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論文 

意見として自己を物語るということ 

『意見を伝え合うコミュニケーション』の実践から 

えんどう ゆうこ*  

概要 

生活の中で意見や考えを述べる際，論理やアプローチのあり方には様々な様式

があるだろうが，日本語教育の場においてそれらが排除されている可能性がある。

本稿では，自己の経験や生い立ちを物語ることで意見を構築する意見述べが持つ

意義に関し調査した。その結果から，意見として自己を物語るということは，語

る自分に還元されていく語られる自分がいるということが示唆された。それを踏

まえ，特定の「モード」や思考・アプローチのあり方に限定されない意見述べの

重要性について指摘する。 

 

キーワード 

意見述べ，物語る，還元，重層的循環 

 

1．はじめに 

本稿は意見を述べるためにその意見を持つに至った自己の生い立ちや身に

起こった出来事を語ることについて調査したものである。 

近年，日本語教育のパラダイムがシフトし，ホリスティックな教育が期待

されるようになった1。日本語教育の実践において意見述べを行う場合も，

                                                                  
* 早稲田大学日本語教育研究センター（yukoendo@aoni.waseda.jp） 

1 パラダイムシフトに関し，細川（2003）は，日本語教育と日本事情の歴史的推移
を，60～70 年代には「何を」，80 年代は「どのように」，90 年代は「なぜ」教えるの
かに注目していると整理した上で，細川の論じてきた「個の文化」論は教育パラダイ
ムの転換をめざしたものであり，「学習者主体」の考え方も言語教育世界の枠組み自体
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よく使われる表現や文型，談話の構造を習得するといった方法を転換し，協

働による相互作用によって意見を明確にしていく活動が見られるようになっ

た2。 

教室での実践が，意見を伝える相手がその場にいるという状況へ変化した

ことは，意見の内容だけでなく，それを目の前にいる相手に具体的にどう伝

えるかということを捉え直す必要を迫ることを意味する。他者との関係性の

中で意見をどう伝えるかは，相手との距離の取り方や，自分をどう見せよう

とするかといったことも議論の射程に入ることになり，時には，意見を述べ

ることを控えるという選択もありうるだろう。常に理論武装することには収

斂されない。パラダイムシフトを受け，他者との関係性の中での意見述べの

実践は，より複雑な様相を呈しているのではないか。 

本稿はその様相のひとつを示し，思考やアプローチのあり方との関わりを

論じる。まず，これまでの日本語教育における意見述べに関して概観する。

そして，筆者が携わった実践で観察された意見述べについて示す。次にそれ

を踏まえて，その実践の中で学習者やクラス参加者がどのようなやりとりを

行っていたかを検証し，意見として自己を物語ることの意義について考える。

さらにその調査結果に考察を加え，筆者の見解を述べたい。 

本稿で言う意見述べとは，口頭による陳述も筆記による記述も含めて考え

ている。調査の対象である『意見を伝え合うコミュニケーション』という科

目は口頭の話し合いと記述の往還で意見を伝えていくように授業が構成され

ているので，口頭，筆記問わず，意見述べとして扱っていく。 

2．先行研究に見られる意見述べ 

意見述べに関しての先行研究は既に多くのものがある。ここではそれらを

                                                                                                                            
を大きく変化させるものとして位置づけられなければならないと論じている。また，
佐々木（2006）において，1960～70 年代の言語構造の理解と定着重視から 1980 年代
半ばにコミュニケーション・ニーズ重視へ，そして 1990 年代半ばからは社会的成員と
しての学習者重視へのパラダイムシフトが起こったとし，これからの日本語教育が構
成主義的教育観に立って実践されるべきと主張している。 

2 例えば，池田（2004）や細川（2007）など。 
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幾つかに分類して示し，どのような観点からの研究がされてきたかを整理す

る。 

先行研究として挙げられるのは，まず，意見を述べる際の談話構造や表現

形式が示されているものである。その中でもよく見られるのが，母語話者の

談話構造の特質を明らかにし，その特質を日本語学習者に対する教育の場で

活かそうとするものである。例えば，母語話者と非母語話者の意見述べに関

する型などの違いを報告したもの（李，2001；潘，2004；など3）や，

ACTFL-OPI の手法で得た談話データから日本語母語話者の特徴を示したも

の（荻原，齋藤，2010；長坂ほか，20054；など）である。また，日本人や

日本語学習者の文章構造や談話構造を分析した上で論理展開の方法を示し，

それに沿って意見を述べる指導法を提案するものがある（二通，2001；古

賀，青木，20125；など）。日本語学習用の教材については，木山ほか

（2006）で，12 冊の教材を分析し，「教科書で『意見述べ』を学習項目とし

て取り上げる場合，表現に着目して提示するものがほとんど」と報告されて

いる。これら先行研究が示していることは，意見述べに求められていること

は，談話構造や表現形式などの，ある型をモデルとして習得することだと言

                                                                  
3 李（2001）では，ディベート形式のロールプレイを用いた調査で，日本語母語話
者は韓国人学習者に比べ，相手と異なる意見を述べる場面で，自分の意見をストレー
トに表現する自己主張優先型より，相手配慮に重点を置く相手配慮型を好む傾向があ
り，具体例を述べることが多いとしている。潘（2004）によると，日本語母語話者は
反対意見を表明する際，暗示的な反対意見表明のストラテジーと共感期待型を多用し，
台湾人中国語母語話者は明示的で指摘型のストラテジーを多用する結果が見られたと
述べている。 

