

第 16 回を教師 B と筆者が担当した。なお，活動設計

ンライン上で行うこともあった。最終レポートにつ

当初には予定していなかったが，教師 B は，第 1 回

いては，教師 B と筆者の HP 上に公開された。なお，

から第 5 回までの活動に適宜，参加することもあっ

活動のプロセスは以下のとおりである。

た。また，全 16 回のうち，筆者らは，自身が担当し

①テーマの検討：自身の好きなもの，興味があるも

た以外の回についても，活動後，毎回，担当教師，

のは何かを考え，レポートのテーマを決める。

チューターと共に担当教師の問いかけや学習者の反

② 動機文を作成する：テーマについて，
「○○（テー

応を確認し，次の活動にどうつなげるかというふり

マ）と私」というタイトルで動機文を書く。動機文

かえりを行った。

はテーマが自分にとってどのような意味を持つの
かを明確にすることが必要になる。ここでは，学

3．2．活動「Action Zero」の詳細

4

習者一人一人が，固有の問題意識に基づいたテー
マを自身のことばで表現することが目指される。
③対話：動機文をもとに，自分のテーマについて共

• 期間：全 16 回（2016 年 9 月 19 日〜 2016 年 12 月
15 日）

4

通の興味や異なる立場を持つ他者と対話をする。

• 教室参加者：学習者 15 名，チューター 4 名（本

対話相手はクラス内に限定せず，学習者自身が決

活動に興味を持った大学院生）
，教員 3 名（教師

める。動機文で記した固有のテーマを他者と議論

A，教師 B，筆者）

する。このことにより，自分のテーマをその場の
他者と交換・共有する。対話をとおして，自分で

学習者は，日本専攻の大学 1 年生 14 名であり，大学で

設定された日本語レベルは「初級前半／ゼロビギナー」

も気づかなかった新しい考えや表現を発見するこ

であった。また，学外から 1 名の参加もあった。大学生

とを目指す。

は，本活動以外にも，並行して，大学で開講されている

④結論：自分のテーマについてさまざまな他者と議

日本語科目も履修していた。学習者の募集は，
「初級前
半／ゼロビギナー」の日本語クラスで広報させてもらっ

論した結果を確認する。また，自分のテーマにつ

たり，ポスターを掲示するなどして行った。必修ではな

いて他者と対話した内容を確認する。動機文に書

く，学習者が自主的に選択した活動であったこともあ
り，学習者のモチベーションは総じて高いものであっ

かれた興味・関心から，対話を経て，テーマの発

た。学習者の履修動機としては，明確な動機はないが，

見に至るまでのプロセスを振り返ってまとめる。

楽しそうだったからというものから，従来型の教科書型

⑤評価：上述したとおり，動機，対話，結論まで，

の授業とは異なる活動に興味を持ったからというよう
に多岐に渡った。また，本活動に参加した学習者の日本

学習者の主体的な表現活動により進められる。評

語に関する興味は一様ではなかった。学習者たちは，教

価においても学習者が主体となって行うことが目

室以外でもインターネットやアニメ等で日本語にアク

指される。評価は「対話的アセスメント」（市嶋，

セスしており，活動と同時進行で様々な日本語を自主的

2014）を参考に以下のように実施した。

に学んでいた。
46

『言語文化教育研究』18（2020）

(1) 毎時間行われるレポートの検討：それぞれの

象としたのは，教室において日本語学習が進んでい

学習者が書いたレポートをクラスで検討し，お

ない段階の第 1 回の活動から回を重ねるごとに，ど

互いのレポートの良い点，足りない点をコメン

のような思想の交換としての対話を実現することが

トしあった。

できたのか，主に教師と学習者の対話にどのような

(2) 評価項目の決定：教師は，初めに評価項目とし

変化が見られたのかを考察するためである。具体的

て「オリジナリティ」
「他者の議論の受容」「論

には，ビデオによる活動の録画記録（270 分）の文字

理性」を提示した。学習者が結論をまとめる前

化資料，実践記録（フィルド・ノート同様，活動の

に，レポートをどのような項目で評価するのか

教授，学習のある特定の面や出来事について記入し

を決定した。具体的には，教師が，
「このクラス

てくもの）を分析対象データとした。筆者は，教師 A

での良いレポートは何か」と学習者に問いかけ

が担当した活動については，参与観察を行い，
「参加

た。学習者はこの問いに対する答えを付箋に書

者としての観察者」（メリアム，1998/2004）の立場を

いた。
（付箋一枚につき一項目記入した。
）記入

とった。活動終了後には，教師 A，B やチューター

した付箋を模造紙に貼り，全体で共有した。そ

と共に振り返りを行い，次の活動につないでいくと

の後，付箋をグルーピング化した上で，概念化

いうプロセスを重ねていった。なお，本稿は，教室

した。さらに，全体で話し合った上で，評価項

参加者（学習者，チューター，協働実践者の教師 A

目を決定した。

と教師 B）の承諾を得た上で，論文化した。

5

記述にあたり，金，ほか（2010）を参考に，教師と

(3) 評価：決定した評価項目に従って，お互いのレ

学習者の対話のプロセスを具体的に描き出し，「読

ポートを評価した。

者が私たちの実践クラスを追体験すること」
（金，ほ

以上のように，
「思想の交換」としての活動＝学習
者が自己表現するという行為を主体的に行い，対話

か，2010，p. 26）を目指した。また，金，ほか（2010）

を通して考えていることを交換することで，相互理

が実践を記述する際に依拠していたメリアムを参考

解へとつなげる活動を目指した。

に，「読者にその場に居合わせたような代替的体験
をさせるために，豊かな記述をすること」（メリア

4．分析方法と分析の手順

ム，1998/2004，p. 347）に留意した。メリアムは，
ケース・スタディの代替的経験を読者に伝える上で

4．1．分析方法

の説得的な理論的根拠として，「接近可能性」「調査
者の目を通して見ること」
「防御性の弱まり」の 3 つ

本分析では，表 1 の教師 A が行った全 5 回の活動

を挙げている。まず，
「接近可能性」により，ふつう

のうち，第 1 回，第 3 回，第 5 回の活動を分析対象と

ならばアクセスしないような周囲の状況を読者に体

した。表 1 で記したように，教師 A が実施した全 5 回

験させてくれると述べている。次に，
「調査者の目を

の活動は，主にテーマの検討にあてられており，1 回

通して見ること」により，読者がすでに知っている

目，2 回目は好きなものは何か，3 回目，4 回目は，な

ことを，新しくて興味深いやり方で見せてくれると

ぜ好きなのか，5 回目はテーマと自分との関係とい
5 「参加者としての観察者」とは，
「調査者の観察活動は

うトピックが扱われた。紙幅の都合上，それぞれの

グループに知られており，明らかに，グループとのかか

トピックが扱われた活動の各 1 回ずつを分析対象と

わりよりも，情報収集者としての役割のほうが優先され

することとした。また，1，3，5 回目の活動を分析対

る」
（メリアム，1998/2004，p. 147）を意味する。
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表 1．具体的な活動の流れ

日程

活動内容

担当者

1

2016/9/19

テーマの検討：好きなものは何か①

教師 A

2

2016/9/20

テーマの検討：好きなものは何か②

教師 A

3

2016/9/21

テーマの検討：なぜ好きなのか①

教師 A

4

2016/9/22

テーマの検討：なぜ好きなのか②

教師 A
教師 A

5
6

7
8

9

2016/9/23

テーマの検討：テーマと自分との関係

2016/9/27

動機文第 1 稿提出

2016/9/29

動機文第 1 稿検討：テーマと自分との関係について考える①

2016/10/3

動機文第 2 稿提出

2016/10/5

オンラインでお互いの動機文にコメントする

2016/10/6

動機文第 2 稿検討：テーマと自分との関係について考える②

2016/10/10

動機文第 3 稿提出

2016/10/13

動機文第 3 稿検討：テーマと自分との関係について考える③

2016/10/17

動機文第 4 稿提出

2016/10/18

オンラインでお互いの動機文にコメントする

2016/10/20

動機文第 4 稿検討：テーマと自分との関係について考える④

2016/10/24

動機文第 5 稿提出

10 2016/10/27
2016/10/31
11 2016/11/3
2016/11/3
12 2016/11/10
2016/11/13
13 2016/11/17
2016/11/20
14 2016/11/24
2016/12/2
15 2016/12/6

