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【論文】 

アニメ視聴を契機とした日本語習得を通した 

発話キャラクタの獲得過程に関する事例研究 

フランス移民二世 Cの語りの質的分析から 

 

山元 淑乃* 

（琉球大学国際教育センター） 

 

概要 

本研究の目的は，アニメで日本語を習得した学習者が，日本語で表現する人物像（以下，

発話キャラクタ）を，どのような背景と過程によって獲得したかについて，探索的な分析

を試みることである。そのため，幼少期から日本のアニメを長時間視聴することで日本語

を習得し，日本語と母語で異なる発話キャラクタを演出していると判断されたフランス人

日本語学習者Cについて，その日本語学習についての語りを，質的に分析した。分析と考

察の結果，C の発話キャラクタ獲得の背景に，フランス（西洋）と日本（東洋）という対

照が見いだされた。そしてCの日本語習得の過程は，アニメの長時間視聴と日本語一人芝

居という個人的言語実践を通して，この対照のフランス側ではなく，日本側（アニメで見

た日本）において自己肯定を目指し，発話キャラクタを継続的に探索し，獲得する過程で

あったことが示唆された。 
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1．背景および研究目的 

近年，アニメ・マンガをはじめとする日本のポッ

プカルチャーと日本語学習との関わりが注目されて

いる。国際交流基金が2012年度に実施した調査（国

際交流基金，2013）によると，海外の日本語学習者
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数は約399万人で，過去33年間で31.3倍に増加して

おり，学習目的として「日本のマンガ・アニメ・J-

POP 等が好きだから」と答えた学習者が 54％にも

上ったという。山本（2013）によると，フランスで

は 1970 年代に日本のポップカルチャーへの人気が

高まり，2002年までは日本に次いで世界第二の日本

の漫画の消費国家であったという。アニメと日本語

学習動機の関わりについての先行研究は多く（近藤，

村中，2010；など），アニメを日本語学習に活用し
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ようという取り組みも数多くみられる（川嶋，熊野，

2011；など）。こうした状況の現在，日本語のクラ

スの中にはアニメファンがしばしば存在し，筆者自

身も大学の日本語教員として，多数のアニメ好きの

学習者を教えた経験がある。その中には，アニメで

覚えた表現を使うだけでなく，アニメのキャラク

ターのような話し方をする学習者も少なからず存在

する。 

アニメ・マンガにおける日本語のキャラクター表

現は，現実の日本語話者の発話と比べ，よりステレ

オタイプ的（熊野，2011）であり，その「役割語」

や「発話キャラクタ」は強調されている。金水

（2003）によれば役割語とは「ある特定の言葉遣い

（語彙，語法，言い回し，イントネーション等）を

聞くと特定の人物像（年齢，性別，職業，階層，時

代，容姿・風貌，性格等）を思い浮かべることがで

きるとき，あるいはある特定の人物像を提示される

と，その人物がいかにも使用しそうな言葉遣いを思

い浮かべることができるとき，その言葉遣い」であ

るとされる。定延（2011）は，役割語の使用によっ

て暗に示される人物像を「発話キャラクタ」と呼ぶ。

このキャラクタ1は，発話の相手や場面によってあ

からさまに意図的に切り替えても差し障りがない

「スタイル」とは異なるが，意図的に切り替えられ

ない根本的な「人格」でもなく，その中間にある

「本当は意図的に切り替え可能だが，切り替えては

ならず，切り替えられないことになっており，その

切り替えが露呈するとそれが何事であるかすぐ察し

がつくが気まずいもの。」であると定義される。定

延（2001）はジャイアンの事例を挙げて，キャラ

クタを以下のように説明している。 

ジャイアンは，《乱暴者》《いじめっ子》で

通っている。そのジャイアンが或る日，困っ

                                                           

1  本稿では，アニメの登場人物を「キャラクター」，発
話によって表現される特定の人物像を「キャラクタ」
と，使い分ける。 

て泣いている子を見かけ，助けてやる。助け

られた子は驚いてジャイアンを見つめる。そ

の時のジャイアンは，どんな様子だろうか？

倫理的に悪いことは何もしていないので，無

表情だろうか？倫理的に良いことをしている

と誇らしげだろうか？いや，あなたの想像の

中で，ジャイアンは，自分が柄にもない，

キャラにもないことをしていると，けっこう

恥ずかしげではないだろうか。（pp. 21-22） 

キャラクタとは，このジャイアンの《乱暴者》《い

じめっ子》のように，周囲によって「この人はこの

ような人物だ」と判断される人物像である。そして

その人物像が変わるのを目撃されると，きまり悪さ

を感じてしまうものである。このようなキャラクタ

のうち，発話によって暗に表現されるものが発話

キャラクタと呼ばれる。 

発話キャラクタは，定延（2011）も報告するよ

うに，日本語学習者の発話にも観察される。本稿で

は，このように外国語学習者が目標言語を習得する

過程で，自分の人物像を，その言語の発話によって

表現できるようになることを，その学習者が「発話

キャラクタを獲得する」と定義する。では，アニメ

の視聴は日本語学習者の発話キャラクタ獲得にどの

ような影響を与えているのであろうか。そして，そ

のような発話キャラクタを有する日本語学習者には，

どのように向き合えばよいのだろうか。アニメによ

る発話キャラクタを有する日本語学習者が現実に存

在し，今後増えるとみられる今日，これらを明らか

にすることは，日本語教育にとって必要であると考

えられる。 

そこで本研究では，アニメ（・ドラマ・バラエ

ティ番組）の視聴によって日本語の会話を習得した

と考えられる，ある学習者の日本語学習のプロセス

に注目し，その発話キャラクタの獲得過程と背景に

ついて，探索的分析による検討を試みることを目的

とする。なお大谷（2008a）は，理論には記述的
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（descriptive）なもの（例：実はこういうことが起

きている，この現象の背景にはこういう意味があ

る），予測的（predictive）なもの（例：これはこう

なるだろう），処方的（prescriptive）なもの（例：

これはこうすべきだ）があるが，これらすべての基

本はあくまで記述的理論であって，「記述」がなけ

れば「予測」も「処方」もできないと述べている。

本研究は，日本語教育における発話キャラクタに関

する指導について処方的知見を直接的に得ることを

目的とした研究ではなく，記述的知見を得ることを

目的としている。さらに大谷（2013）は， 

優れた記述的理論が得られれば，そこから演

繹的に処方的理論を立てることが可能な場合

もあるが，処方的理論からは記述的理論は得

られない【中略】処方的理論を得ることに走

れば，きちんとした記述的理論が得られない

ままになり，結局，研究対象とする事象につ

いての深い理解や解明がなされないことにな

る（pp. 36-37） 

とし，優れた記述的知見・理論が得られれば，実践

者がそれを各々の条件や環境に翻訳して，処方的知

見を得るべきであると述べている。日本語教育研究

では，教育の改善に直接的に貢献する研究が望まれ

るのは当然である。しかし，処方的知見に基づく学

習の設計の際には，個々の学習者理解が必要であり，

本研究のような記述的知見を積み重ねることこそが

有益であると考える。日本語教師が好むと好まざる

とにかかわらず，現在日本のアニメが学習者に与え

る影響はきわめて大きい。個々の学習者が教室外で

アニメとどのように関わり，どのような影響を受け

ているかについて記述的知見を得ることは，アニメ

と日本語教育の関わりや，その処方的知見を検討す

る際に，有益な示唆を与えると考えられる。 

 

2．先行研究 

先述のように，アニメを含むポップカルチャーと

日本語学習動機の関係に関する研究は進んでいるが，

その多くは量的研究で，主に，ポップカルチャーが

いかに学習者の動機付けに貢献しているかを明らか

にしている。これに対して，個々の学習者のポップ

カルチャーとの関わりについての質的研究は未だ少

なく，羅（2005），田村（2009），根本（2016）が

存在する程度である。 

一方役割語やキャラクタに関した先行研究は，言

語学の分野に多いが，日本語教育研究においても進

みつつある。例えば林（2007）は，外国人力士の

インタビュー映像を分析し，「初級」と判断された

力士が，適当に口ごもることを習得することで，よ

り自然な発話の実現が可能であるとし，自然な音声

の習得には「ある発話キャラクタを体現するような

外国語の音声習得」という観点も必要となると述べ

る。また，外国語で一度身につけてしまったキャラ

クタを変えることは難しいため，留意も必要である

としている。その他，恩塚（2011）による韓国の

日本語教科書にみられる役割語的要素の分析，鄭

（2007）による韓国人日本語学習者を対象にした漫

画の登場人物のイメージと役割語のマッチング調査

などがある。また宿利ら（2015）によるロシアの

日本語学習者を対象にした発話キャラクタと役割語

のマッチング調査では，半数以上の学習者が不適切

なマッチングを行ったとされている。これらの先行

研究は，日本語学習者にとって役割語やキャラクタ

の適切な選択は容易ではなく，明示的指導が必要で

あることを示しているといえよう。 

それでは日本語学習者は，その学習の過程でどの

ように特定の発話キャラクタを獲得していくのだろ

うか。日本語学習者の心理・社会・文化的な側面に

焦点を当てて，それを解明しようとした研究には，

日系二世アメリカ人の男性日本語学習者 N へのイ
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ンタビューを分析した山元（2013）がある。20歳の