4 荻原，齋藤（2010）では，社会的な話題について意見を述べている日本語母語話
者と中国語・韓国語の超級・上級話者の OPI 談話データを分析して，日本語学習者が
抽象的に意見を述べられるようになるための指針を提案している。長坂ほか（2005）
は，日本語母語話者への OPI をもとにしたインタビューに見られる意見述べの内容と
手法の分析を行い，説得力を高める意見について考察している。 

5 二通（2001）は，アカデミック・ライティングの観点から，日本人学生と日本語
学習者の意見文の文章構造を比較した結果を考察し，論理展開の方法を示しそれに
沿って段落数をあらかじめ設定して書くという指導を提案している。古賀，青木
（2012）は，日本語学習者が自分の考えをスピーチ形式で説明したものの談話構造を分
析し，学習者が論理的に発話を組み立てるための指導法を提案するものである。 
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える。そしてこれらの研究は意見を述べる際の“型”がある程度明らかにさ

れるという一定の貢献があっただろう。 

このような“型”に関する研究の一方，「はじめに」でも触れたように日

本語教育のパラダイムシフトが起こり，意見そのもの，つまり意見の“中

身”をどう表出するかに焦点を当てたものが見られるようになった。田中ほ

か（2005）では，学習者が「自分の考えを相手に説得力を持ってわかりや

すく伝え合う」ことを目標としたクラスで，一学期間を幾つかの段階に分け，

クラス内の「やりとり」と各自の「ふりかえり」を生じさせることによって

考えが深まり明らかになると論証を試みている。細川，蒲谷（2008）では，

学習者が対話によって自分の考えをつかみ表現していく過程がクラス内の話

し合いの内容や担当者の振り返りコメントなどから具象として描かれる。こ

れらの教室での実践の様子や展開が見られる研究において，考えていること

をことばにしていく過程では周りの人々との対話が欠かせないものであるこ

とを実証している。さらに，意見の“中身”を表出する過程での担当者の役

割についても議論されており（高木ほか，2008；など），なかでも新井

（2006）がトゥールミンの理論モデルを援用し，主張の根拠を引き出す担当

者の働きかけを具体的かつ鋭く分析している。 

これらの研究には，意見を構成する“成分”に関する記述があるものが散

見される。文献によって用語は違えど，意見には核となる主張とその主張の

理由や主張を支える根拠または補強する成分があり，各々の成分の働きを明

らかにして，それらを網羅的に述べることを求めている（新井，2006；古

賀ほか，2012；など，両者とも前掲）。 

上述したように，現在まで意見述べに関し，“型”“中身”“成分”の面か

ら様々な研究がされている。しかしこれらの先行研究を見ると，意見述べが

相手にどのように働きかけ接近しようとするかというアプローチのあり方に

関する議論はあまり行われていないことが分かる。（ここで言うアプローチ

のあり方がどのようなことを表すかは 3．3 で述べる。）また，それと深く

関連するが，意見を述べることが当事者や周りの人にどんな影響を及ぼすか

を実証したものはほとんどない。日本語教育パラダイムがシフトしていく中

で，実践における意見述べがどのように実践参加者に影響するか（または，

意見述べとそのアプローチのあり方が実践参加者とどう関連するか）への関
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心は不可避のものであろうが，未だその議論は深まっておらず，今後，活発

な議論が期待される。 

3．意見述べの実践 

本章では筆者が担当した日本語教育の活動内容について説明し，その実践

で見られた，ある学習者の意見述べについて示す。 

3．1 実践の概要 

筆者は早稲田大学日本語教育研究センターで 2011 年春学期に開講された

『意見を伝え合うコミュニケーション』という科目をティームティーチング

で担当した。この科目は，意見交換やレポート執筆を通して，自分の考えや

意見を相手に伝え，相手の考えを理解すること，それにより自分の考えや意

見を振り返り見つめなおすことを目的にしており，コミュニケーション能力

を総合的に高めようとする上級レベル対象の科目である。 

この前身科目である『伝え合う日本語6』での意見述べに関して，福島，

金（2010）は次のように記述している。 

・ 自分の考えを他者に伝え，理解してもらうという「意見述べ」が活動の

中心である。意見を述べるということは，自分の経験や知識に基づく基

準によって，テーマについての考えを述べることである。理由・根拠を

示しながら，論理的に伝えなければ，相手の理解は得られない。そのた

め，説明するよりも相手に対してのコミュニケーション上の配慮や工夫

が必要となり，それは上級レベルの学習者が身につけるべきコミュニ

ケーション能力であると考えられる。 

・ 「意見述べ」には「コミュニケーション主体」の経験や知識に基づく考

えが表れる 

本調査が対象とする科目『意見を伝え合うコミュニケーション』はこのコ

ンセプトを引継いで実施している。 

                                                                  
6 2008 年～2010 年に早稲田大学日本語教育研究センターに設置された科目。2011

年に現在の「意見を伝え合うコミュニケーション」と科目名を変更している。 
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3．2 調査対象クラス概要 