動機文第 5 稿検討：テーマと自分との関係について考える⑤
動機文第 6 稿検討：テーマと自分との関係について考える⑥
対話活動のコンセプトと方法の説明

教師 B

教師 B
筆者
教師 B

対話第 1 稿提出
対話第 1 稿検討：対話相手と自己の意見の違い，共通点は何か①

筆者

対話第 2 稿提出
対話第 2 稿検討：対話相手と自己の意見の違い，共通点は何か②
結論についての説明

筆者

結論第 1 稿提出
結論第 1 稿検討：動機文，対話，結論に一貫性はあるか検討

教師 B

結論第 2 稿提出
レポートの評価基準の決定：レポートの評価基準を考える

2016/12/10

オンラインでお互いのレポートにコメントをする
オンラインでレポートを提出する

2017/1/31

筆者

動機文第 6 稿提出

2016/12/14
16 2016/12/15

教師 B

評価と各自のテーマ発表：皆で決めた評価基準をもとにコメントし，お互いのテー
マを共有する

筆者

教師 B
筆者

レポート集提出

4．2．分析の手順

する。さらに，
「防御性の弱まり」により，代替的
経験だと，防御性や学習への抵抗が生み出されにく
く，読者は実際の体験からよりも，より積極的に学

本分析では，主に学習者と教師の対話に焦点をあ

べると述べている。

てて分析をした。なお，分析の手順は以下のとおり

本稿では，記述にあたり，これら 3 つの説得的な

である。

理論的根拠に留意し，録画の文字化資料，実践記録

① データの精読：全 16 回の活動のうち，第 1 回，第

を用いて，読者に教室の場と状況を想起させる「豊

3 回，第 5 回の活動のビデオ録画を見直し，録画記

かで分厚い記述」
（メリアム，1998/2004，p. 349）を

録を文字化したものを読み直した。あわせて，分

目指した。

析対象活動の活動記録を読み込み，文字化の記録
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18

と活動記録から，学習者や教師の発言，活動で起
こった出来事を把握した。

教師 A：チューター D さんも本が好きです。教
師 B さん，本が好きですか。

19 教師 B：私も本が好きです。

② データの選択：読み込んだデータの中で，学習者

20 教師 A：本が好きです。ええと，それから，じゃ，

や教師の発言や反応，想定外の出来事に注目し，
類似する事例や対極する事例を抽出し，分類した

チューター E さんは本が好きですか。

上で分析を行った。

21

チューター E：はい，私も本好きです。

③データの提示：②の分析のプロセスで浮上した対

教師 A は，学習者が問いに答えられないのを見る

話のプロセスを顕著に示すデータを提示し，その

と，即座に問いかけの対象をチューターや教師 B に

特徴間の関係性を明らかにした。

切り替えた。結果として，これが文型や語彙の導入

④データの解釈・結論づけ：これらの分析を踏まえ，

につながった。以降，教師 A は，学習者が問いに答

学習者がどのような対話のプロセスを生成してい

えられない様子が見られるたびに，チューターや教

るのかを解釈し，結論づけた。

師 B に向けて問い，問答のモデルを示した。学習者
は，集中して教師 B とチューターの問答に耳をかた

5．分析結果

むけている様子だった。このような問答のモデル提
示の類似例は多々見られ，活動中，学習者の反応を

5．1．第 1 回の活動（2016 年 9 月 19 日）

見ながら，何度も繰り返し行われた。なお，教師 B
は，当初，活動に参加する予定はなかったが，教師

A のその場の判断により，急遽，チューターと共に

活動の始めは，自己紹介から始まった。
「はい，そ

活動に参加することになった。

れで，私は○○です。○，○，○，○，私は○○で
す。私の名前です。私の名前です。
（○○では教師 A
」
の氏名が，○○○○では，氏名が区切って発音され

事例 2：発言の修正

た。
）学習者達はじっと教師 A の話す日本語に耳を

25

傾けていた。これから何が行われるのだろうという

教師 A：学習者 F さんは？本好きですか。好き
ですか。
学習者 F：はい。私も本好きです。

期待に満ちあふれているように見えた。教師 A は，

26

おもむろに本を手に取り，
「はい。はい，ええと，そ

27 教師 A：はい，それから，じゃ。学習者 G さん，

れで，ここに，これ，なんですか。
」と学習者達に問

学習者 G さん本好きですか。私も，

いかけた。返答はない。すると，教師 A は，「本で

28

学習者 G：私も・・・

す，いいですか。
」と自身でその問いに答えた。そし

29

教師 A：本，