Nが話す昔の男性風の日本語は，より年齢の高い者

にとっては好感がもてるが，本人によると同世代と

のコミュニケーションには支障をきたすことがある

という。インタビューの分析から，Nの発話キャラ

クタ獲得に，アニメへの親和性，日本語の高汎用性

への希求，礼節重視の志向，明るい自己像の積極的

な演出，発話キャラクタモデルの存在などの要因が

あったことが見出されている。本稿では，この N

と同様に特徴ある発話キャラクタを有するが，Nと

は異なる女性の日本語学習者について，同様に分析

する。その際，Nから得られた知見を生かし，より

詳細な分析を試みる。 

 

3．研究方法 

本研究では，インタビューを通じて，インタビュ

イーに自らの経験に対する記憶の想起と言語化を促

す必要がある。このような，個々の人間の経験が基

となる現象は，具体的な人や状況に基づいて探索的

に解明する必要があり，量的研究手法の適用が困難

である。よって，本研究は質的研究手法を採用した。

さらに本研究は，研究参加者の人生を全体的に捉え，

その中で発話キャラクタ獲得という現象を，巨視的

かつ深く内容を掘り下げて検討しようとする立場に

立つ。それに対して，沈黙や引き伸ばしの長さ，発

話の重なりといった，語り方に関する微視的な検討

の重要性が指摘されている（Roulston，2001）。し

かし本稿では，発話内容の分析を重視するため，そ

のような検討は筆者の今後の課題と位置づけた上で，

今回は行っていない。 

 

3．1．研究参加者 

研究参加者（以下，インタビュイー）は 20 代の

女性Cで，フランス南部で生まれ育った移民二世で

ある。インタビュー時は，日本での 1年半の留学生

活を終えるところであった。C を本研究のインタ

ビュイーに選んだ理由は次の 2つである。 

第一に，C の話す日本語は，声の高さや声質が，

フランス語とはかなり異なって発話されている。C

のフランス語と日本語の発話を各 2分半ずつ無作為

に切り取った音声データから母音のみを抽出し，基

本周波数の平均値を測定したところ，フランス語で

は 208.82Hz，日本語では236.56Hz であり，日本語

の発話では全体的に声が高くなる傾向がみられた。

つまりCは，母語とは異なる，特徴ある日本語の発

話キャラクタを有していると判断された。Cの話す

日本語は，両親が日本語話者でも日本語学習者でも

ないにも関わらず，驚くほど流暢であり，アジア人

らしい顔つきから，非母語話者とは気づかれないほ

どである。そして，その日本語は非常に丁寧でかわ

いらしく，声はいわゆる「アニメ声」である。アニ

メの日本語を取り入れて話す日本語学習者は少なく

ないが，C の日本語の発話は，アニメのキャラク

ターそのもののように，筆者には聞こえる。さらに，

C の日本語は流暢で違和感がないという母語話者が

多いが，違和感を覚えるという母語話者もいる2。

よってこの違和感は非常に微妙なものであるが，筆

者はその違和感を，C が有する日本語の発話キャラ

クタに起因するものと考え，それを分析する必要が

あると考えた。なお，C の発話キャラクタの特徴を

より客観的に把握するため，C の了解を得て，5 名

の音声学者に C の話すフランス語と日本語のそれ

ぞれ 2 分 30 秒ほどの動画を見せ，その音声とキャ

ラクタに対する印象について記述してもらった。そ

の結果，日本語の音声については「フランス語に比

                                                           

2  Cの日本語に対して違和感を感じる母語話者がいるの
は，声質が「かわいく」演出され過ぎていることと，
ピッチが高すぎることによると考えられるが，違和感
を感じない母語話者も多く，少なくとも現時点ではこ
の違和感がスムーズなコミュニケーションの障害に
なっていないことから，教育的見地からみて特に介入
が必要であるとは判断しなかった。 
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べて声のトーンが高い」「ポーズが多い」「一部の若

い女性にみられるような，湿った，甘えた音質を

使っている」「フレーズ末をマークする話し方であ

る」「語尾が伸びる」，発話キャラクタについては

「幼い」「甘えた感じ」「『若い，20 代』というシグ

ナルが前面に出ている」「作ってる感じ」「芝居が

かっている」というコメントを得た。これは筆者が

感じているものとほぼ同じであると言える。 

第二に，C と N（山元，2013）は，（1）アニメへ

の親和性，（2）声優志望，（3）移民二世，という共

通性がある。本稿でのCに関する詳細な分析の後，

将来，この共通性を基盤に両名を比較分析すること

で，新たな示唆を得られる可能性があると考えた。 

 

3．2．データ採取と倫理的配慮，データ分析方法 

データ採取として，201X年3 1月と 3月に，半構

造化インタビューによる詳細な聴きとり（in-depth 

interview）を行った。インタビューの総時間は 5時

間 52 分，使用言語は日本語で，音声の確認のため

にフランス語を数回使用した。研究参加にあたって，

書面と口頭で研究の趣旨と研究者の守秘義務に関す

る説明を行い，書面による同意を得た。筆者は日本

語教師としてCの授業の一科目を担当していたが，

インタビュー時には学期を終えており，それ以降の

両者の間に指導や評価の関係はなかった。また，研

究開始以前は，筆者とCには授業以外での関わりは

なかった。 

インタビューは計 3回，各インタビュー後には分

析を行い，前インタビューから浮上した疑問点や，

さらに追究すべき点を探索する形で，間隔を空けて

継続した。その後はインターネットや電話を介して

フォローアップインタビューを続けた。フォロー

アップインタビューを除くインタビューの中心部分

は，筆者の研究室で，第三者のいない状態で，対面
                                                           

3  年を明示すると研究参加者が特定されやすくなるため，
本研究では年は明示しない。 

で行われた。茶菓を用意し，時には雑談も交え，和

やかな雰囲気で実施された。筆者は C の日本語能

力や学習態度や礼儀正しさに感銘を受けており，教

師として評価していただけでなく，年下の C に対

して一個人としても敬意を持っていた。インタ

ビューにあたって，そのことを C に伝えた。また，

C の語りを聴くのは教員としてではなく一研究者と

してであることも伝え，了解を得ていた。インタ

ビューでは，筆者は C の語りに関心を示し，常に

うなずきながら肯定的に聴いた。特に重要な点につ

いては C の発言を繰り返し，C の語りたい気持ち

を最優先にした。C の語りでさらに追究したい箇所

がある場合には，話の腰を折らないようにしながら

も，その箇所に戻って注意深く掘り下げていくよう

配慮した。C は特定の話題を除いては終始，自己開

示に意欲をみせ，よどみなく語りを続けた。 

インタビューは録音・録画後，逐語記録化し，そ

れを分析データとした。データの分析には，1 名の

インタビュイーの語りを深く追究する本研究のデー

タ分析に適した手法として，質的データ分析手法の

中でも小規模のデータの深い解析に有効な SCAT

（Steps for Coding and Theorization）（大谷，2008b，

2011）を適用した。SCAT は，4 つのステップでテ

キストに「コード」を付してその抽象度を高め，構

成概念を構築し，ストーリーラインおよび理論記述

を構成する質的データ分析手法であり，とくに，

データ中の潜在的な意味の概念化を支援する点で優

れている。本研究では，SCAT で得られたストー

リーラインから，いったん概念図を作成してから，

理論を記述した。 

 

4．C の発話キャラクタ獲得の素地となる

生育環境と日本語習得 

本章以降，C の実際の語りを引用しながら SCAT

による分析結果を記述する。本文中の［ ］は語り
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の部分的引用，C：または Y：で始まるインデント

をつけた段落は，語りのまとまった引用を表す。C

の語りにおけるインタビュアー（筆者）の発言は

〈 〉で示す。また，語られた日本語は原文のまま

記載するが，C の日本語は非常に上手であるため，

筆者によって修正されたものと思われるかもしれな

いが，すべて本人が発話したとおりに記述している。

日本語の誤りのある箇所や不明瞭な箇所には，筆者

が（ ）で補足と注釈を付記した。なお，インタ

ビュイーの匿名性を高めるため，最小限の変更を加

えた箇所がある。 

本章ではまず，C が現在の日本語での発話キャラ

クタを獲得する背景となったと考えられる，C の生

い立ちと日本語習得の関わりを概観する。 

 

4．1．幼少期の家庭環境 

C の母親はベトナムから，父親はスペインから，

フランスへ移民した一世で，家族構成は両親，二人

の兄，Cの 5人である。両親は常に忙しく母親が遠

方に働きに出ていた時期もあり，C が両親と過ごせ

る時間は非常に短かった。自宅の庭は父親が仕事に

使い，遊びに適した環境ではなく，自宅周辺も治安

が良いとはいえず，家の中にいなければならない時

間が長かったため，食べることだけが楽しみになり，

肥満になってしまう。 

 

C：うーん，外見もそうでしたし，子供の時ずっと

食べてたので太ってたので，プラス，X さん

（親戚の男性）なんですが「あなたはゴミ箱に

捨てられて拾われたんだよ」とか，いつもベト

ナム語でデブとか言われてたので，それでけっ

こう子供って影響されやすいので，自分は反応

して殴ったりとかしてたんですが，やはり大人

なので私より力強くて，少しでも声出したら子

供は黙るので，あまり逆らえないのもあって，

だけどだんだん言われたことを頭の中に入れて

いたのかもしれません。なので，私，子供の時

けっこう荒れてたというか，何よりも，顔が

笑ってなかったんです。写真に写っても，ずっ

となんか不機嫌な顔してたので。たぶん，笑え

なかったのは，誰よりも自分のことが嫌いで，

今でも，少し，まだ残っているんですよ。やは

り。それは自信のなさにつながるんですが。や

はり，自分のことが好きになれなくて。 

 

