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論文

崖っぷちの向こう側に踏み出して
センシティブなテーマを扱ったコミュニケーション教育の実践研究

山本 冴里 *
（山口大学）

概要

本稿は，留学生と一般学生がともに参加し，英語で実施されるクラスを対象とした実

践研究である。そこでは，「ゼノフォビア」「安楽死」「表現の自由」「複言語のコミュ

ニケーション」「性」「難民」「LGBTQ」「ミソジニー」など，センシティブな（センシ

ティブになり得る）トピックについての議論が行われていた。本稿はまた，このクラ

スの中でも特定の年に実施された特定の実践（以下「あの実践」と呼称）に注目したう

えで，実践研究の目的を，「自分自身と読者が『次の実践研究』を考えるにあたっての

『リソース』となり得るだけの『ストーリー』を，『あの実践』から掴みだし描ききるこ

と」に設定した。そして，それを通して，センシティブなトピックについて，トピッ

クそのものではなく第二言語・外語教育を専門とする教師が扱う際に教師が果たすべ

き役割について，4点にまとめた。
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1．「あの実践」にめぐりあう

ほかの多くの仕事とおなじように，教師としての

仕事にもルーティンは含まれる。その時，そのメン

バーならではの実践をしたいと願ってはいても，何

年も何十年も仕事として教師を続けていくなかで，

特別な実践，特別な瞬間は，そう頻繁に訪れるわけ

ではない。

けれど，ごく稀に，私たちは「『あの実践』と呼び

たくなるなんらかの痕跡を教師の記憶に残す実践」
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（三代，2014，p. 345）にめぐりあうことがある。自

分自身で計画し運営している実践に「めぐりあう」

とはおかしな表現かもしれないが，「なんらかの痕

跡を教師の記憶に残す実践」は，学期当初の意図だ

のルーティンだのを超えて動きだし，私たちをゆる

がせる。だからそれは不意打ちに似ている。あるい

は，疾走するオートバイに。はじめにエンジンをか

けたのは自分でも，「あの実践」になっていることに

気づいたときにはもう，急に停まることなどできな

い。

本稿に記すのは，私にとっての「あの実践」であ

る。「グローバル」な「コミュニケーション」を科目
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名にうたうクラスであり，留学生と一般学生がとも