て，以下のようにまず，自身が本が好きであること

30 学習者 G：ほんこです。

を述べてから，チューターや教師 B に向かって何が

31

好きかを問いかけた。

32 学習者 G：・・・
33

事例 1：問答のモデル提示
16

教師 A：本好きですか。

34 学習者 G：すかです。

教 師 A： 本 が 好 き で す， 好 き で す。 え え と，

35

チューター D さん何が好きですか。
17

教師 A：本好きですか。好きですか。

教師 A：好きです。はい。学習者 H さんは本好
きですか。

チューター D：私は，私も本が好きです。

36
49
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37 教師 A：それから学習者 I さんは本好きですか。
38
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131 学習者 L：私はロック，ヘビーメタルが好きで

学習者 I：はい，私も本好きです。

す。

事例 1 のように，教師やチューターとの問答のモ

132 教師 A：あ，そうですか。ロックも，ヘビーメ

デルを示した後，教師 A は，学習者に本が好きかを

タルも好きです。はい。クラッシックはどうで

再び問いかけた。それに対して，学習者 F，H，I は，

すか。
133 学習者 L：好きです。

「私も本好きです。
」と答えることができた。学習者

134 教師 A：好きですか，あ，そうです。はい，皆

F，H，I は，教師 B とチューターが示した問答のモ
デルを理解し，上手く活用していることが分かる。

さんは，好きですね。音楽が好きですね。はい，

一方で，学習者 G は，教師 A より「本好きですか」

ええと，学習者 G さんは？

と問われるが，上手く答えられず，沈黙したり，
「す

135 学習者 G：私はロック，ジャズ好きです。

かです。
」と答えるなどしている。それを聞いて教師

136 教師 A：クラッシックも好きですか。

A は，「好きです。」と学習者 G の答えを言い直し，

137 学習者 G：はい。

次々と他の学習者にも「本好きですか。
」と問いかけ

138 教師 A：はい。クラッシックも好きですか。学

ていった。このように，教師 A は，学習者の発言に

習者 M さんは？

対して，追加で説明したり，練習をさせたりするこ

139 学習者 M：私はロック，クラッシック好きです。

となく，最低限の修正にとどめ，やりとりを進めて

140 教師 A：ジャズはどうですか。

いった。

141 学習者 M：私は，ジャズは，ありません。
142 教師 A：好きではありません。

事例 3：個人の嗜好の表出

143 学習者 M：好きではありません。

122 教師 A：僕はクラッシックが好きですね。ジャ

144 教師 A：あ，そうですか。学習者 M さんはジャ

ズも少し好きです。ロックは好きではありませ

ズは好きではありません。クラッシック，それ

ん。クラッシック，ジャズ，それからロック。

からロックが好きです。ジャズは好きではあり

学習者 J さんは，クラッシック，ジャズ，ロッ

ません。
このように，しばらく好きな音楽についてのやり

ク，何が好きですか。
123 学習者 J：私はクラッシック，ロックが好き。

とりが続き，学習者一人一人が自身の好きな音楽の

124 教師 A：ジャズも好きですか？あんまり？好き

ジャンルを述べていった。ジャズ，クラシック，ロッ
ク，ヘビーメタルなどが挙げられた。その中で，学

ではありません。好きではありません。
125 学習者 J：好きではありません。

習者 M は，
「私は，ジャズは，ありません。」と述べ

126 教師 A：オッケー，オッケー。それから，学習

た。学習者 M は，ジャズが好きではないことを伝え

者 K さんは？

たかったのだが，否定形が分からず，こう述べたと

127 学習者 K：クラッシックが大好き。

考えられる。教師 A はこれを受けて，「好きではあ

128 教師 A：クラッシックが大好き。はい。それか

りません。」と否定形を示すと，学習者 M はその表

ら？

現を繰り返した。さらに，教師 A は「あ，そうです

129 学習者 K：ジャズ。

か。学習者 M さんはジャズは好きではありません。

130 教師 A：ジャズも好き。はい，みんな好きです

クラッシック，それからロックが好きです。ジャズ
は好きではありません。」と述べ，「好きではありま

ね。ええと，学習者 L さんは？
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せん。
」という否定形を再度示し，確認している。ま