上記は，容姿へのコンプレックスと，身近な人物

からの心無い言葉によって，C が幼少期から否定的

な自己イメージを持ち，成長してもその影響から完

全に逃れられていなかったことを表している。この

否定的な自己イメージは，その後の C の人生に

様々な影響を与えており，C の日本語習得や発話

キャラクタ獲得にとっても出発点となったと考えら

れる。 

 

4．2．複数言語環境におけるアニメとの出会いと

日本語習得 

C は，川上（2010）の言う「移動する子ども」の

子であり，複数言語話者である。C は母親とはベト

ナム語，父親とはスペイン語で話したが，両親との

接触は上述のとおり少なく，兄達との会話と学校教

育はフランス語である。そうした母語不在ともいう

べき複雑な言語環境の中，Cは 8歳で日本のアニメ

に出会って魅了され，それ以来，［平日は毎日 2～3

時間，週末は朝 6 時に起きてほぼ一日中］，それを

見て過ごす。特に好きなアニメは「満月をさがし

て」や「フルーツバスケット」といった少女向けの

ものであったという。それらのアニメの大半は日本

語音声にフランス語字幕がついており，字幕に追い

つけない時には一時停止してでも読み，必ず意味を

理解するようにしていた。C はこのアニメの長時間

視聴を休むことなく続け，中学生になったあるとき，

字幕がなくても日本語がわかることに驚き，自身の
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日本語習得を自覚する。 

 

C：その，基本的な日本語の構造がなんとなくつか

めたという気持ちはあって。アニメではなく番

組，その，嵐4，中学校に上がるときに嵐のファ

ンになって，字幕が少ない番組などがあったの

で，それでああ仕方ない，字幕がないので，で

も見たいから見始めたら，なんとなく基本的な

情報はわかる，っていう気持ちになったからだ

と思います。 

 

根本（2016）は，アニメで日本語がわかるよう

になったと語る大学生たちは，実際は少し知識があ

る程度だと指摘しているが，C は後に日本人と接触

して会話を成立させていることから，この時点でも

既に，日本語を少なくともある程度，理解していた

と考えられる。C がこの時までアニメ・ドラマ・バ

ラエティ番組以外の日本語にはほとんど触れていな

いことについて，フォローアップインタビューで C

に再確認した。また C の実際の学習前の日本語力

について，疑問を持つ読者もいることを想定し，C

に依頼し，C が大学入学時からの友人である日本人

留学生 Y を紹介してもらい，インターネット上の

チャット機能を利用してインタビューを行ったとこ

ろ，Yは次のように述べた。 

 

Y：私が C さんに出会ったのは，20XX 年 10 月ご

ろ，彼女が入学してすぐのことでした。C さん

は 17 歳でした。日本語のレベルですが，会話

に関しては，日常会話が問題なく行え，訛りの

問題はほぼ無かったと記憶しています。語彙に

関しては，日本人の小学校高学年～中学校 1 年

生のレベルに相当していたと感じます。私と同

期の日本人留学生達は皆，C さんの日本語を聞
                                                           

4  日本の男性アイドルグループ。所属芸能事務所はジャ
ニーズ事務所。 

いて「ほぼ日本人じゃん！」と驚いていたのが

印象的です。 

 

4．1．で述べたとおり，C はひきこもりがちで

あったことから，［外の世界というのはよくわから

ないので，どこか家以外のものが見たかった］とい

い，［アニメに逃げた］，［もうアニメしかなかっ

た］と感じていた。アニメが［家族であり，友達で

あり，お母さんみたいな］存在として，孤独な幼少

期を埋めていたと考えられる。そして次のように友

人関係もアニメを通じて構築し，道徳観もアニメか

ら獲得する。 

 

C：おそらく人を気遣うようになったのも，アニメ

でよくそういうのを，相手を思いやる心など，

大切な人を守るなど，そういうのをよく見てい

たから，それで無意識に，自分が経験していな

くても，けっこうそういう考え，ポジティブな

考えが自分の中に溢れてきて。おそらく，アニ

メがマイナスだった自分にプラスを与えてくれ

てたのかもしれないですね。 

 

C はこのように語っており，C にとってアニメは

単なる娯楽ではなく，前節で述べたような，幼少期

の否定的自己イメージを肯定的なものに変える存在

であったと考えられる。 

また C は，アニメに出会ったのとほぼ同時期か

ら現在まで，日本語による一人芝居を続け，日々の

孤独を癒やしてきたと語る。この一人芝居について

は 7．1．で分析されるが，論述の必要上，それを

先取りしてここに解説を記す。一人芝居は，アニメ

を見始めて 1か月ほど経った頃から頭の中に簡単な

台詞が少しずつ残るようになり，ある時それらが口

をついて出てきたことで始まった。一人芝居は，必

ず一人きりの状態で，日本語のみで行われる。視聴

したアニメに自作のキャラクターが投入される形で，
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自分の役だけが声に出されて演じられる。C が演じ

るのは，様々なアニメの尊敬できるキャラクターが，

強さと精神的不安定さ（安定さではない）をあわせ

持つように合成されたキャラクターであり，演じら

れる場面は辛い場面や恋愛場面といったインフォー

マルで個人的なシーンである。それは［やりたいと

きにやっているのではなく，咄嗟に出てくる。咄嗟

に始まる，無意識に始まる］という。子供の頃はこ

の一人芝居を一日中続けたり，ベッドの中でクマの

ぬいぐるみを相手に芝居を続けながら寝てしまった

りすることも多かったという。 

 

C：アニメでは結構聞く表現があったりしますの

で，すぐに暗記できます。最初は表現とフラン

ス語の字幕の意味を覚えるのですが，慣れて覚

えるものが増えていくと，どんどんフランス語

経由でなくとも分かるようになりました。 

C：何歳から何歳，今でも時々やってます。という

か，なんか，セリフが，セリフというか，アニ

メ見た後に，いろいろ，その次のを想像した

り，あ，このキャラクター好きだから，いろん

な，さっき見たシーンを思い出して，自分の

キャラクターを入れたらどんなふうになるのか

なという風には考えたり。その設定で一人でモ

グモグと。 

 

このような日本語のアニメの長時間視聴と日本語

一人芝居が，C の発話キャラクタ獲得のための個人

的言語実践となっていると考えられるが，それにつ

いては 7．で詳しく述べる。 

 

4．3．父親による抑圧とCによるフランス語否定 

梶田（1987）によれば，フランスは個人の業績

主義的競争を旨とした高度学歴社会であり，学歴取

得には「フランス文化とフランス語を前提とした強

固な一元的教育体制」の中で，高度な言語能力が要

求される社会であるという。幼い頃移民した C の

父親は，フランス語の読み書きが苦手であった。そ

のような事情もあり，C もフランス語について家庭

でのサポートが得られず，フランス語に対して強い

苦手意識を持ち，それが後に，次のように C が高

度学歴社会の入口でつまずく一因となる。 

 

C：多分，フランス語の教え方，中学校の時に多分

作文が苦手だからであって，嫌というほど作文

書かされて，赤点取るたびに説教されて「漫画

やめさせるからね」と言われて。「しょうがない

じゃん，私フランス語嫌いだもん」と言って。

なかなか作文がうまくいかなくて。フランス語

色々，動詞の変化など様々で，あの，書き方も

難しいですし，それで先生が文章読んでそれを

書くテストがあるんですが，それもなかなかう

まくいかなかったので，学校の教育で嫌いに

なった部分もあると思うんですが。 

 

この学校教育での苦手意識に加えて，家庭では父

親や兄たちが話すフランス語を汚いと感じ，嫌悪感

を抱くようになる。 

 

C：父がけっこう悪口（罵り語を）フランス語で

言ったりしていて，最初はそれ気にいらなかっ

たのに，どんどんそれを吸収してしまって，友

達と話す時自然と出てきたりしてしまって。や

はり悪口（罵り語）は父の影響であまり好きで

はないというのがあって，それでも使ってしま

う。若者と話していると若者も使ってしまうの

で，それに影響されて。影響されやすい人間な

ので。 

C：特に嫌だったのは，子供の時からずっと言わな

いように固く禁じられて，言ったらけっこう叩

かれたりとかしたんですが，大人になったら父

がそれしか言わないという事実にあって，覆さ
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れるような行動があったりして，お父さんそれ

はないでしょと。 

 

C は家庭で父親が頻繁に使う罵り語を自分も無意

識に使ってしまうことを恥じ，自分の話すフランス

語や，兄弟の話す男性的なフランス語に対しても，

嫌悪感を感じるようになる。さらに，幼少期から父

親によって固く禁じられてきた罵り語を，その父自

身が頻繁に発していることに気付き，［お父さんそ

れはないでしょ］と感じ，父親の矛盾した叱責と罰

に対する失望も抱く。 

フランス語を醜く感じるのと対照的に，アニメの

日本語が［きれいな方の日本語］になる。そして次

第に，フランス語を話す自分を［本当の自分じゃな

い］と感じるようになる。一方，日本語による感情

表現などをアニメから習得したこともあり，［日本

語を話してる時の自分は，フランス語を話してると

きの自分より自分だ］と感じるようになる。 

 