『意見を伝え合うコミュニケーション』は週 3コマ7で筆者を含む 2名の講

師で担当し，（通常 1 学期は 15 週で編成されるが，当該学期は東日本大震

災の影響により変則的に）13 週，行われた。学習者は 7 名，日本人学生ボ

ランティア 5名8であった。 

1学期間の流れは， 

「テーマ探し→テーマ確定→レポート第 1 稿執筆→意見交換→レポー

ト第 2 稿執筆→意見交換→レポート最終稿執筆→投稿文執筆→意見

交換→投稿文完成，投稿→振り返り」 

となっている。各学習者が自分で関心のあるテーマを決め，それについてク

ラスで話し合いをしていくコミュニケーション活動の中で自分の考えや伝え

たいことを確定していく。そしてそれをレポートとして書き，書いたものに

ついて再度クラスで話し合いを重ねていく。話し合いの内容は学習者によっ

てコメントシートなどに記述もされる。最終稿はそれまでのコミュニケー

ション活動から得たものや自分での内省をもとに，3600～4800 字を目安に

書く。最終稿を完成したあとは，同テーマで web サイトへの投稿のために

400 字程度に凝縮した文章にまとめる。そして最後に活動全体の振り返りが

行われる。その間，常に活動の中心として学習者相互の意見述べが行われて

いる。 

3．3 本実践で見られた意見述べ 

本実践では，活動中，常に意見述べが行われているわけだが，その意見述

べの集大成としてレポート最終稿を書く。ここでは，ある学習者 A の書い

たレポート最終稿を観察し，学習者 Aの意見述べの仕方を見ていく。 

学習者 A の最終稿の構成は表 1 のようになっている。「はじめに」と「お

わりに」を除くと，自分の生い立ちや経験した出来事の話から各章をスター

トさせ，その後その話から導かれる考えが主張と結び付けて述べられるとい

う構成になっている。これは A のレポートの大きな特徴である。他の学習

者のレポートでも自分の考えを裏付けるものとして体験したことを書くこと

                                                                  
7 1コマは 90分 

8 ボランティア学生 5名は総数であり，各コマには 1～2名のボランティアが参加した。 
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は多く見られるが，主張を直接裏付けることや裏付けを補強するものとして

使われていることがほとんどである。その一方で，Aのレポートの生い立ち

や出来事の記述は自分の考えの根拠ではあるが，主張内容そのもの支えたり

裏付けたりする事象ではなく，そう考えるに至った経緯を語っている。つま

り自己の生い立ちや出来事を物語ることで，意見への道筋を辿っている。意

見を伝えるために，意見に至るまでの自己についてを物語っているのである。 

 

表 1 学習者 Aの最終レポート「後悔をしない人生」の構成 

章 タイトル 記述されている出来事・体験 体験から導く考え
1．はじめに （テーマを選んだ理由と主張）  
2．後悔の経験   
2.1  ニュージーラン
ドの学校 

10 歳で移民をし，12 歳までの中
学校で経験した人間関係について
の話 

→殻に閉じこもる
自分が作られた 

2.2 日本への留学 16 歳で日本留学を経験し，変化し
た自分についての話 

→大事な人との絆
の重要さに気づく

3．時間が限られてい
ることに気づいて 

自分らしく過ごせなかった経験，
祖父の死に関する出来事，現在の
日本滞在をどう過ごしているかな
どの話 

→限られた時間を
どう使うかに関す
る考え 

4．自分の周りを大切
にする 

大学入学のため来日してからの人
との過ごし方，かつての友人や恋
人との行き違いに関する体験の話

→友人や家族を大
切にすべきという
考え 

5．おわりに （まとめと主張）  

 

授業終盤に行った振り返りの時間で A のレポートに関して別の学習者 B

から以下のようなコメントがあった。 

B： 僕が好きなのは，毎回の段落が自分の話から始まるのが，ストー

リーみたいで・・うん，面白かった。 〔振り返り録音 0729より〕 

この B の発言に対し，その場にいたクラス参加者数名が同意するような

相槌を打っている。 

主張の根拠を補強するための断片的な体験談とは異なり，このレポートに

はストーリーとプロット9がある。表 1 の「記述されている出来事・体験」

                                                                  
9 E．M．フォースター（1994）によれば，「ストーリーを『時間の進行に従って事
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の欄がストーリーであり，「体験から導く考え」の欄がプロットにあたる。