138 教師 A：何を読みますか。

た，事例 2 では，教師 A の「本好きですか。」（27）

139 学習者 L：私はファンタジー，

の問いに上手く答えられなかった学習者 G が，ここ

140 教師 A：あ，ファンタジーを読む。学習者 L さ

では，
「私はロック，ジャズ好きです。
」
（135）と答

んはファンタジーを読むことが好きです。どん

えられるようになっていることが分かる。教師 A の

なファンタジーですか。例えば？どんなファン
タジーですか。

「クラッシックも好きですか。
」という問いにも「は
い。
」
（137）と答えられている。学習者 G は，すぐに

141 学習者 L：私はハリーポッター，

は活用できなかった文型も，他の学習者と教師 A と

142 教師 A：あ，ハリーポッター。学習者 L さんはハ

のやりとりを聞いているうちに，その使い方を理解

リーポッターが好きです。どうしてハリーポッ

し，活用できるようになっていったと考えられる。

ターが好きですか。

また，それまでは，本が好きかどうかという限られ

143 学習者 L：気持ちがいい。

た内容だったが，事例 3 では，音楽のジャンルに限

144 教師 A：ハリーポッターは気持ちがいいです

定されてはいるが，どんな音楽に興味があるのかと

か。どうしてですか。

いうより具体的な個人の嗜好が垣間見られるように

145 学習者 L：私はハリーポッターが好きです。

なってきた。

146 教師 A：はい，ハリーポッターが好きです。ど
うしてハリーポッターが好きですか。

5．2．第 3 回の活動（2016 年 9 月 21 日）

147 学習者 L：どうして，楽しい。
148 教師 A：楽しい。ハリーポッターは楽しいです。
149 学習者 L：ハリーポッターは楽しいです。

第 1 回，第 2 回の活動では，
「好きなものは何か」と
いうトピックでクラス活動が行われた。教室では，

学習者 L はハリーポッターが好きであると述べて

学習者一人一人が自身の好きなものを語った。好き

いる。それに対して教師 A が，
「どうしてハリーポッ

なこととしては，友達や家族と旅行すること，旅行

ターが好きですか。」とたずねると，学習者 L は「気

の景色を描くこと，友達とバスケットボールをする

持ちがいい。」と表現した。それを受けて，教師 A

こととテレビで NBA のバスケットボールの選手を

は，「ハリーポッターは気持ちがいいですか。どう

見ること，飛行機で友達や家族と旅行すること，短

してですか。」と問うと，学習者 L は，
「私はハリー

いミステリーのストーリーを書くこと，歌をうたう

ポッターが好きです。」と応じた。ここでは，やりと

こと，夏に山で子ども達と遊ぶこと，フットボール，

りが堂々巡りをしていることが分かる。その後，教

映画，戦争と歴史の本を読むこと，本，動物と猫の

師 A が，再び，「どうしてハリーポッターが好きで

絵を描くこと等が挙げられた。第 3 回の活動では，

すか。」とたずねると，学習者 L は，戸惑ったように

なぜそのことが好きなのかを問われていくことにな

「どうして，楽しい。」と述べるに留まり，そこでや

る。学習者達は，その問いに戸惑いながらも，懸命

りとりは停滞した。

に答えようとしていた。

学習者 L は，繰り返し問われる「どうして」に
戸惑いながらも懸命に答えようとしていた。ここで

事例 4：やりとりの停滞

は，好きな理由を明確に述べることはできていない

136 教師 A：学習者 L さんは何が好きですか。

が，その理由として，「気持ちいい。」「楽しい。」と

137 学習者 L：私は読むこと，

いう自身の感情を表現することができている。他の
51
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学習者の場合も好きなことの理由を問われた際の応

るために媒介語がどうしても必要になる。本事例の

答として，
「楽しい。
」「気持ちいい。
」と述べる類似

類似例の一つとして，学習者 M が，短いミステリー

例は多々見られた。教師 A は，さらに「どうして」

を書くことが好きであると述べ，その理由として，
「黒の雰囲気があるから。」という表現をしたものが

と問うが，学習者 L と同様に，多数の学習者は戸惑
うばかりで，それ以上にやりとりには発展しない場

ある。「黒の雰囲気」という表現も「悪を知らない」

面が見られた。

という表現同様，どのような意味なのか，本人にし
か説明できない。そのような学習者固有の表現につ

事例 5：学習者固有の表現の表出

いての説明は，適宜，媒介語であるイタリア語でし

158 教師 A：さて，学習者 K さんは，学習者 K さん

てもらった。

は猫がいますね。名前を教えてください
159 学習者 K：レイ，レオ

事例 6：協働的に見いだされる言葉

160 教師 A：あ，レイとレオ。学習者 K さんの猫で

175 教師 A：はい，私に話してください。どうぞ。

す。はい，終わり。学習者 K さんは猫が好きで

どうして空手が好きですか。空手は，
176 学習者 J：空手は・・・

すか。
161 学習者 K：私は猫が好きです。

177 チューター T：Si può dire 深いことです。

162 教師 A：どうして，どうして猫が好きですか。

178 学習者 J：深い・・・

163 学習者 K：動物は悪を知りません。だから私は

179 教師 A：深い，深い。どうぞ。
180 学習者 J：Sì, che è qualcosa di profondo. 深い

猫が好きです。
164 教師 A：あ，難しいね。難しいですね。動物は，

ことです。

動物は悪を知らない，知りません。悪を知りま

181 教師 A：深いこと。あ，空手は深いこと。深いは

せん。学習者 K さん，イタリア語，イタリア語

深いこと。学習者 J さんは空手が好きです。ど

で短く，短く説明，話してください。

うして空手が好きですか。空手のふかあああい

学習者 K が「私は猫が好きです」と語ると，教師

ことが好きです。空手の深いことは何ですか。

A は，
「どうして，どうして猫が好きですか」とたず

Profondo? 深いこと。空手の深いこと。深いは

ねた。これは，学習者 K が事前に文章として書いて

profondo。空手分かりますね。空手のふかああ

きた内容でもあるが，
「動物は悪を知りません。だか

いこと何ですか。

ら私は猫が好きです。
」と述べている。これまでは，

182 学習者 M：心理？

教師 A の「どうして」という問いに対して，事例 5

183 教師 A：あ，心理！何ですか。

のような「気持ちがいい。
」
「楽しい。
」というシンプ

184 チューター Q：イタリア語で。

ルな学習者の発言が続いていた。ここで，学習者 K

185 学習者 M：Mentalità, pensiero.