C：子供の時から聞いてる日本語が私にとって日本

語であるので，きれいな方の日本語なので，そ

れを私は普通な方の日本語だと思っているの

で，私の話してる汚いフランス語より日本語の

方がきれいに聞こえますね。 

C：私はそもそも日本語を学ぼうと思ったのも，そ

の一つの理由なんですが，日本語を話してる時

の自分は，フランス語を話してるときの自分よ

り自分だなーという風には思っていて。多分で

すが，日本のアニメを見て，自分の感情を表す

単語を日本語で自然に覚えたので。〈フランス語

より先に覚えたんですか？〉うーん，ただ単

に，色んなアニメに同じ言葉が出て，なので無

意識にどういう意味がわかるようになって。例

えば，フランス語では「懐かしい」は「ノスタ

ルジック」ですが，でもフランス人には通じな

いというのがあって，なので自分の思いを伝え

るのであれば，日本語の方がしやすい部分が

あったと思います。 

 

C の父親は，家庭の事情により高等教育を受ける

ことができなかったため，自分の子供達にとって

［いい教育を受けるためには私立が一番だ］と固く

信じる，C いわく［私立学校に行かせたがりやさ

ん］であり，金銭的抑圧でもってその教育方針をを

強制する。C はそれに対する抵抗を諦め，自分が行

きたい公立高校ではなく，父親の決めた私立の進学

校に進学する。しかし，徐々に勉強についていけな

くなり，フランスのエリート養成コースから脱落し

てしまう。 

 

4．4．日本語母語話者との初接触と将来の夢の発見 

学校の勉強で落ちこぼれてしまったのとは対照的

に，C の日本語は，アニメに加えて，ドラマやバラ

エティ番組を見ることにより，順調に上達していく。

下記の C の語りからは，このドラマやバラエティ

番組が，アニメの日本語と現実世界の日本語との間

の橋渡しとして機能していた可能性が考えられる。 

 

C：だんだん大人になればドラマ見たりとか，あ

の，嵐というグループにハマって，それで番組

など見てたので，そこでけっこう日本語力もあ

がったと思います。アニメだけで学ぶ日本語は

限られていると思うので，あとは慣れるとだん

だん字幕見なくなるんで。 

 

しかしながら，実際に日本語母語話者と接触する

前の C には具体的な日本人像がなく，日本語の間

違いを指摘されることに恐怖感があった。ところが，

高校 3年のある日，通っていた高校で，Cは初めて

日本人留学生に接触する。一瞬［頭が真っ白になっ

て「こんにちは」すらちゃんと出てこなかった］と

いうが，すぐに会話が始まり，親しくなり，［緊張
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しつつも嬉しかった］という充実した 6ヶ月間を，

この日本語母語話者と共に過ごす。 

高校で劣等生となっていたCは，かろうじて高校

を卒業する頃，［私のいいところはいったいなんだ

ろう］，と自己価値の探索ともいうべきものを行っ

た結果，自信が持てそうだと感じることができた日

本語の勉強を選択し，フランスは公立大学の授業料

が安く奨学金も得やすいため，経済的な自立も考慮

して国立大学の日本学科に進学する。 

 

C：将来について考えたら，私のいいところはいっ

たいなんだろうと初めて思ってしまったので，

やはり，数学が一番得意だったのに高校に入っ

たらビリになってしまって，高校も自分が入り

たかった高校でもなかったので，さてどうしよ

う。やはり今となっては，ちゃんと進路を考え

ないとなと思って。【中略】たぶん，日本語にし

たのも，日本語に自信があったからだと思いま

す。ベトナム語とスペイン語にではなく。やは

りお父さんとお母さんだったので，完璧なベト

ナム語とスペイン語でもなかったですし。やは

り日本語には少し自信があった，心の中でどこ

かですでに自信があったかもしれませんので。

【中略】高校 3 年生の時に初めて，私もずっと

親のいいなりというか，親の喜ぶことをしてい

たので，高校のときに，でも，そうしても，大

学行っても，その後何があるのかな？どんな仕

事があるのかな？と思って。別に趣味もなかっ

たし，部活もないし，フランスでは。何をすれ

ばいいのかわからなくて。色々仕事を探して，

取り柄と言ったら数学はもうあてにならないの

で，もう日本語しかないかと思って。 

C：もし奇跡的に卒業できたらもう自分の好きなよ

うにやろうと思って。大学も自分で払ってるの

で，フランスはそんなに高くはないので，しか

も奨学金もらえるので，自分で払えるのも容易

いので，自分で払って自分の行きたいところに

行きます。 

 

このようにして大学に入学した C は，大学の日

本語教育を受け，例えば「こんちくしょう」の語源

を知って使用を控えるなど，アニメで習得した日本

語の修正を行っていく。 

 

C：日本語で悪口という悪口，海外で言うようなも

のはないと聞いてたので，何言ってもいいんだ

なって思ってましたが，やはりそういう言葉は

使ってはいけないなと思って。 

 

また授業では［一年生が誰も知らないことをバリ

バリ答えられ］，［先生にけっこう注目され］，会話

も［私より上手な人はいなかった］と感じ，他の生

徒を助けられる存在になり，落ちこぼれからの脱却

を果たす。特に発音に関しては，優秀なクラスメー

トについても［その子はやはり日本の発音ではない

から，私の方が上手］，［がんばれば発音はなんとか

できる］と感じ，自己効力感を得る。発音の習得に

ついて，第二言語習得における臨界期仮説

（critical-period hypothesis）によると，6歳以前の学

習開始ではほぼ完全な発音習得が可能で，6 歳から

15 歳の間の開始では個人差があり，15 歳以上の場

合は何らかの形で母語のアクセントが残ると考えら

れている（Long，1990）。臨界期仮説については緒

論があり，詳細には立ち入らないが，C にとっては，

8 歳という幼齢からのアニメの日本語の多量のイン

プットが，母語話者並みの発音の習得に影響してい

ると考えることができるだろう。 

その後，C は大学の友人が声優を志望しているの

を知り，自分もその道を意識するようになる。 

 

C：家族と兄達と話して，「ああ，私声優になろう

かなぁ」って言って，中途半端な気持ちで言っ
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たんですけど，その時に，一番上の兄に「C な

ら行けるんじゃない？」って。で，そういう風

に言われるの想像してなかったんで，それは驚

きで，もう一人兄がいるんですが，「こういう

CM 募集してるよー」と教えてくれて，「日本

じゃなくてもフランスで始めたら経験になる

よー」と言われて。一番，私のこと信じてくれ

ないんだろうなーと思っていた兄が，けっこう

現実的な人で，それを勧めてくれたので決心つ

いて。 

 

このように，C にとって大切な存在である兄達か

らの背中を押す言葉もあり，C は日本語の声優にな

るという夢を得て，それを叶えるための留学を決意

する。 

 

4．5．留学と「重要な他者」 

C は来日し，アニメで見たような美しい川の風景

に感動する。一方，アニメでは明るいグレーでとて

もきれいだったアスファルトの道が，［ああこんな

んだったんだ。普通のアスファルトだったんだ

なぁ］とわかり，アニメと現実の違いにも気づくが

落胆せず，リアリティショックにもに適応する。そ

して，［真剣に学生と向き合って，一人一人をその

人のままを見ようとする姿勢］を持つ中年の女性教

師 K に出会い，強く惹かれる。C にとって，K は

素晴らしい教師であるだけでなく，大学でも役職に

つき，容姿端麗でユーモアも兼ね備えた，［尊敬し

すぎてなかなか言葉が出ない］ほどの女性であった。

C は，K の熱心なスピーチ指導に感激し，スピーチ

大会では K に化粧も施され，声優養成所の選択な

どの学外の事柄も逐一指導を受け，常に密な連絡を

欠かさないほど親密な関係を築く。 

 

C：私が養成所に通い始めたのも K先生のおかげで

す。東京か大阪でしかないと思ってたら，K 先

生が劇団 Xと Y アカデミーという所があるんだ

よーと言ってくださって。最初，行こうかなー

と思っていて，考えてはいたんですが行動はし

ていなくて，K 先生が「申し込んだ？」と聞い

て来て，「Y アカデミー行こうと思ってるんで

す」と言ったら，「X も見学してみたら？もしか

したら X の方が合うかもしれないよ」と，相談

相手になってくれて。恋愛も相談相手になって

くれて。【中略】（K 先生は）自分の存在に気づ

いてくれる人。自分の存在を，いるという気持

ちを持たせてくれる人，自分のこと（を自分

で）嫌いと言ってるのに自分の存在に意義を与

えてくれる人。 

 

三代（2014）は，進路選択において非常に重要

な役割を担う他者のことを「重要な他者」と呼び，

三代（2015）はこの「重要な他者」とのつながり

が日本における留学生の就職活動を支えていると述

べている。K は C にとって，自分を夢に向かって

後押ししてくれるのはもちろん，自分自身でもわか

らなかった自分の存在意義を与え，自己肯定感を高

めてくれる「重要な他者」であったと考えられる。 

大学の放課後に声優養成所にも通い始めた C は，

日本語が溢れる生活に疲労感を覚えるようになる。

それでも，自分の発音に対する先述の自信を元に滑

舌練習を繰り返すなど，懸命な努力を続ける。 

 

C：日本語をずっと聞くのが脳がついて行かないの

で疲れますし，脳がぼんやりしているような形

になってることもあります。【中略】会話したら

時々，「今何の話してるんだっけ？」と。無意識

に脳が運動を中止してるみたいで。授業もそう

で。 

C：養成所の滑舌練習で，「ケヤキに毛虫が，毛虫

にケヤキが，ケヤキと毛虫」というのがあって，

「毛虫のシが外国人だな」と言われることはあり
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ます。意外と。〈なるほど。〉工夫してはいるん

ですが，なかなか直らない。〈頑張って練習して

るんですね。すごいね。〉なんか，みんなが日本

人のように接してくれるのに，こういうときは

「あ，C 外国人だったんだ」という風に思い出す

らしくて。〈それが嫌なの？〉嫌です。日本人と

して接触してください。 

 