それゆえ，意見を述べるレポートでありながら，物語的な記述であると解釈

できる。 

これはレポートの構成だけに見られることではなく，授業時間内の意見交

換などの活動でも観察されることだった。つまり，表 1 にある「記述され

ている出来事・体験」欄の内容は，意見交換などの活動時間に A がクラス

で語った内容であった。それは主張を直接証明する根拠であったり，客観性

や論理性などを重視した内容のものではなく，上に述べたように主張を持つ

に至った道筋を示すものである。Aは授業時間の中でも，意見を伝えるため

に自己を物語り，自己を物語りながら意見を導いていた。 

ブルーナー（1998）は「論理実証モード」と「物語モード」10という 2つ

の思考様式があり，それぞれが「経験を整序し現実を構築する特徴的な仕方

をもたらしている」と述べている。「論理実証モード」は，一般的な諸原因

とそれらの立証とを扱っており，証明可能な指示的意味を確実なものにし，

経験的真理を吟味するのに諸手続きを利用して，よい理論，簡潔な分析，論

理的証明，妥当な議論，理路整然とした仮説に導かれた経験的発見などをも

たらすのに適用される。他方「物語モード」は，みごとなストーリー，人の

心をひきつけるドラマ，信ずるに足る歴史的説明などをもたらし，人間（な

いしは人間風）の意図および行為，そしてそれらの成り行きを示す変転や帰

結を問題にすると言う（ブルーナー，同，pp. 19-20）。相手にどのように働

きかけ接近していくことで意見を伝えようとするかというアプローチのあり

方としても，この 2 つの思考様式が生起しうるなら，学習者 A の場合，「物

                                                                                                                            
件や出来事を語ったもの』と定義しました。プロットもストーリーと同じく，時間の
進行に従って出来事を語ったものですが，ただし，プロットは，それらの事件や出来
事の因果関係に重点が置かれます。つまり，「王様が死に，それから王妃が死んだ」と
いえばストーリーですが，「王様が死に，そして悲しみのために王妃が死んだ」といえ
ばプロットです。」「ストーリーなら，『それから？』と聞きます。プロットなら『な
ぜ？』と聞きます。」とある。 

10 田中一彦訳のブルーナー（1998）においては，それぞれの思考様式を「論理‐科
学的様式」「物語の様式」と訳されているが，ここでは，やまだ（2000）で使用されて
いる訳語を用いることにする。 
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語モード」の要素を多く包含すると考えることができる。 

こうしたことから，学習者 A のレポートや意見交換での意見述べは，思

考やアプローチのあり方として物語的な要素の高いものであったと言える。 

4．調査―意見として自己を物語る意義 

前章で示したような，自己を物語ることによって意見を導き構築するタイ

プの意見述べ（以下，物語的な意見述べ）は，これまで筆者が出遭った意見

述べとは異なるものだった。あるいは，意見述べには明示的な論理性や客観

性が求められるという固定観念が筆者にあったとも考えられる。 

そこで，意見として自己を物語ることが何を意味するのかを研究する第一

歩として，学習者 A のケースにおいて，意見として自己を物語る意義は何

かを調査する。そのために，二つの調査の課題を立てる。 

① A の自己を物語ることと意見を構築していくことの関係を分析する。 

② クラス参加者は Aの意見述べをどのように捉えているかを見る。 

次の 4．1 で①を，4．2 で②を，そして 4．3 で調査内容をまとめる。調

査資料として，Aのテーマについての意見交換や振り返りを録音した音声を

文字化したもの，Aのレポートについてクラス参加者が書いたコメントシー

ト類を使用する。資料中「A，B，C，D」は学習者，「ボ」は日本人学生ボ

ランティア，「担」は担当者を表し，（  ）内は筆者による補足である。 

4．1 意見を生きる 

4．1．1 出来事から意見を構築する 

学習者 A は自分の考えの芽が出てきた理由を幼少期からの自身を振り返

ることで語っていた。そしてある日の意見交換で，自分の一番伝えたいこと

を「後悔をしない人生とは，自分の周りにある人やものや時間などをできる

だけ大切にすることである。（書き込みシート 0627 より）」という一文で表

し，教室でその一文を導くことになった最近の出来事について語った。 

A： 今は，えーっと，何と言うかな，最近増えてきたのは，えーっと，

なんか最初東京に来たときは，たくさんいろんなところ行きたくて，

自分からちょっと遠いところに行きたかった。新宿とか大久保とか。

でも今は寮でプールを買って，小さいビニールのプール 
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担： プ－ル？え？ 