からは，
「動物は悪を知りません。
」という学習者 M

教師 A は，学習者 J にどうして空手が好きかを問

固有の表現がなされた。
「動物は悪を知らない。」と

うと，学習者 J は，チューターの助けを借りながら，

いう表現の意味を教師 A は，学習者 K にイタリア語

「深い・・・」と述べた。教師 A は，「空手のふかあ

で説明させることによって，他の学習者達に共有さ

あいこと何ですか。」とさらにその意味を掘り下げ

せた。このように，独特の表現を使った意図は，本

て聞いている。それに対して，学習者 M が，辞書で

人にしか分からない。そのため，その意図を説明す

調べながら「心理」という語彙を示し，助け船を出
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している。教師 A に心理の意味を問われると，学習

れていった。さらに，その表現の一部は，他の学習

者 M は「Mentalità, pensiero」
（精神性，思考，心理）

者にも共有されていくプロセスも垣間見られた。

と述べた。チューターと学習者 M の二人は，学習者

5．3 第 5 回の活動（2016 年 9 月 23 日）

J のテーマを理解していたため，テーマに沿う表現
を提案することができている。このように，協働的
に見いだされた「深い心理」という言葉は，その後，

第 5 回の活動では，一人一人のテーマをほりさげ

学習者 J のレポートのキーワードになっていった。

ていくやりとりが行われた。本活動では，テーマが
当人にとってどんな意味があるのかを追及していく

事例 7：表現の共有

ことになる。

203 教師 A：深い心理なんですか。難しいですね。

教師 A は，5 回までの活動の中で，何度も同じよ

学習者 H さん，バスケットボールも深い，深い

うなやりとりを繰り返してきた。教師 A も学習者も

ことですか。

お互いの発話の意図を理解できず，やりとりがかみ

204 学習者 H：はい。Gioco di squadra... ？

あわないことも多々あった。ぎごちないやりとりが

205 チューター T：チームワーク，forse?

続くこともあった。教室では，常に緊迫した空気が

206 チューター Q：チームワーク。

流れていた。それは，教師 A が学習者が何が言いた

207 学習者 H：チームワークは深いです。

いのかを理解しようとし，学習者一人一人が教師 A

教師 A は，学習者 J の使った「深い」という言葉

の問いに答えようと，自身のテーマを真剣に考えて

を用いて，学習者 H のテーマに関連付け，
「バスケッ

いたからだと言える。テーマとの関係は，学習者一

トボールも深いことですか。
」と聞いている。する

人一人の中にあり，教師はその答えを握っているわ

と，学習者 H は「はい，Gioco di squadra...?（チー

けではない。第 5 回の活動で教師 A は，それが何な

ムプレイ，チームワーク…？）
」
「チームワークは深

のかを，引き出し，その意味を問うていく。

いです。
」と「深い」という言葉を用いて，バスケッ
トボールにおける人間関係の深さについて言及して

事例 8：思考を深める問い

いる。ここでは，学習者 J が用いた「深い」という

41

学習者 I：私達は，

言葉の使い方が，他の学習者にも共有されていった

42

教師 A：私達は？

ことが見て取れる。このように，ある学習者が使っ

43 学習者 I：音楽を聞きます，そして私達は星で見

た表現が他の学習者に用いられる類似例は他にも多

ます。

く見られた。他者の語りに耳を傾け，その意味を理

44

解した上で，実際の活用につなげていると考えられ

教師 A：音楽を聞きます，それから星，星を見
ます。

る。
学習者達は，教師 A のテーマに関する「どうし

45

学習者 I：星は楽しいです。

46

教師 A：星は楽しいです。テーマは何ですか。

て」という問いに懸命に答えていった。最初のうち

星？

は，その答えとして，
「楽しい」
「気持ちいい」とい

47 学習者 I：はい。星・・・

うシンプルな感情を表す表現が示されることが続い

48

たが，その後，
「動物は悪を知らない」
「空手は深い

49 学習者 I：を見ること。

心理」といった固有性のある言葉も協働的に表現さ

50
53

教師 A：を見ること？

教師 A：星を見ることは，星を見ることは学習
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者 I さんにとって，ちょっと難しいね。星を見

83

学習者 J：空手は，

ることは学習者 I さんにとって

84

教師 A：私にとって。どうぞ。

何ですか。

85 学習者 J：空手は私のスポーツです。

（中略）
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教師 A：テーマは？

86

59 学習者 I：テーマは星です。
60
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教師 A：じゃあ，その星を見ることは

教師 A：空手は？

87 学習者 J：空手は私のスポーツです。
88

あなた

にとって何ですか。星を見ること。

教師 A：はい，私のスポーツです。いいですよ。
はい，どうぞ。

61

学習者 I：星を見ることは，

89

学習者 J：私は空手を始めした。

62

教師 A：私にとって

90

教師 A：始めました。

63 学習者 I：私にとってテーマです。

91 学習者 J：始めました，7 年前。

教師 A：テーマです，はい。じゃあ，そのテー

92

マは何ですか。

93 学習者 J：7 年前。

65

学習者 I：私のテーマは星を見ることです。

94

66

教師 A：星を見ることは，テーマは何ですか。

95 学習者 J：初めに基本を学びました。基本。

どんなテーマですか。どんな気持，

96

64

67 学習者 I：星は楽しいです。
68

教師 A：それから？

98

教師 A：基本を学びました，はい。

教師 A：難しいね。どうぞ。基本と型と組手
を？学びました。

教師 A：なぜ，なぜ面白いですか。

99 学習者 J：学びました。Come si dice praticare?