さらに，アニメの日本語に加える形で，［あ，こ

れ，かわいいなーとか，あ，これ，言い方，やだ

なーとか］というように，母語話者の話す日本語も

取捨選択して吸収する。その際，［あけおめは苦手，

きちんと言ってください］と，あくまで丁寧で美し

い日本語を吸収しようとする。 

そして，［日本人として接触してください］と

願っていた C であったが，懸命な努力の結果，日

本語母語話者にフランス語を聞かせた時に，［そう

だった，C フランス人だったって，そういう感想］

を得るほどに，日本語を上達させる。 

以上，本章では日本留学までの日本語習得の過程

を，その背景としての幼少期からの生育環境と結び

付けながら概観した。 

 

5．C により獲得された日本語の発話キャ

ラクタ 

本章では，C が，日本語で現在どのようなキャラ

クタを使い分け，演出しているかを，Cの語りから

分析し検討する。本章以降，重要なものについては，

SCAT の分析で得られた 4 番目の概念を，本文中の

ゴシック体表記の形式で引用する。 

 

C：それも一つ日本語が好きだった理由の一つなん

ですけど，日本語を話してるときの方が上品と

いうかかわいく聞こえるのがあって。アニメと

はいえどもきれいな日本語を聞かせるのが声優

さんの仕事なので，きれいな日本語を覚えてき

て，フランス語は自分の世代の言葉を覚えるの

で，汚く聞こえるのがあったのかもしれません

ね。あと自分の耳で聞くと，フランス語で話し

てる声と日本語で話してる声が違う。フランス

語で話してる時の方が声が低く感じる。 

 

C はアニメから日本語を覚えたため，自分の日本

語はフランス語よりもきれいで上品で，かわいく聞

こえると述べ，C 自身がそのことを，日本語が好き

だった理由の一つとして肯定している。C の声の高

さは日本語よりフランス語の方が低い，つまり日本

語では高いピッチで演出されていることが自覚され

ている。そして，その日本語のキャラクタも，相手

や場面に応じた声質操作とピッチ操作によって，意

識的または無意識的に複数が使い分けられている。

以下にその使い分けについての語りを引用する。 

 

C：子供のときの一人芝居のときはかわいいという

か優しいキャラクター，優しいお姉さん，基本

的に聞きやすいというか，誰もが憧れるキャラ

クターを意識して演じていたので，それで自然

とこういう高さの声になったかもしれません

し。自分の普通の声じゃない。（大学の授業で）

他のメンバーのフォローとかはできていたの

で，まあ，お姉さんにはなっていたのではない

かと思います。アドバイスとか。まあ，お姉さ

ん声は，普段のしゃべりではあまり出さないと

思うんですよ。 

C：普段しゃべってる時はやっぱり少し高いかわい

い声ですかね。かわいい，ちょっと声の高い，

かわいい日本女子。自分で言うのはなんですけ

ど。基本的に，高いかわいい系の声だと思うん

ですが。 

C：人によってかわいく話したりとか。かわいくし

てもらいたいので。【中略】どの先生に対しても，
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なんか，かわいい系の出しますが，やはり，尊

敬しているので，嫌な思いをさせたくないので。 

C：（K 先生からは）かわいがられたいので，時々

なんか，自分客観的に見たらこの子気持ち悪い

だろうなって思うんですが。やはり，会うとき

にも，なんか，なんでしょう，かまってもらい

たいというか。〈ちょっとやっぱり K 先生とは

年齢落ちる感じですよね〉そうですね，声がか

わいく，なんか幼くなったりとかすると思うん

ですが，無意識に。かわいがられたい。 

C：（友達を相手に）普通形の日本語を使ったりと

かする時に（声の高さは）低くなると思いま

す。たぶん，でも，フランス語ほどではないと

思います。【中略】そうですね，後輩だったりす

ると，けっこうえらそうと言うか，そういう，

お姉さん声が，無意識に出るかもしれない。 

 

C の日本語の基本的なキャラクタは，C によれば

少し声の高いかわいい日本女子キャラである。それ

が，目上に対してはかわいい声が強調されてかわい

い妹キャラになり，相手によってはさらに強調され

て幼児キャラになる。友達と話す時はピッチが少し

低くカジュアルになり，後輩と話したり友達を励ま

したりする時は声質を変えてお姉さんキャラになる。

ただしこの際のピッチの変化は，低くはなるものの

フランス語ほどではないという。 

またフランス語と日本語が切り替わる言語スイッ

チ時には，周囲が［みんなもう爆笑］するほど，別

人の発話かと思われるような，極端な声質とピッチ

の変化がみられるという。しかしその変化に触れた

人からの反応は，［あ，C，フランス人だったね］

といった驚きや，C の日本語に対する賞賛であり，

言語が変わることやその言語能力が注目され，キャ

ラクタが変わることには意識が向けられないものと

考えられる。 

 

6．C の発話キャラクタ獲得の背景に見い

だされる対照性と相互協調的自己観 

本章では，C がその発話キャラクタを獲得するに

至った背景について，少し踏み込んでCの語りの分

析，考察を試みる。本章は以降，Cの発話キャラク

タ獲得に関わる要因について，とくに解釈的な分析

が必要となるため，SCATによる分析を示す。 

 

6．1．日本とフランスの対照性 

インタビュー中，［母が私の人生の全て］と言っ

て涙ぐむほど，母親はCの生きがいである。幼少期

の自分の否定的体験を隠そうとして母親に悟られた

時には，［お母さんの力すごいなぁ］，［母は何でも

お見通し］であると感じ，精神的支柱として母親に

絶対的な信頼を抱いている。C は早く大人になって

母親を支えたいと願い，兄も母親を手伝うために大

学を辞めてしまうほど，きょうだい 3人とも母親孝

行である。敬虔な仏教徒である母親の勧めでCも仏

教徒になり［さらに人を思いやるようになった］と

感じ，精神的豊かさを重視する。一方で父親は［子

供の時からずっといなかったので，いなかったとい

うか，週末も働きに出てたので，それであまり会う

機会がなかったので，あの，苦手ではないんですが

何を話せばいいかわからない状態］であり，声優に

なるという夢についても［お父さんは，深く関わり

はしないので］，［よくわかっていないようです］と

関わりが浅いことを示し，［将来いい職業でお金を

稼げる仕事に就ければそれでいい］という父親の物

質主義とその押し付けに反発を示している。以下の，

兄が日本の桜を購入して父親に叱責されたというエ

ピソードは，この両親との対照的な関係性を象徴的

に表していると考えられる。 

 

C：日本の桜はフランスの桜とは違うので。実家に

も大きな桜があるのですが，やはり日本の桜の
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ようにピンクではなく，白いので，フランス

は，しかも実がついているので。それで違って

いて。一回兄が，いっぱい日本の桜，買ったん

ですが，父に怒られて。それで他の人達にあげ

たそうです。〈どうして怒ったんだろう？〉植え

る場所ないし，実がないので，それでもう，

あってもしょうがないという話になったので，

それで。〈さくらんぼができなくて食べられない

から，お父さんはいらないと思ったのかな？〉

はい。 

 

母親と子供達が好む桜は，［美しい日本の桜］で，

実はならないが，C は自分がこの［美しい日本の

桜］に［子供の時から洗脳されてた］と述べる。一

方父親が好む桜は，実がなる桜である。父親は，母

と子が好む桜を［実がないので，あってもしょうが

ない］と否定し，しかも怒ったという。この語りか

ら，父親の物質主義をフランスの桜の実：さくらん

ぼに象徴し，母親の精神主義を日本の桜の花に象徴

する C の対照的な心理を読み取ることが可能であ

ろう。 

またこの父母との関係性の対照は，西欧における

「相互独立的自己観」と東洋における「相互協調的

自己観」の対照と見ることも可能であるが，それに

ついては 6．2．で述べる。 

C の語りを分析すると，この両親との関係性の他

にも，様々な対照がみられる。生育環境の対照につ

いては，［汚い川］，［汚い庭］といったフランスの

美しくない現実に対して，アニメの中の日本は美し

く見える。また，自らの生活を貧しく感じるのに対

して，アニメの登場人物の暮らしは豊かで魅力的に

映る。言語の対照については，父親や自分が話す汚

いフランス語に対し，声優たちの話すアニメの日本

語が美しく聞こえる。言語形式に関しても，敬語の

誤りを逐一叱責されるフランス語と，［遊んではい

ますが，素になれる］という日本語とが対照的に語

られる。 

また山本（2013）は，フランスにおける日本の

ポップカルチャーファンについてのルポルタージュ

番組を分析し，そこには， 

「大人－若者／子供」と並ぶもう一つの際

立った対立項に，「フランス－日本／アジ

ア」という比較がある。比較は，若者が日

本（アジア）を肯定しフランスを否定する

という形をとるだけで終わることもある

が，しばしばそこに，若者が肯定的にイ

メージする日本関連のあれこれを，大人が

おおむね否定的に捉えるという構造が重な

る。そこでしばしばフランスへの否定は，

大人への否定と連動することになる。（p. 