D： アハハ。 

A： そう，暑いからプールパーティーしたんですよ。（中略）水入れて，

なんか音楽もかけて。泳げないけど，それは，足だけ。（中略）夜

6 時以降になったら，やっぱりちょっと寒くなって，水には入れな

いから，じゃ，足だけ入って，音楽かけて，結構，いろんな人たし

か 20 人ぐらい来ました。（中略）びっくりしました。いっぱい人

が来て，で，昨日もスタッフの人達とどこか食べに行こうかって，

でもいっぱいだったから，そこがいっぱいだったから，じゃ，

えーっと，コンビニで何か買って，私のところに・・プールパー

ティー。ハハハ。（笑）また，足。足だけ入れて。すごく笑った。

昨日は最高の日でした。本当に。（中略）周り見たら，私の周りに

すごく面白い人がいるから。なんか，本当に遠く行かなくても自分

の近く見たら何でも・・。遠くへ行ってそこで楽しいことしても，

金もかかってしまうし，時間もかかってしまって，家帰ったら，

ちょっとなんか，うーん，まあ良かったけど，なんか満足はしてな

い。物足りない。でも，これ，昨日，本当にもう完璧な日だった。

どこも遠くも行ってないし，ただプール座って，ビール飲んで。 

   〔意見交換録音 0630より〕 

Aは，この時，日本へ来たばかりのころは愉しさを求めて観光スポットや

人が多く集まるところへ出掛けていたが，自分のごく近いところに幸せがあ

ると気付いたことを実生活での出来事とともに話している。 

このプールパーティーの話も含め，Aは自分の身に今起こっている出来事

が何を意味するのかを考え，その体験と自分の考え導いてきた意見を重ねて

考える。そして同時期に体験したことから自分の意見を構築している。 

A： （体験をしたことで）はっきりして，ああ，これがポイントだ。こ

れが私の考えが一つに向く感じで。なんか周りのことも・・そこに

向く。だから，うまくレポートにしたら，よく書ける。 

   〔振り返り録音 0630より〕 

このコメントからは自分の体験から自分が言いたいこと，意見が明確にな

り，「うまくレポートにしたら，よく書ける」という発言から，A 自身が納
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得した内容がレポートに表現されようとするのが分かる。こうして，「自分の

周りにある人やものや時間などをできるだけ大切にすること」という主張を

導いている。最終レポートに上述の一文は主張の軸として書かれ，「プールパー

ティー」の出来事も主張を導くための体験として表 1 で示した 3・4 章に書か

れている。このように出来事を語り，そこから意見を構築しているのである。 

4．1．2 意見の体現 

学習者 A は「大切にすれば後悔しない」と題した第 1 稿レポートで，「自

分の人生で周りのものを大切にすることが上手にできれば後悔のない人生を

過ごしていけるのではないか」（レポート①0605より）と書いている。この

レポートに関して意見交換を行っていた教室で，Aは留学中，国の友人や家

族との連絡をつい怠ってしまうことについて次のように話している。 

A： 友だちと家族と，あんまり日本にいたら連絡とらなくなってしまう

んですね。それが悪いと思います，自分が。それをずっと変えよう

としたんです。だから，あの，家族ともっと電話しようとしている

し，友だちともっと話そうとしているし。そうしてるし。なんか，

あー，土曜日は車のイベントに行って，で，私の友だちはそれ大好

きで，（中略）車のイベントに行っても友だちのこと思い出して，

そこに行って，こう，なんか，たくさんカメラとかビデオとか撮っ

たりしてたんですよ。それを友だちに送ったりとかしますし。（中

略）友だちを大切にするということ。私がそこに行きたかった理由

は，自分がそこまで行きたかったより，友だちがそれにすっごく興

味を持っていますから，私もまだ興味持ってますけど，その友だち

のために。 〔意見交換録音 0607より〕 

この録音データから，Aの「自分の人生で周りのものを大切にする」とい

う考えを A 自身がどのように体現しているかが分かる。つまり，A は車好

きの友人に「車のイベント」で撮った写真や映像を送るという行動を起こし

ているが，その行動は自分の考え・意見を体現していると解釈ができる。自

分の考えや意見を表現し，それを具体的に実生活で自分に起こっている出来

事と結び付けて語っているのである。 

別の日には，友人との連絡が疎かになることへの対策として次のように話

している。 
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C： 懐かしくなったら？ 

A： ああ，そういうときは，そうそう，そうするし。でも普通にただ

しゃべろうとしてる。うん，時間があるときとかね。で，ブログを

作った。 

ボ： おぉっ。 

C： 話し合って，いい意見だなと思ったから，ブログを作った。で，こ

れから書く。 〔意見交換録音 0623より〕 

この前週の意見交換の場で，遠く離れた友人との連絡にブログを作る方法

もあるというアイデアを得た A は，それを実行しようとしている。ボラン

ティアの「おぉっ」は前週の意見交換内容を覚えていての反応であり，実行

に移す Aに対する反応である。 

このように，周りの人を大切にすることのひとつとして，レポートを書く

時期と並行し，実生活において友人の喜びそうなものを届けたり友人と連絡

を取る手立てを作ろうと試みている。レポートを書くための意見ではなく，

意見を実生活で体現化する意識を持っていることが分かる。 

4．1．3 体験と意見の循環 

意見交換などの活動を経てレポートを完成したあと，Aは自分の活動の振

り返りの時間に次のようなコメントを述べている。 

A： 自分の生活でもいろいろなことがあって，嫌な時間とかいっぱい

あって，すっごい，このレポートのためにすごくいい考える時間に

なりました。なったと思います。そのあとは自分の周りを大切にし

ようと思うようになりました。そのプールパーティーとか，いろい

ろして，その時はこのレポートどおりに考えました。ハハハ。 

   〔振り返り録音 0729より〕 

このコメントにある「レポートどおりに考えた」は，出来事をとおして自

分が考え構築してきた意見を拠り所として判断したり考えを進めたりしてい

たことを意味している。このように 4．1．1 で示した，出来事から意見を

構築するということと，4．1．2 で示した，意見を体現するということが行

き来をしていて，それがまた体験となっていく過程が見られる。つまり，自

分の体験が意見を構築し，構築された意見に基づいて意思決定し，物語を進

めるという循環が表されている。 
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4．1．4 自己の選択への自信 