に参加し，参加者の多くにとって第二言語である英

語で実施された。このクラスでは，「ゼノフォビア」

「安楽死」「表現の自由」「複言語のコミュニケーショ

ン」「性」「難民」「LGBTQ」「ミソジニー」など，セン

シティブな（センシティブになり得る）トピックに

ついての議論を行う。

2．本稿の目的

私は本稿を，私＝教師自身による実践研究と位置

づける。また，ここでの実践研究を「次の実践研究

のための一般理論を提供するのではなく，次の実践

研究を考えるためのリソースとしてのストーリーを

提供する」（三代ほか，2014，p. 94）ものとして捉え

る。

私は「あの実践」の学期が終わるころ，「確かに，

なにか大事なことが起こっている」という確信を

持った。だが，事態に圧倒されて，その場がどのよ

うな意味を持っていたのか，何が起こっていたのか

ということを解釈し言語化して把握することができ

なかった。それは，自分自身の計画し運営した実践

について，三代ほか（2014）のいう「ストーリー」が

見えていなかった，ということだ。そこで本稿の目

的を，「自分自身と読者が『次の実践研究を考える』

にあたって，『リソース』となり得るだけの『ストー

リー』を，『あの実践』から掴みだし描ききること」

としたい。

3．先行研究

3．1．センシティブなトピックとは

本稿では，「センシティブな」という形容詞を冠す

ることによって，先行研究・報告において「タブー

のトピック（taboo topics）」，社会的・政治的な意

味で「論争上にある問題（controversial issues）」と

いった用語で示されうるものに加え，個々人にとっ

て「切実な」テーマ，トピックを示す。

本稿で記す実践研究において，教師は多く社会

的・政治的な意味で「論争上にある問題」をトピッ

クとして準備していた。また，学生からは，「論争上

にある問題」とは異なるが個々人にとっては「切実

な」トピックが提案され，教室の場で話し合われた。

むろん，教室で扱うテーマ，トピックとして何を

タブーと考えるかということや，論争上にあるもの

として考えるかどうか（そもそも論争の存在を認め

ないという態度もあり得る），どのようなテーマ，ト

ピックが切実なのかということについては，捉え方

により個別的な差異が大きいし，三者がはっきりと

区別できるわけでもない。しかし共通するのは，激

しい感情的な揺れや対立を招きかねないという点で

あり，その点で，慎重な扱いを要する―つまり「セ

ンシティブ」だ，ということになる。

3．2．なぜ「論争上にある問題」を取り上げるのか

すでに記したように，「あの実践」で教師が用意

したのは，その多くが「センシティブな」トピック

の中で「論争上にある問題」と位置づけられるもの

だった。また，「あの実践」での使用言語は英語で

あり，英語は参加者の誰にとっても母語ではなかっ

た。

そこで本章では，「論争上にある問題」を，第二言

語でのコミュニケーション教育に焦点化した教室で

扱う価値について，先行研究を踏まえつつ論じてい

く。

「論争上にある問題」そのものを専門とする場合

をのぞき，教師は一般に，「論争上にある問題」を教

室で取り上げることに対して消極的である（Haynes 

& Murris, 2008, p. 2；Philpott et al., 2011, pp. 32-33）。

しかし先行研究は概して，教室活動でのトピックに



133

『言語文化教育研究』19（2021）

「論争上の問題」を含めることを肯定している。

その理由として，Berg, Graeffe and Holden（2003，

pp. 8-9）は政治と「論争上にある問題」との間に深い

繋がりがあること，市民性と民主主義の重視，多角

的側面からの思考，合理的思考，積極的参加，スキ

ルの獲得という6点を挙げる。他の多くの先行研究

が挙げる理由も，このうちの数点と重なるものであ

り，たとえば Stradling（1984，p. 4）は，「論争上の

問題」を扱うことによって，学生に思考のための概

念的枠組みや議論のスキルを与えることができる，

という。また，Stradling（1984）は，学生は，教室

で「論争上にある問題」を議論することによって学

ぶ批判的で分析的なやり方を，教室外で後にぶつか

ることになる「論争上にある問題」を考える際に応

用できるという利点も挙げる。多くの先行研究を検

討した Hess（2008）は，公的な議論，批判的思考や

対人的なスキルといった民主的な社会に十全に参加

するための能力は，「論争上にある問題」を扱うこと

から養われ得るものとしている。

だが，こうした価値づけは，第二言語でのコミュ

ニケーション教育の場合にも，当てはめることがで

きるだろうか。Yamamoto（2020，pp. 196-197）は，第

二言語の教室でのトピックとして「論争上の問題」

を導入する妥当性を検討し，2つの側面からこれを

肯定している。

1つめは，言語教育はそれ自体が政治的な活動

（Byram, 2008）であり，だからこそ政治・社会的な

側面を意識すべきだという点である。そのためには

「論争上の問題」を扱うことが一定の意味を持つ。

言語教育の政治性について明示されることは少ない

が（欧州評議会，2007/2016，pp. 16-18），言語教育

には，どのように組織されるのかという点や，そも

そも何語が何語で教えられるのかという点，教材な

どにおいて，非常に政治的な側面を持っている。教

室や用いられる教材の（一般にそうとは意識されな

い）政治性については，たとえばCastellotti & Moore

（2002）が指摘している。

2つめは，「論争上の問題」を扱うことによって得

られる学習経験に価値を置くものである。近年，成

功した言語学習者のイメージが，深い第二言語知識

を持ち流暢に第二言語を扱う者から，効果的で思慮

深い媒介者（mediator）へと変化しつつある（Byram 

& Zarate, 1995；Byram e al., 2002, p. 9；Zarate, 2003，

pp. 94-96；Byram, 2003, p. 9）。後者は欧州評議会に

よるRFCDC（Reference Framework of Competences 

for Democratic Culture：民主的な文化への能力参照

枠）でも描かれる姿である。第二言語教育を行う場

では，第一言語環境に比較しての 挨拶や生活習慣の

差異といった“safe differences”（Doerr & Lee, 2016, 

p. 123）が注目されることが多いが，現実を認識し

評価する様々に異なる観点―しかも互いに対立す

る観点―を媒介し得る力を育てるためには，“safe 

differences”のみへの注目は不十分である。“safe dif-

ferences”についてならば，互いを尊重するのはたや

すい。しかし，様々な観点の矛盾や衝突を媒介して

いくためには，そうした難しい状況に正対し他者と

ともに道を探っていく経験が不可欠である。

本稿では Yamamoto（2020）の上掲2点に加え，さ

らにもう1点を，第二言語・外語教室の教室で「論

争上にある問題」を扱う根拠として挙げたい。それ

は，「論争上にある問題」については，議論において

第二言語・外語を使用する場合に，より合理的に思

考できる可能性があるという点である。

Keysar et al.（2012）は，4つの大規模な実証実

験を行い，合理的決断が必要となる場面での第二

言語使用は母語の使用時よりもバイアスを減らす

という報告を行って，大きな反響を呼び起こした。

Kalnberzina（2000）もまた，ラトビアにおける英語

教育実践報告のなかで，同様の可能性について述べ

ている。Kalnberzina（2000）の実践報告では，教師は

学習者に，ラトビアのナショナルアイデンティティ

について議論させている。議論で用いる言語は，実
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践の当時にラトビア国内で対立していた言語集団の