179） 

としている。それと同時にそこには「フランス＝

現実，日本＝夢というイメージが重ねられている」

とし，さらに，「漫画やアニメに惹かれる若者が

「日本」を肯定するのと同時的に「アジア」を称賛

する場面がいくつも見られる」として，「JPC（日

本のポップカルチャー：引用者）に焦点化された

「日本」への肯定は，「アジア」への肯定と矛盾なく

成立していた。」（p. 183）と述べている。C の事例

において見いだされる「父（大人・フランス）の否

定－母（アジア）の肯定」，「フランス語（フラン

ス）の否定－アニメの日本語（日本）の肯定」とい

う対立の背景には，このような，フランスにおける

アニメファンの「フランス－日本／アジア」に関す

る対照的構造の存在があると考えられるのではない

だろうか。 

 

6．2．相互協調的自己観 

北山，唐澤（1995）は，ある文化において歴史

的に共有されている自己についての前提を「文化的

自己観」と呼び，「文化的自己観は物事に意味を与

え，それについて考え，感じ，あるいはそれらに対
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して実際に行動する際の『準拠枠』をその文化で生

きる人々に提供してきている」（p. 138）としてい

る。また，文化的自己観のうち「相互独立的自己

観」は，自己を他者から切り離し，個性的・自立的

であることが重視され，アメリカ合衆国をはじめと

する西洋文化において優勢であるのに対して，文化

的自己観のうち「相互協調的自己観」は，自己と他

者の協調的関係が重視され，日本をはじめとする東

洋文化において優勢であると述べている。C の語り

には，以下のように，C が自分よりも他者の意向を

優先して行動しようとしている姿勢がしばしば観察

される。 

 

C：人が自分をどう思っているかを非常に気にしま

す。着る服を選んだり，髪を整えたり，レスト

ランでメニューを決めるときですら人の目を気

にします。 

C：他人の視線が気になります。とにかく人の視線

が怖いです。少し長く見られると気になりま

す。どうしてあんなに長く見ているのかと，何

を考えてみているのかと，何かおかしなことを

したのかとなど，思ってしまいぎこちない気持

ちになります。 

C：人から好かれることは私にとって非常に大切で

す。まさにこれで生きています。基本好かれる

ために振舞っていると言っても過言ではありま

せん。これをすれば喜んでもらえる，喜んでも

らえれば好きになってくれる…などの繰り返し

です。自分自身自分を好きではなかなかいられ

ないので，相手を通して自分を好きになりたい

です。 

 

このような，C による他者尊重を表す語りは，こ

れらの他にも数多くみられた。C の語りの分析は，

C が母親から相互協調的自己観を獲得しており，そ

れが C の発話キャラクタにも影響を与えているこ

とを示唆する。表 1 はインタビューデータ中の，C

が有する相互協調的自己観と，C の発話キャラクタ

獲得へのその影響についての語りを，SCAT で分析

したものである。 

このように，丁寧さへの C の強い希求の背景に

は，母親から得た相互協調的自己観があると考えら

れる。それにより，C にとって，常に他者の気持ち

を気遣い，他者に嫌な思いをさせないということが，

日本語において最優先されるようになる。 

また C は，4．3．で述べたように，現実の世界

で自分や周囲の者が話すフランス語が汚く，礼節を

欠いている様子に，嫌悪感を感じていたと考えられ，

その嫌悪感も C が母親から礼節重視の相互協調的

自己観を獲得する背景となっていると考えられる。 

さらに，北山，唐澤（1995）は，日本における

相互協調を特徴づけている特性には，「役割志向

性」と「情緒的関与」の二次元があると述べている。

「役割志向性」は「他者の立場に立ち，その期待

（『…らしさ』）を内面化し，それに至るように努力

するという自己実現の様式」であり， 

この結果日本人の多くには，『らしさ』から

のズレ…つまり自分に欠けている点，自分が

持つ望ましくない特性，あるいは自らの至ら

ない点など…をまず同定し，それを努力を通

じてなくしていこうとする心理的・行動的傾

向が見られることになる。つまり，日本文化

では，自己批判的になることにより，自らの

欠点，短所，問題などを見つけだし，絶え間

ない日常的努力により，これを矯正するとい

う自己向上のプロセスが文化的に広く共有さ

れ，是認されている。そして，それを実際に

行為として実践することが暗黙のうちに奨励

されている」（p. 140） 

としている。 

このような日本における自己実現の様式は，日本

のアニメのキャラクターやストーリーにも反映され
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ていると考えるのが自然であり，むしろそれが誇張

されている可能性も考えられる。例えば野球や女子

バレーボールなどのスポーツをテーマにしたアニメ

を例にあげれば，読者にも容易にイメージできるで

あろう。実際に C はテニスを題材としたアニメ

『テニスの王子様』を「最も好きなアニメ」として

集中的に視聴し，その登場人物を生き方のモデルと

しており，4．2．で述べたように，アニメの視聴

によって道徳観も獲得したと述べている。また C

の語りには，全体を通して自己批判的な態度や，他

者との関係性を重視して「…らしさ」を追究し，懸

命な努力によって自己実現を行おうとする姿勢がみ

表 1．SCATによる分析の過程：Cの相互協調的自己観と発話キャラクタ獲得への影響 

番
号

テクスト
<1>テクストの注目す

べき語句
<2>テクスト中の
語句の言い換え

<3>左を説明する

ようなテクスト

外の概念

<4>テーマ・構成
概念

1

ベトナムの文化というか，その，あ

のー目上に対する礼儀などは母から

習っていたので，意外とフランス人の

文化ではなくアジアの文化を吸収して

いたので。ベトナムの文化では，もう

上の人は，まあきちんと尊敬する。も

ともと目上の人を敬うという気持ちが

あって，私フランス語でも友達のお母

さんとか敬語使って話してたんです

が，そこで友達が友達のお母さんに対

して敬語を全然使ってなかったので違

和感があって。

フランス語でも／フ

ランス人の文化では

なくアジアの文化を

吸収／きちんと尊敬

する

フランス語でも

重視される礼儀

正しさ

母親に対する絶

対的信頼と尊敬

母親から獲得し

た東洋的な礼節

重視の志向／フ

ランスの否定と

表裏一体の相互

協調的自己観へ

の強い志向

2

人間関係，あの，自分は色々あるかも

しれないですが，他の人を最終的には

思って，どういう風に接触しないとい

けないかを考えて，その人がいやがる

ことをしないように気をつけるように

なりました。

その人がいやがるこ

とをしないように

他者への思いや

り

相互協調的自己

観／フランス語

で頻発された罵

り語

フランスの否定

と表裏一体の相

互協調的自己観

への強い志向

3

敬語の段階が色々あって難しいのでな

かなか何が失礼なのか何が正しいのか

わからないまま日本に来たので，たま

に失礼も多くてそれをK先生が指摘して

くださって敬語が上手になったりした

ので。K先生の影響がけっこう強いです

ね。K先生の存在は大きいです。K先生

の指導を受けて，色々，これ先生に言

うと失礼なんだなーと思って。

K 先生の存在は大き

い／K 先生の指導を

受けて

大きな影響を与

える指導者 K／

礼節重視の強化

重要な他者
重要な他者によ

る志向の強化

4

人の真似は，あまりしないようにして

います。相手にも悪いですし。真似す

ると，あの，その人をバカにするよう

な感じが，あるんです。バカにしたよ

うな気がしてならないので，とてもと

てもできない。

相手にも悪い／その

人をバカにするよう

な感じ／とてもとて

もできない

発話キャラクタ

モデルの不在

相互協調的自己

観

礼節重視に起因

す る 実 在 発 話

キャラクタモデ

ルの欠如

5
やはり尊敬しているからその人の真似

したらバカにしているような。アニメ

だと，悪気はない。

尊敬しているから／

アニメだと悪気はな

い

アニメにのみ許

容されるモデリ

ング

相互協調的自己

観

発話キャラクタ

の獲得源として

のアニメ日本

ストーリー

ライン

C は母親から獲得した東洋的な礼節重視の志向を持ち，それはフランスの否定と表裏一体の相互協調的自己

観への強い志向の獲得につながり，日本では重要な他者による志向の強化を受けた。相互協調的自己観に起

因する発話キャラクタモデルの欠如により，発話キャラクタの獲得源としてのアニメ日本が選択された。

理論記述

・C は母親から獲得した東洋的な礼節重視の志向と，それにつながるフランスの否定と表裏一体の相互協調

的自己観を有する。

・相互協調的自己観は日本で重要な他者による志向の強化を受けた。

・相互協調的自己観に起因する発話キャラクタモデルの欠如により，発話キャラクタの獲得源としてのアニ

メ日本が選択された。  
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られる。C のこのような相互協調的自己観は，アニ

メを通して得た日本人観に近づこうとすることに

よって獲得されたと考えることが可能である。 

一方「情緒的関与」は，仏教における「慈悲」の

考えに由来し，「おもいやり」「人の気持ちを察す

る」「その人の立場に立つ」といった，他者との情

緒的つながりを重視する共感的態度に表される思想

と慣習である。このような行動傾向は，C が母親か

ら受け継ぎ，強い信条としているものと同一である。

C がベトナム人で敬虔な仏教徒である母親の宗教観

を継承していることは，C の発話からも妥当に推測

することができる。そしてそれは来日後，C の礼節

重視の志向を具現している教師 K と触れることで，

さらに強化されたとも考えられる。 

このように考えると，C は，相互協調的自己観の

うち，アニメから「役割志向性」を，母親や重要な

他者 K から「情緒的関与」を獲得したと考えるこ

とが可能ではないだろうか。そして，北山，唐澤

（1995）は，この二つの次元は相互補完的であり，

「役割志向性は情緒的態度により動機づけられ，同

時に前者は後者に社会的に容認された具体的発現形

態を提供」しており，「この二つの次元の融合こそ

が，日本的相互強調が理想とするものであると云っ

ても過言ではなかろう」と述べている（p. 141）。

これはまさに，日本で C が常に，他者を尊重して丁

寧さを追求しながら（情緒的関与），相手に合わせ

て自分の役割を模索してキャラクタを変える（役割

志向性）ことで懸命に自己実現をしようとすること

の，背景そのものであると言えるのではないだろう

か。 

以上を図 1に表す。 

 