振り返りの時間で A は自分の過去を振り返って自分自身を分析し語って

きたことについて次のように話している。 

A： 自分自身について・・・自分の歴史，自分の過去をちょっと分析

して，なぜ自分はこういう人になったかが分かるようになりまし

た。（中略）そして自分のことをもっとよく分かって，あー，なん

か自分の選択したものとか自分の決意にもっと自信がついたと思

います。 〔振り返り録音 0729より〕 

この活動をしていた時期にも「いろいろなことがあって，嫌な時間とか

いっぱいあっ」た中で乗り越えてこられたのは，「このレポートどおりに考

え」て解決の仕方を選択してきたからであり，その選択をした自分に自信を

持つことができたと話している。自分の行動や選択はこれでいいのだと確信

を得ており，この活動を通して自己の選択に自信がついたと認識している。 

4．1．5 まとめ 

主に学習者 A のコメントから自己を物語ることと意見を構築していくこ

との関係を見てきた。そこでは体験を物語ることから意見を構築する過程，

意見を体現しようとする姿勢，体験と意見の循環，さらに自己の選択への自

信が観察できた。 

あるクラスメートは A のレポートや活動に関する振り返りとして以下の

ように述べている。 

C： （Aさんは）自分の考えていることを，それに沿って誠実に生きて

いるかなと思います。 〔振り返り録音 0729より〕 

このクラスメート C は，A が考えていることを聞き，その考えをレポー

ト内のみの意見，あるいはレポートを書くための活動内のみの意見として捉

えるのではなく，その考えに沿って A が生きていると認識している。そし

て，その A の姿勢を「誠実」と評価している。前項までの調査で観察でき

た A 自身の意見構築，意見体現，その循環は C によってこのように表現さ

れたと言えるのではないだろうか。ここでは，Cのことばを受けて，Aは自

分の考えていることを，つまり意見を「生きている」と表したい。 

以上をまとめると，Aは自分の意見を生きていたこと，そしてそれが自分

自身の選択に自信をもたらし，物語を進めていたと言える。自分の意見を生
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きるという，ある種，重い責任を伴う意見述べが展開されていたことになる

だろう。 

4．2 周りは「共感」 

ここでは調査課題②「クラス参加者は A の意見述べやレポートについて

どのように捉えていたのだろうか」について述べる。 

Aのレポートや意見の述べ方に対するクラスメートやボランティア，担当

者のコメントやシート類への記入を見ると，「共感」ということばが多いこ

とが分かる。以下にそれを挙げる。下線は筆者による。 

・ 自分の大きな影響を与えた人こそが大切にすべき相手ではないかという

考え方にすごく共感します。 〔Cさん記述コメント 0704〕 

・ やはり人間としては遠い未来をみられないわけであったからこそ，

「今」だけを大切にすれば，何よりだと共感している。 

  〔Dさん記述コメント 0705より〕 

・ Aさんの考えには共感できることがとても多くて，私自身も自分の経験

や近くにいる人を大切にする気持ちを再確認するような心情でレポート

を読みました。 〔担当者記述コメント 0707より〕 

C： 3つ目（の章）がやっぱり僕が一番共感できるところだと思います。

今となって 3 つ目の段階では，もう自分が，なんていう，自分が

後悔しないように努力しているかどうかじゃなくて，もう既にそ

れに気付いて，これからどうやって自分なりの時間を大切にして，

後悔しないように努力を見出せるか，それが 3 つ目だと思います。

で，個人的にこの 3つ目がすごく共感できることです。 

  〔振り返り録音 0729より〕 

D： なんか最初レポートで読んで，とてもいいと思いました。で，最終

レポート読んだら，読んだら内容も深く，増えていまして，流れも

とてもいいと思います。共感できる部分もありますので。 

   〔振り返り録音 0729より〕 

ボ： Aさんのテーマ，考え方として，僕もすごい共感するというか，僕

もこういう考えをしようと思っているところがあるんで，すごい面

白いなあと思いながら毎回話に参加させてもらってました。 

   〔振り返り録音 0729より〕 
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このように A のテーマや意見述べに対して，「共感」ということばを使っ