71 学習者 I：きれいですから。
72

教師 A：はい，はい，ありがとう。いいですよ。

97 学習者 J：今，基本と型と組手と，

69 学習者 I：そして星は面白いです。
70

教師 A：ちょっと待って，いつですか。7 年前？

100 教師 A：練習？ Pratica? 練習？

教師 A：きれい。もっともっと深く。

101 学習者 J：練習。
102 教師 A：練習しました。

教師 A は，
「星を見ることは学習者 I さんにとっ
て何ですか。
」とたずねた。しかし，学習者 I は，そ

103 学習者 J：練習しました。

の問いに対して「星は楽しいです。
」
「星は面白いで

104 教師 A：練習します？

す。
」
「きれい。
」と述べている。5．2．でも述べたよ

105 学習者 J：練習します。私は空手が大好きです。

うに，上記のような発言は典型的なものである。教

深い心理か・・・

師 A は，その発言に満足せず，
「もっともっと深く」

106 教師 A：深い心理があります。

と述べ，より深く考えるよううながしている。星を

107 学習者 J：あります。

見ることは自分にとって何かという問い自体が難し

108 教師 A：心理は何ですか。

い。ここでは，テーマと自分との関係を語ることが

109 学習者 M：Psicologia.

求められているが，学習者 I は，この段階では，そ

110 教師 B：Mentalità.

の答えを見いだせてはいない。

111 教師 A：あ，本当？そうですか。心理は何です
か，イタリア語で。

事例 9：テーマと自分との関係の一部の表出
82

112 学習者 J：Mentalità.

教師 A：空手。空手はどうですか。空手。あな

113 教師 A：はい，深い心理があります。

たにとって空手は何ですか。

114 学習者 J：深い心理あります。
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195 教師 A：はい，その通り。Bravo!

次に教師 A は，学習者 J に「あなたにとって空手
は何ですか。
」と問いかけている。学習者 J は，
「空手

教師 A は，学習者 I に「あなたにとって星は何で

は私のスポーツです。
」と述べ，7 年前から始めたこ

すか。」とたずねている。学習者 I には，事例 8 で示

と，初めに基本を学んだことを語った。そして，深

したように，既にこの問いを投げかけていたが，そ

い心理があるから空手が好きであると語った。ここ

の際には答えられなかった。教師 A が，再びその問

で学習者 J は，単に空手を学んできたという事実を

いを投げかけると，学習者 I は，
「私は星を見ること

語るだけではなく，
「深い心理」があるから好きであ

が，いい，命，気持ち。」と答えた。教師 A が「命？」

ると自身の空手に対する意味づけを語っている。こ

と聞くと，「Mi sento vivo? 私たちは，No，私は気

の「深い心理」という言葉は，事例 6 で示したよう

持ちの命です。空を見ます。」と説明した。それに

に，チューターや他の学習者の助けを借りながら見

対して，教師 A が「大切ですか？」と聞くと，学習

つけた表現であるが，事例 10 では，自分の言葉とし

者 I は「大切じゃない。」とし，
「命。Life, vivo. Feel

て用いていることが分かる。空手について，他の学

alive.」と自身の言おうとしていることを述べた。こ

習者が多用した「楽しい，面白い」といったシンプ

のように，学習者 I は，時に，教師 A の解釈を修正

ルな感情を示す表現ではなく，
「深い心理がありま

しながら，自身の述べたい内容を伝えようとしてい

す。
」という表現を用い，教師 A の問いであるテー

る。教師 A は，学習者 I の使った「命」という言葉

マと自分との関係についての答えの糸口を見出して

を活かし，「星を見ることは私にとって命です。」と

いることがうかがえる。

まとめた。学習者 I はその表現に納得し，
「私にとっ
て命です。」と繰り返すと，教師 A は，
「はい，その

事例 10：テーマと自分との関係の一部の表出

通り。Bravo! 」と賛同した。学習者 I は，今までに

184 教師 A：学習者 I さん，あなたにとって星は何

繰り返されてきた教師 A とのやりとりの中で，自身

ですか。

のテーマを深く考え，テーマと自分との関係の一部

185 学習者 I：私は，星を見ることが，いい，命，気

を表現することができた。今後，その意味をより深
く詳細に考えていくことになる。

持ち，
186 教師 A：命？
187 学習者 I：Mi sento vivo? 私達は，No，私は

このように，学習者は，自分の好きなこと，なぜ
そのことが好きなのか，テーマと自分との関係につ

気

いて考え，語った。語り始めると，語りたい内容が

持ちの命です。空を見ます。
188 教 師 A： と て も 大 切？ Importante? 大 切 で す

あふれてきて，それを表現するための複雑な文型や
語彙が次々と飛び出してくるといった感じであっ

か？
189 学習者 I：大切じゃない。

た。教師 A は，それを決して制限したりはしなかっ

190 教師 A：大切じゃない。命。

た。ゆえに，その都度，即興で対応することが迫ら

191 学習者 I：命。Life, vivo. Feel alive.