7．C の発話キャラクタ獲得過程にかかわ

る主な要因 

本章では，前章で検討した対照構造を背景として，

C の発話キャラクタ獲得過程に働いたとみられる主

な要因について，C の語りを分析しながら検討する。 

 

7．1．発話キャラクタ獲得の個人的言語実践とし

てのインプットとアウトプット 

先述のとおり，C は 8 歳から，平日は毎日 2～3

時間，週末は朝 6時に起きてほぼ一日中，日本語の

アニメを見て過ごした。また，4．2．でも触れた

が，C はアニメの視聴開始とほぼ同時期から，日本

語による一人芝居を続けている。この活動は，C の

日本語習得における多量のインプットとアウトプッ

トの役割を果たしたと考えられる。特に，C がただ

 
図 1．アニメから日本語を習得した学習者Cの発話キャラクタ獲得の背景に関する探索的モデル化：SCATを用いたイ

ンタビューの分析に基づく概念図 
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アニメを長時間視聴するだけではなく，一人芝居に

よってアウトプットを行っていたことが，日本語習

得や発話キャラクタの獲得に大きな影響を与えた可

能性がある。表 2はインタビューの中の日本語一人

芝居を通した発話キャラクタ獲得に関する箇所につ

いての，SCATによる分析である。 

4．2．でも述べたように，C のアニメの視聴は，

単なる意味不明な外国語の洪水ではなく，日本語の

音声を聴きながら，必ず字幕によって文の意味を理

解しながらのインプットであった。また一人芝居に

おける，頭の中の相手とのやりとりの発話も，意味

を理解した上でなされたアウトプットであった。 

このように C は，日本語のアニメ視聴による多

量のインプットと，日本語一人芝居による多量のア

ウトプットを，ほぼ毎日，長時間にわたって行って

いたといえ，それが，発話キャラクタ獲得のための

個人的言語実践になっていたといえる。C はこの実

践によって日本語を習得した。つまり，この個人的

言語実践としての多量のインプットとアウトプット

を通して，C はアニメの日本語から発話キャラクタ

を獲得したと考えられる。 

 

表 2．SCATによる分析の過程 発話キャラクタの獲得の個人的言語実践としての日本語一人芝居 

番

号
テクスト

<1>テクストの注目す

べき語句

<2>テクスト中の

語句の言い換え

<3>左を説明する

ようなテクスト

外の概念

<4>テーマ・構成

概念

1
まぁ，遊ぶ相手がいなかったので，一

人芝居しかなかったですね。

遊ぶ相手がいなかっ

た／一人芝居しかな

かった

孤独／補填 孤独の癒し

孤独の癒しとし

ての日本語一人

芝居

2

アニメ見た後にその次のを想像したり，

このキャラクター好きだから，いろんな

さっき見たシーンを思い出して，自分の

キャラクターを入れたらどんなふうにな

るのかなという風には考えたり。その設

定で一人でモグモグと。

自分のキャラクター

を入れたらどんな風

になるのかな

視聴したアニメ

への自作キャラ

クターの投入

自己形成過程へ

の影響

アニメ日本への

自己投入のため

の個人的言語実

践

3

やっぱり，この人素敵だなとか，こう

いうふうに生きていきたいなあという

ふうに思ったり，色んなところから

取ってるんです。

こういうふうに生き

ていきたいな／色ん

なところから

生き方のモデル

／不定的

モデリング／固

定的モデルの不

在

キャラクタの合

成的モデリング

4

鬱陶しいというか，そんなキャラク

ターいるわけないですし，強いのに，

例えば心の病気，あの，精神的に不安

定な時は戦えないという都合のいい

キャラクターなんです。私が作ってい

るキャラクターは，基本的に弱いか，

精神的に弱いんですが，実力はある。

強いのに，例えば心

の病気／精神的に不

安定な時は戦えない

／都合のいいキャラ

クター／基本的に弱

いか精神的に弱い

非現実的／精神

状態と呼応する

強さ／キャラの

カスタマイズ

情緒不安定さ

強さと精神的不

安定さをあわせ

持つように合成

されたキャラク

ター

5

基本的に，そうですね，辛いシーンと

か【中略】その人が死んだ時，死んだ

直前に，木の葉にかえってしまったの

で，そこの悲しいシーンをしてしまっ

たんです，昨日は。と，ラブシーンと

か，恥ずかしいシーンしかないです。

辛いシーン／死んだ

時／悲しいシーンを

してしまった／ラブ

シーン／恥ずかしい

シーン

悲嘆場面／死の

場面／恋愛場面

／羞恥感

想像的他者／強

い感情の表出／

私的なシーン

強い感情表出を

伴う私的な場面

ストーリー

ライン

孤独の癒しとしての日本語一人芝居は，アニメ日本への自己投入のための個人的言語実践でもあった。そこ

では様々なキャラクタの合成的モデリングによって，強さと精神的不安定さをあわせ持つように合成された

キャラクターが登場し，強い感情表出を伴う私的な場面のみが演じられた。

理論記述

・日本語一人芝居は，アニメ日本への自己投入のための個人的言語実践としての機能を持つ

・日本語一人芝居では，様々なキャラクタの合成的モデリングによって，強さと精神的不安定さをあわせ持

つように合成されたキャラクターが演じられる

・日本語一人芝居で演じられるのは強い感情表出を伴う私的な場面である。  
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7．2．自己肯定の達成過程との連動 

6．では C の日本語習得と発話キャラクタ獲得の

背景にある，フランス（西欧）と日本（東洋）とい

う対照性について分析，考察した。この対照の「フ

ランス側」にいる，フランス語を話す自分を C は

［好きじゃなかった］と述べている。この主な原因

として，前節で考察した相互協調的自己観の他に，

4．で述べた，自己否定につながる辛い体験がある

と考えられる。表 3は，Cがこの否定的な体験によ

る影響を克服しようと別の自分を探して，自己肯定

を達成する過程に関する箇所を，SCAT で分析した

ものである。 

中山（2016）は，第二言語を話す自分を肯定ま

たは否定するという感覚は，必ずしも言語能力や母

語／第二言語によって決定されるものではなく，個

人史の中での様々な経験を背景に生まれてくると述

べている。C が自ら，「忙しい両親とあまり時間を

過ごせない幼少期の孤独」，「肥満による外見へのコ

ンプレックス」，「身近な人物からの心ない言葉」，

「青年期の落ちこぼれ経験」などによって否定して

いた，「フランス側」にいる自分を，対照的な「日

本側」へと導き，C の自己肯定感の回復を目指すこ

とを可能にしたのが，7．1．でみたインプット

（日本のアニメの長時間視聴）とアウトプット（日

本語一人芝居）を通した，日本語習得と発話キャラ

クタ獲得であったと考えられる。それは C にとっ

て，孤独を癒し，日本語習得に貢献しただけでなく，

フランス語を話す自分とは違う，別の自分探しを行

うための個人的言語実践であった。C の語りには，

この実践を通して，自己肯定を目指したキャラクタ

の継続的探索を行い，自分自身を肯定的に評価でき

るようになっていく過程があらわれているように見

える。つまり，C にとっての発話キャラクタ獲得過

程は，否定される自己から脱却し，自己肯定感を回

復していく過程でもあったと考えられるのではない

だろうか。 

7．3．C の発話キャラクタ獲得に関わるその他の

要因 

このようにして主にアニメから獲得された C の

発話キャラクタは，その後アニメ以外の多くの日本

語との接触により，促進と抑制がなされたと考えら

れる。まず，音声の側面では，母語話者との接触が

促進要因となったと考えられる。特に「重要な他

者」Kに対しては，かわいがられたいと願う気持ち

が強く，［客観的に見たらこの子気持ち悪いだろう

な］と本人が思うほど声質を変えていると述べてい

ることがその例である。また，語彙や表現の側面で

は，日本語学習が抑制的に働いたと考えられる。4．

4．で述べた，大学の授業で「こんちくしょう」の

意味を知ってその使用をやめたことなどがその例で

ある。 

 

7．4．Cの発話キャラクタ獲得過程 

以上により，C の発話キャラクタの獲得の全体的

な過程についてまとめておくと，C はフランス（西

欧）と日本（東洋）という対照を背景とし，相互協

調的自己観や，自己否定につながる否定的な体験の

影響により，現実世界であるフランス側から抜け出

して日本側へと同化し，別の自分になることを望ん

だ。そのため，アニメ日本への自己投入のための個

人的言語実践として，日本語のアニメの長時間視聴

と日本語の一人芝居を続け，自己肯定を目指した

キャラクタの継続的探索を行い，日本語を習得し，

日本語の発話キャラクタを獲得するに至った。以上

を図 2に示す。 

 

8．まとめ 

C のアニメを通した日本語習得と発話キャラクタ

獲得の背景とその過程，獲得された発話キャラクタ

の機能について，先行研究の知見の活用とインタ

ビューデータの分析・検討とにもとづいて示唆され
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る内容を以下にまとめる。 