て感想を表す様子が多く見られた。本実践では A 以外に学習者が 6 名いた

が，別の学習者のテーマに関しては見られなかった反応である。賛成か反対

か，あるいはそのテーマに関する自分の意見を述べることで応じるのではな

く，担当者コメントの「私自身も自分の経験や近くにいる人を大切にする気

持ちを再確認するような心情」や，ボランティア学生の「僕もこういう考え

をしようと思っている」のように，自分の体験・心情や自分の考えと同一視

するかのような反応が見られる。 

これに関連し，牧野（2008，p. 162）では，「明示的論理」と「暗示的論

理」のある文章に対する二つの情動反応について研究している。それによる

と明示的論理があるスピーチは聞いている人の情動11に訴える効果があり，

聞き手はあくまでの第三者の視点から情動反応を示した。しかし暗示的論理

のあるスピーチを聞いた人は「共感できた」という表現に象徴されるように，

話し手と自分を同一化して聞いていたという。明示的論理があるスピーチは

「聞き手の直情に訴える方略であるのに対して」，暗示的論理のスピーチは

「話し手の情動を聞き手が疑似体験するように導く方略である」とある。 

『意見を伝え合うコミュニケーション』でクラス参加者は学習者 A の意見

述べやレポートから「疑似体験」を起こし，「共感」を示した可能性は十分

あろう。 

4．3 調査結果 

以上のことから，本実践に見られた，意見として自己を物語る意義につい

てまとめる。 

1 点目は，物語的な意見述べをすることで，当事者はその意見を生きてい

た。それは，本実践の学習者は自分の構築しようとする意見を拠り所に実生

活で行動したり，自分の身に起こる出来事から意見を構築したりすることで

あり，その循環が新たに物語を進めていくことである。 

2 点目として，周りの人々（この実践の場合はクラス参加者）は物語的な意

見述べに対して自分と同一視するかのように「共感」を示すということである。 

                                                                  
11 ここで言う「情動」については，「情動とは悲しみ，怒り，恐れ，罪悪感，幸福感，
誇り，同情，哀れみ，敬意など，聞き手の情動を刺激する効果の総称である」とある。 
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5．考察 

これまで述べたように，筆者の実践では自分の構築しようとする意見が実

生活の行為・行動となってあらわれ，意見を生き，周りからの共感や自己の

選択への自信など肯定的な反響を得て新たな物語を生んでいたことが明らか

となった。意見が自己の行為へ還元されていき，それが物語となっていくの

である。物語的な意見述べは自己の行為への還元が起きやすいと言ってもよ

い。換言すれば，意見として自己を物語るということは，語る自分に還元さ

れていく語られる自分がいるということなのだ。 

ここで強調しておきたいのは，このような還元は自分の意見を伝えようと

する実践であるからこそ生じたということである。本調査において意見交換

の場では学習者 A の発話資料を中心に示したが，実際には他のクラス参加

者との対話も多く行われている。対話ではクラスメートやボランティア学生

から自分の考えを明確にするヒントを得たり，相互に納得できることばの選

択や意味づけをしていく様子が見られ，また，互いの考えの異なりを埋めた

り理解したりする発話も見られた。それは周りの人と論理を共有する過程で

ある。論理の共有においては前述の「論理実証モード」が主に働いていたと

考える。つまり，学習者 A のテーマの意見述べは，「論理実証モード」と

「物語モード」が行き来して進められていたことになる。この行き来があり，

モードの相互作用があったから，論理を共有して他者に認められた意見が構

築され，構築された意見が自己の行為を規定し，それが新たな自分の物語を

生む。このように意見を表出していく過程では自己と他者の対話の循環，意

見と行為の循環，モードの循環といった重層的循環があった。その重層的循

環はライフストーリーや自分史を中心に据えた言語活動からとは異なり，意

見や考えを伝えることを主眼とした実践ゆえに顕在化して生じたものであり，

そこに固有性があると筆者は考えている。上述した「語る自分に還元されて

いく語られる自分がいる」のは意見を伝えようとしたときに立ち現われてき

た物語論であり，意見として語られた内容が自己を取り込むという重責を伴

う物語論でもある。しかし同時に，その人の生き方を包み込んだ意見であり，

「真理性」と「迫真性」（ブルーナー，1998）との両者を兼ね備えるという

大きな挑戦の中にある意見述べである。 
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ブルーナー（同）は，「論理実証モード」と「物語モード」のどちらか一

方に「事を全部負担させておいて他方を無視しようとしたりする試みは，必

ずや思考の豊かな多様性を捉えそこなうことになる」と述べている。意見や

考えを述べるのは改まった場面においてだけでなく，むしろ日常的に頻繁に

行っていることであり，そのときの論理のあり方や受け手へのアプローチの

あり方は様々であろう。そこにある「思考の豊かな多様性」を日本語教育の

実践において排除してはならない。それを排除して，そこで表出された意見

についてだけを問題にすることはできない。その人がどんな“型”“中身”

“成分”を創造するかは，思考やアプローチのあり方が深く関わり，不可分

に現れるのだから。すなわち，一つの「モード」（または「論理実証モー

ド」と「物語モード」の 2 つのモード）のみを，あるいはまた，限定した

思考・アプローチのあり方を前提としない意見述べが意見述べとして位置づ

けられるべきであろう。そうすることが言語の習得のみを目的としない，例

えば，当事者の生き方を包み込み，周りを「共感」に導くような意見述べの

実践を生むことになる。それが，「思考の豊かな多様性」を培う言語教育の

あり方を模索し，パラダイムシフト後の言語教育をめぐる一つの視点につな

がると考えるからである。 

6．今後に向けて 

本稿では筆者自身が携わった実践からわき上がった疑問をもとに調査を

行ったが，この調査を通して見えてきた今後の課題として挙げられるのが，

周りの人々は「共感」ということばを多く発しているが，意見の受け手が論

理的だと納得や同意することと，自己と同一視して共感を呼ぶことにはどの

ような違いがあるのかを詳しく検証する必要があるということだ。 

更に，本調査は意見述べの一つのケースを検証したに過ぎない。今後は意

見述べに限定せず，実践参加者の思考・アプローチの多様なあり方と，そこ

に表出されるものの関係を実践の場で探究していきたい。 

 