れた。教師 A が学習者の言葉に耳をかたむけ，その

192 教師 B：星を見ると生きていることを感じま

意味をすくいとり，表現へとつなげていくことの連
続であった。

す。
193 教師 A：あ，そうっか。それはちょっと難しい

本活動は，学ぶべき語彙や文型があらかじめ決め
られた予定調和的な活動とは全く異なる。教師の即

ね。星を見ることは私にとって命です。
194 学習者 I：私にとって命です。

興力，集中力がおおいに問われるものであるといえ
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る。学習者も教師も，何がおこるか分からないとい

定する能力を持つことが，ソクラテスの重要な役割

う緊張感に満ちていた。教師 A は，単なる語彙や文

として挙げられている。この比喩は，ソクラテスの

型を理解させるためのやりとりではなく，学習者一

問答が，対話相手の深遠に依拠し，その信念が暗黙

人一人の思惟が含まれたやりとりを産出する環境を

に含意する事柄の顕在化や対話相手自身に関連する

創り出していった。続く第 6 回以降の活動では，表 1

他の信念群との照合・修正などをその重要な部分と

で示したように，より深く学習者の思考に迫ってい

すること，そしてそのような対話相手の自らの信念

くことになる。学習者は少しずつ自身の言いたいこ

の再把握にソクラテスが積極的に関与していること

とを表現し，他者の言いたいことを理解しながら，

を明らかにしている。

自身のテーマを深めていく。それは基本的に自己と

本活動における対話のプロセスはこの産婆術に重

他者との対話によるやりとり，問答よって実現され

なる。
「ソクラテス自身の内には知が存在せず，対話

ていくものであった。この問答という用語をさかの

相手は彼から学ぶのでなく自らが探究すべきこと」

ぼると，ソクラテスの問答法にいきつく。問答法は，

とあるように，本活動においても，教師の内にある

産婆術とも呼ばれる。産婆術は，対話を通して哲学

知ではなく，学習者自身が知を探求する必要があ

的探求を行う方法である。中畑（1998）は，産婆術

る。学習者の考えていることは学習者当人にしか分

について以下のように説明している。産婆術とはソ

からない。本活動では，学習者一人一人の知に迫っ

クラテスの営みに対してプラトンの与えた比喩であ

ていく。そのため，教科書のようにあらかじめ学ぶ

る。プラトンの後期対話篇『テアイトス』において，

べき内容が規定されている授業とは様相が全く異な

登場人物のソクラテスは，彼がしばしば用いる思考

る。学習者が語った内容をもとに，教師は問いを重

活動の妊娠・出産的表象を利用しつつ，対話問答に

ねていくことになる。一方で，学習者は，テーマと自

おける自らの役割を産婆のそれに喩えている。ここ

分との関係，そのテーマが自分にとってどんな意味

でソクラテスが念頭においている産婆とは，(a) 自

があるのかが問われ続ける。また，
「対話相手の探究

分自身は妊娠していない，(b) 相手の妊娠の有無を

のプロセスや思考の形成においてソクラテスが，協

判別する，(c) 妊娠に陣痛を起こしたり和らげたり

力者，介添え役としての役割を果たす」とあるよう

する，また困難な出産を助けたり，流産させたりす

に，本活動において教師 A は，学習者の考えている

る，(d) 結婚において最良の男女の組み合わせとな

ことを明らかにするために，時に，語りの内容を照

るよう媒介者となる，などの特徴と役割を持つ。こ

合，修正をしながら問いを重ね続けた。この問答の

れらの産婆の形象は，
（(a) に対応して）ソクラテス

プロセスは予め決められた問いや答えではなく，即

自身の内には知が存在せず，対話相手は彼から学ぶ

興的に形成されていった。学習者はその問いをきっ

のでなく自らが探究すべきこと，他方で（(b)(c) に

かけに，自身の考えていることを探求し，表現して

応じて）対話相手の探究のプロセスや思考の形成に

いった。教師 A は，学習者の思考のプロセスの形成

おいてソクラテスが，協力者，介添え役としての役

の介添え役として関わり，学習者は，答えを自ら探

割を果たすこと，などを比喩的に告げている。また，

求し，思考することが求められた。このように予定

（(d) を通じて）ソクラテスがその思考過程に介添え

調和的ではない問答のプロセスが活動全体に緊張感
を生み出していたと考えられる。

しない（値しない）相手とその教育との関係につい
ても示唆をあたえるとする。さらに以上の産婆との
対応に加えて，(e) 相手の考察結果の審議を識別・鑑
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6．結論