1．C の日本語習得と日本語の発話キャラクタの

獲得は，幼少期からの長時間の継続的なアニ

メ視聴と日本語の一人芝居という，インプッ

トとアウトプットによって実現された。 

2．C のアニメを通した日本語習得と発話キャラ

表 3．SCATによる分析の過程―個人的言語実践を通した自己肯定の達成過程 

番

号
テクスト

<1>テクストの注目す

べき語句

<2>テクスト中の

語句の言い換え

<3>左を説明する

ようなテクスト

外の概念

<4>テーマ・構成

概念

1

それ（肥満）が一番子どもの時コンプ

レックスであって。友達と仲良くして

ても，喧嘩したら「デブ」「ブス」と

か言われてたので

デブ／ブス

容姿に対する否

定的な周囲の評

価

コンプレックス

自己否定につな

がるコンプレッ

クス

2

で，まあXさん（「あなたはゴミ箱から

拾われてきた」と繰り返す親戚）が一

番きっかけだったのですが，それが

けっこう嫌だったりしてたので

一番きっかけ
自己否定のきっ

かけ
トラウマ

自己否定につな

がる辛い体験／

自己肯定感の低

下

3

子供の時はそれしかなかったので，そ

れにハマってたりとかしたかもしれま

せんし。他の自分はいた，というの

も，先ほどのお芝居（一人芝居）など

で，他の自分に出会えた，自分のこと

をあまり好きではなかったので，自分

を好きになろうという意識はしてるん

ですが，それで他の自分のキャラク

ターを見つけて他のキャラクターと合

わせて話を進めていくのであれば，好

きな自分を見つけられるのかな…。

他の自分に出会えた

／自分のことをあま

り好きではなかった

／自分を好きになろ

う／他の自分のキャ

ラクターを見つけて

／好きな自分を見つ

けられるのかな

別の自分／自己

否定／自己肯定

の希求／キャラ

クターの探索と

合成／別の自分

探し

自己肯定感の低

さ／アニメの視

聴と日本語一人

芝居

自己肯定を目指

したキャラクタ

の継続的探索

4

（最近受けた試験は）まぁたしかに全

然だめでしたが，指摘されているうち

に「ああ，私，ここだめだなぁ」で

も，声など褒められたので。〈ああ，

そうなんですね〉で，私，基本的に何

か言われたらすぐへこんじゃうので，

自分のせいにしちゃうので……。そこ

はまだ自分のこときらいだな，という

風には……思うんですが。

何か言われたらすぐ

へこんじゃう／自分

のせいにしちゃう／

まだ自分のこときら

いだな

／打たれ弱さ／

短絡的な自己否

定

自己否定の習慣

性／幼少期の否

定的体験

短絡的かつ習慣

的な自己否定

5

（声優養成所で）自分を好きにならない

と，自分がどういう人間か気づかない

と言われていた。でもそれで自分を好

きにならなきゃ，好きにならなきゃ，

で自分を責めたりとかしてたので。

自分を好きにならな

きゃ，好きにならな

きゃ／自分を責めた

り

自己肯定欲求／

自己否定

幼少期の否定的

体験

自己肯定を目指

した継続的努力

6

ただ，その時には落ちこまなかったの

で，あ，精神的に強くなったなーと思っ

て……。そこは，自分，そこいいなと。

〈強くなってきてるのを自分で感じる

んですね。〉そうですね。なので，はっ

きりとは自分が好きとは言えないんで

すが，今の自分はけっこう，まだいけ

る，いい線にはいってるなとは。

精神的に強くなった

なー／自分，そこい

いなと／はっきりと

は自分が好きとは言

えない／けっこう，

まだいける／いい線

にはいってるな

肯定的な自己認

識／自己肯定へ

の道のり

段階的成長

自己肯定に向け

た段階的成長過

程

ストーリー

ライン

C は自己否定につながるコンプレックスや自己否定につながる辛い体験によって，自己肯定感の低下を起こ

すが，アニメの視聴と日本語一人芝居により，自己肯定を目指したキャラクタの継続的探索を始める。短絡

的かつ習慣的な自己否定に対しても，C は自己肯定を目指した継続的努力を続け，現在は自己肯定に向けた

段階的成長過程にある。

理論記述

・C の自己否定につながるコンプレックスや自己否定につながる辛い体験が自己肯定感の低下を生じさせ

た。

・Cは，アニメの視聴と日本語一人芝居により，自己肯定を目指したキャラクタの継続的探索を行った。

・Cは，自己肯定を目指した継続的努力を続け，現在は自己肯定に向けた段階的成長過程にある。  
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クタ獲得の背景には，フランス（西欧）の否

定と日本（東洋）の肯定という対照の中に，

日本的な相互協調的自己観へとつながる様々

な事柄が内包される構造を見いだすことが可

能である。 

3．自己否定につながる幼い時の体験から，フラ

ンス（西欧）における自己が否定されて日本

（東洋）への同化が希求され，アニメで見た

日本で別の自分探しを行うための個人的言語

実践（日本語アニメの長時間視聴と日本語一

人芝居）を通して，自己肯定を目指したキャ

ラクタの継続的探索が行われた結果，C の日

本語の発話キャラクタが獲得された。 

 

9．今後の展望 

本稿では，主にアニメ視聴により日本語を習得し

た学習者の，発話キャラクタの獲得過程とその背景

について，探索的分析による検討を試みた。本研究

は一人のインタビューの分析によるものであり，結

果の一般化を意図するものではない。C はアニメの

視聴だけで日本語の会話を習得した特異な例であり，

他の日本語学習者にも同様な傾向があるかどうかは

今後の研究によって明らかにしなければならない。

しかし，キャラクタ性の強い日本語を獲得するアニ

メファン学習者の事例の一端を，わずかではあるが

明らかにすることができたのではないかと考えてい

る。少なくとも筆者の経験の範囲では，アニメを好

み母語話者並みに流暢な日本語を習得する学習者に，

少なからず同様の志向が見いだされると感じている。

劣等感や自己否定感を抱き「別人になりたい」と願

う人が，髪型や服装を変えてイメージチェンジを図

ろうとすることはしばしばあるが，同様な背景で別

人になりたいと願う人が，言語を変えてキャラチェ

ンジを演出することがあっても不思議ではない。そ

うだとすれば，その人にって，それは目標言語を学

ぶ意義となると同時に，学習意欲を大きく高める要

因となり得るだろう。そのことは多少不健康だと考

えられるとしても，それは現実に C のように存在

している。そうであれば，まずはそのような学習者

を理解することが重要であろう。その際，C の事例

のような複雑な言語的背景や家庭的背景があり得る

ことを理解していれば，たとえその発話キャラクタ

が演出する日本語が不自然にきこえても，安易に否

定せず，慎重かつ長期的な姿勢で見守るべきだと判

断することが可能になる。その上で，アニメで獲得

した発話キャラクタの使用について，必要に応じて

適切な支援を検討を行うことも検討すべきであろう。

繰り返すが，本研究はそのための処方的知見を示す

ものではなく，まずそのような学習者を理解するた

めの記述的知見を得ることを目的とした。今後は C

と同様の背景を持つ日本語学習者についてさらに同

様な研究を続け，その多様性を把握するとともに共

通性や普遍性も明らかにしていきたい。そのことを

通して，アニメによる日本語学習者の指導に必要な，

より広範な教育的知見を得たいと考えている。 

 
図 2．アニメから日本語を習得した学習者Cの発話キャラクタ獲得過程に関する探索的モデル化：SCATを用いたイン

タビューの分析に基づく概念図。矢印は要因間の影響関係を表す。 
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最後に，C は，多少躊躇しながらも，［自分のこ

とこういう風に話す機会はそんなにないので楽し

く］，［こういう子供だったなって改めて（気づい

た）］と述べ，自己省察と自己開示の機会を得た喜

びを示した。否定的経験についても，［恥ずかしい

経験］ではあるが［今の自分につながってるんであ

まり恥ずかしがらない方がいい］と述べ，開示に意

欲を見せてくれた。さらに，［私に出会う人は，ア

ニメの力をすごいと（感じ）］，それは［とくに子供

には力になる］ため，［アニメにも役立つところも

ある］ことを伝えたいと，子供に与えるアニメの利

点の積極的な発信にも意気込みを見せた。なお，日

本人よりも日本語を上手になりたいと願っていた C

であったが，日本で勉強を続けるに従って，現実の

厳しさも理解しつつある。そして，様々な日本語母

語話者との関わりを通して，現在も［人に出会って

こその成長］を続けていると述べていることを，付

記しておきたい。 
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Article 

A case study on the acquisition process  

of verbal characters through Japanese learning motivated by anime: 

From qualitative analysis of a second generation immigrant in France 

 

YAMAMOTO, Yoshino* 

Global Education Center,  

University of the Ryukyus, Okinawa, Japan 

 

Abstract 

The purpose of this research is to explore and analyze the kinds of background and processes 

learners use to acquire their portaits expressed in Japanese (afterward denoted as ‘verbal 

character’) by anime viewing as a significant part of their learning. With this purpose in mind, 

the life story of a French Japanese learner “C”, who learned Japanese by extended viewing of 

Japanese anime during the formativee years of childhood and youth is qualitatively analyzed to 

explore how her learning has produced different verbal characters in Japanese, in contrast to 

her native language. As a result of analysis and consideration, a contrast was found between 

France (West) and Japan (East) in terms of the background of C’s verbal character acquisition. 

The research suggests that the process of Japanese learning of C is an acquisition process of 

her verbal characters, not on the “French side” of this contrast but on the “Japanese side” 

(Japan viewed in Anime), through the personal language practice of extensive viewing of anime 

and monodramas in Japanese, in hopes of self-affirmation. 
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