文献 

新井久容（2006）．学習者の主張と「根拠データ」『講座日本語教育』42． 



第 2部 実践 

280 

李善雅（2001）．議論の場における言語行動―日本語母語話者と韓国人学

習者の相違『日本語教育』111． 

池田玲子（2004）．日本語学習における学習者同士の相互助言『日本語学』

23． 

荻原雅佳子，齋藤眞理子（2010）．意見述べにおける抽象性―その表れ方

と教育への指針『日本語 OPI研究会 20周年記念論文集・報告書』日

本語 OPI研究会． 

木山登茂子，長坂水晶，木田真理（2006）．上級日本語話者のための意見の

述べ方に関する授業―内容と手法に注目した指導の実践『日本語教

育』131． 

古賀万紀子，青木優子（2012）．論理的表現力育成のためのスピーチ指導

―韓国人中級日本語学習者を対象に『早稲田日本語教育学』11． 

佐々木倫子（2006）．パラダイムシフト再考．国立国語研究所（編）『日本

語教育の新たな文脈―学習環境，接触場面，コミュニケーションの

多様性』． 

高木美嘉，金東奎，須賀和歌子，田中美樹，津村奈央，蒲谷宏（2008）．コ

ミュニケーション活動型クラスにおける教師の役割『待遇コミュニ

ケーション研究』5． 

田中奈央，金東奎，須賀和歌子，高木美嘉，田中美樹，蒲谷宏（2005）．コ

ミュニケーション活動型授業に関する考察―日本語 5B・6B にお

ける実践から『講座日本語教育』41． 

長坂水晶，木田真理，木山登茂子（2005）．日本語母語話者の意思表明―

OPI にもとづいたインタビューにおける意見述べの分析（第 29 回日

本言語文化学研究会発表要旨）『言語文化と日本語教育』29． 

二通信子（2001）．アカデミック・ライティング教育の課題―日本人学生

及び日本語学習者の意見文の文章構造の分析から『北海学園大学学園

論集』110． 

潘雪霓（2004）．『討論場面における反対意見表明と調整ストラテジーに関

する考察―日・台の比較を通して』お茶の水女子大学大学院修士論

文． 

フォースター，E．M．（1994）．『小説の諸相』みすず書房． 



『言語文化教育研究』11（2013） 

281 

福島恵美子，金東奎（2010）．コミュニケーション活動型授業についての一

考察―早稲田大学日本語教育研究センター「伝え合う日本語 7」の

「意見述べ」と「投稿」を中心に『待遇コミュニケーション研究』7． 

ブルーナー・ジェローナ（1998）．田中一彦訳『可能世界の心理』みすず書

房 

細川英雄（2003）．「個の文化」再論―日本語教育における言語文化教育

の意味と課題『21世紀の「日本事情」』5． 

細川英雄（編）（2007）．『考えるための日本語〔実践編〕』明石出版． 

細川英雄，蒲谷宏（編）（2008）．『日本語教師のための「活動型」授業の手

引き―内容中心・コミュニケーション活動のすすめ』スリーエー

ネットワーク． 

牧野由香里（2008）．『「議論」のデザイン―メッセージとメディアをつな

ぐカリキュラム』ひつじ書房． 

やまだようこ（2000）．人生を物語ることの意味―ライフストーリーの心

理学『人生を物語る―生成のライフストーリー』ミネルヴァ書房． 

 

謝辞：筆者の固定観念を揺り動かす実践へ導いてくださったティームティーチン

グのとも，福島恵美子さんに心より感謝を申し上げます。 



© 2013 本書の一部または全部について，著作者から承諾を得ずに複写・複製・転載す
ることは，著作権法上での例外を除き，禁じられています。 

編集委員（50音順） 

牛窪隆太（特集号編集代表），佐藤貴仁，田中里奈，張珍華，古屋憲章，山

本晋也 

 

 

査読協力者（50音順） 

市嶋典子，牛窪隆太，佐藤貴仁，塩谷奈緒子，牲川波都季，田中里奈，張珍

華，鄭京姫，古屋憲章，三代純平，山本冴里，山本晋也 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言語文化教育研究 第 11巻 
特集号「言語文化教育の思想」 

発 行 日 2013年 3月 26日 

編集責任者 細川英雄 

発行・編集 早稲田大学日本語教育研究センター 言語文化教育研究会 

 〒169-8050東京都新宿区西早稲田 1-7-14-705 

 http://gbkk.jpn.org/ 

Ｄ Ｔ Ｐ ケイ商店 