様々な活動参加者からの問いかけや助言により，学
習者は徐々にテーマと自分との関係の一部を表現で
きるようになっていった。

本稿では，初級の日本語学習者を対象とし，対話
を軸とした活動型の実践をもとに，教室内でどのよ

初級前半の学習者を対象とした本活動の特徴とし

うなのプロセスが生成されたのかを示し，対話の理

ては，明示的な文法説明をせずに，何度も繰り返さ

念と実践を結ぶ活動型日本語教育のあり方，意義を

れるやりとりの中で言葉の意味を理解させ，活用に

示すことを目的とした。分析からは，次のようなプ

つなげていくこと，さらに，学習者の語る内容を制

ロセスが確認できた。教師 A は，臨機応変に問答の

限せずに自由に語れる場を保証すること，考えを深

モデルを提示することにより，学習者が問いを理解

めるための問いかけをし続けることが挙げられる。

し，問いに答えるための文型や語彙を導入していっ

そのことにより，少しずつ学習者の思考が表現され

た。また，学習者が上手く発話できない際には，明

ていく。これが活動型日本語教育の意義であると言

示的な文法説明はぜずに，やりとりの中で学習者の

える。

理解をうながしていった。また，何度も繰り返され

また，学習者は，自身の言いたいことを伝えるた

るやりとりの中で，徐々に学習者一人一人の嗜好が

めに Google 翻訳や辞書を使うなどして，未習の語

浮かび上がってきた。それに伴い，学習者の使用

彙や文法であっても積極的に活用していた。そのた

する語彙や文型が広がりを見せていったが，教師 A

め，学習者は，日本語に関する情報がゼロ，知識が

はそれらをとりあげて説明することなく，繰り返さ

ゼロというような一般的にゼロビギナーといわれる

れるやり取りを通して，その意味を理解させていっ

学習者とは異なる様相を呈した。この初級／ゼロビ

た。このようなプロセスを通して，学習者は少しず

ギナーという設定は，教師によって規定されたもの

つ，他者の言いたいことを理解し，自身の言いたい

にすぎない。教師がこの初級，ゼロビギナーへの固

ことを表現できるようになっていった。一方で，教

定観念を取り払い，自由に語れる場を構築した時は

師 A の何度も繰り返されるなぜそのことが好きな

じめて，学習者は自由にことばを紡ぎだすことが可

のかという問いに答えられず，やりとりが停滞する

能になる。山口，長沼，木村，細川が述べた，人が

場面も多々みられた。しかし，教師 A は粘り強く

ことばを学び，対話することは思想を交換するため

問いかけ続け，学習者の思考を深める働きかけをし

であるという理念は，言語レベルによって制限され

ていった。学習者は，その働きかけに応じ，自身の

るべきでなはい。初級の日本語学習者であっても，

言いたいこと，それを表現するための言葉を探って

語る内容を制限せず，教師が介添え役となり，学習

いった。その言葉の中には学習者固有のものも多々

者の考えを表現へとつなげられたときにその理念は

あった。学習者固有の言葉の意味は用いた本人にし

実現される。しかし，それは，山口のように日本人

か分かり得ない。そのため，その意図を媒介語であ

の精神を植え付けるためのものとも，また，長沼メ

るイタリア語で説明してもらう場面も見られた。ま

ソッドのように場面認識による正確な文法や語彙の

た，学習者が，チューターや他の学習者の助けを借

習得を目的としたものとも異なる意味を持つ。学習

りながら抽象度の高い表現を活用し，その表現が教

者の思考の探求とそれを表現するためのことばの形

室内で共有されていくプロセスも垣間見られた。こ

成を実現するための場の構築が活動型日本語教育に

のように，テーマに関する介添え役の役割を果た

おいては重要になる。
一方で，学習者の語る内容が広がりを見せた時，

すのは，必ずしも教師に限定されるわけではない。
57

初級の日本語学習者と教師はどのように対話のプロセスを創出するのか

市嶋典子

日本語のみでのやりとりには限界が生じることが課

hdl.handle.net/2065/31790

題として明らかになった。学習者固有の表現や抽象

市嶋典子（2014）．
『日本語教育における評価と実践

度の高い内容が語られた際には，どうしても媒介語

研究 ― 対話的アセスメント：価値の衝突と

であるイタリア語が必要になる。本活動では，日本

共有のプロセス』ココ出版．

語，イタリア語，時には英語といったように，様々

金龍男（2012）．学習者として教師として ― 日本語

な言語が飛び交った。理解を深めるための言語とし

学習者のライフストーリーから．細川英雄，

て，母語，第二言語，外国語という制限を設けずに，

武一美（編）『初級からはじまる「活動型クラ

終始，やりとりが進められていった。その意味でも，

ス」 ― ことばの学びは学習者がつくる『み

日本語とイタリア語を解するチューターのの果たし

んなの日本語』を使った教科書・活動型クラ

た役割は大きい。介添え役としてのチューターの育

スを例に』
（pp. iii-viii）スリーエーネットワー

成が次回の活動への課題として挙げられる。

ク．

本活動は，15 名という比較的少人数で実施するこ

金龍男，武一美，古屋憲章（2010）．人と人の間にこ

とができた。また，媒介語を使用できる環境にあり，

とばが生まれるとき ― 教師自身による実践

チューターや他の教師も適宜，介添え役として参加

研究の意義『早稲田日本語教育学』7，25-42．

していた。このような環境にあったからこそ，実現

http://hdl.handle.net/2065/29805

できた活動であると言える。教師一人一人が教室で

木村宗男（1982）．
『日本語教授法 ― 研究と実践』凡

何を重視するのかによって，つくられる教育環境は

人社．

変わってくる。自身が置かれた環境に応じて，自身

木村宗男（1989）．日本語教育の歴史．木村宗男，阪

の理念を実現する活動を考えていく必要がある。ま

田雪子，窪田富男，川本喬（編）『日本語教授

た，今回の分析で明らかにすることができたのは，

法』（pp. 17-26）桜楓社．

教師と学習者の対話に限定されている。第 6 回の活

小島美智子（2012）．
『長沼メソッドに基づいた効

動以降，学習者同士の対話が見られ，回を重ねるご

果的な初級指導法 ― 新教科書『隨時隨地
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Exploring how the novice Japanese language learners and
teachers develop dialogue process
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Abstract
This study is to discuss about the principles and importance of the activity-based
Japanese language education which is for the beginners of Japanese language learners
though exploring the actual process of how the teachers and learners develop dialogue.
During its study of the activity-based Japanese language education, it critically examines respective approaches and methodologies of Mondouhou (a question and answer
dialogue) by Kiichiro Yamaguchi, Naoe Naganuma, and Muneo Kimura. Indeed, the Practical Studies activity witnessed the process of each learners idea gradually emerging
through repeated interactions while their vocabulary and sentence patterns increased.
The study suggests the following points as important points for the activity-based Japanese language education : to deepen understanding of vocabulary and grammar through
interactions without providing explicit grammatical explanation, to ensure the opportunity where the learner can talk freely without confining their conversion topics, and to
provide constant question to help their thought deepened. In addition, it emphasises the
importance of the activity-based Japanese language education.
Keywords: Mondouhou (a question and answer dialogue ), Kiichiro Yamaguchi, assimilationism, maieutic method,
Jissen-kenkyuu (Practitioner Research)
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