いずれの母語でもなく，教室内の誰にとっても第二

言語たる英語であった。そのことが，学習者らが普

段の立場から距離を取った中立的な態度で，かつ積

極的に議論に参加することを可能にした，と報告さ

れている（Kalnberzina, 2000, p. 115）。以上3つの側

面より，第二言語でのコミュニケーション教育に焦

点化した教室で「論争上にある問題」を扱うことが

肯定される。

3．3．「センシティブな」トピックを扱った実践研究

「センシティブな」トピックを扱った第二言語教

室，あるいは第二言語の教師養成についての研究は

数多いが，理論的な検討が多く，実地にどのように

あり得るかという報告は数少ない（Yulita, 2017, p. 

501）。

とはいえ，こうしたトピックを扱う実践研究は増

えつつあり，3．2節に前掲の Kalnberzina（2000）

のほか，たとえば，Nelson（1999），有田（2007），

Kubota（2014），萩原（2015），Yulita（2017），新井

（2020），Yamamoto（2020）がある。それぞれで扱わ

れた具体的なトピックは，順に「ナショナルアイデ

ンティティ」「性同一性」「日中関係の悪化」，「南京大

虐殺」，「性」，「アルゼンチンの独裁政権と1978年W

杯での八百長疑惑」，「徴用工」，「東海／日本海呼称

問題」だった。

このうち有田（2007）では，そもそものきっかけ

として教員側が主導的に「センシティブな」トピッ

クを扱ったわけではなく，学生からの発言やレポー

トを契機としている。一方，その他の研究で言及ま

たは分析されているのは，こうしたトピックを扱う

ことを意図して構想された実践である。教室で経

験した“difficult classroom moment”（Kubota, 2014, 

p. 226）を問題意識のきっかけとして明記している

点では，有田（2007），Kubota（2014），Yamamoto

（2020）が共通する。

また，Kubota（2014）が主として先行研究の理

論的分析・検討を行っているのに対して，Nelson

（1999），Kalnberzina（2000），有田（2007），Kubota

（2014），萩原（2015），Yulita（2017），新井（2020），

Yamamoto（2020）は教室活動そのものに中心的な焦

点を当てている。このうち Kalnberzina（2000）は教

師の視点から教室活動の構成全体を提示している。

萩原（2015）は主として終了後のインタビューとア

ンケートをもとに実践の価値を論じている。Yulita

（2017）は，実践データをもとに，第二言語教育の分

野で人権教育のフレームワークがどのように使える

かというテストを行っている。

有田（2007），Yamamoto（2020）は，教室活動が進

行する様子を，実践のはじまりから終了までを通し

て，学習者のレポートや発言から描き出している。

一方，新井（2020），Nelson（1999）が注目するのは

特定の（一回の）授業である。新井（2020）は当該授

業での学生の学びをレポートやコメントシート，授

業記録といった多方面から描く。Nelson（1999）が

注目するのは，さらにミクロの場面である。Nelson

（1999）は教室活動の一場面を切り出し，その場面で

何が起こっているのか，発される言葉はどのような

意味を持つのかを細かに省察している。

「センシティブな」トピックを扱う実践では，実践

の構成や教師・学習者の発言，レポートなどに，通

常以上に学習者・教師個々人の過去や固有性が反映

される。そのため，「こうしたらこうなる」というよ

うな法則性を同定することは困難だと考えられる。

また，本稿が目指すのは，「どのように『あの実践』

になっていったのか」というプロセスを見出すこと

ではなく，「その場が，どのように『あの実践』で

あったのか」を解釈し言語化して把握することであ

る。そこで，本稿では実践の全体像を描くよりもむ

しろ，Nelson（1999）にならい，特定の場面を細か

に描くことを中心的な課題とする。
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なお，すでに述べたように，本稿での実践研究と

は，「次の実践研究のための一般理論を提供するの

ではなく，次の実践研究を考えるためのリソースと

してのストーリーを提供する」（三代，ほか，2014，

p. 94）ものである。ここでの「ストーリー」を，筆

者は，柳瀬（2018）のいう「物語」として捉える。柳

瀬（2018）は「なぜ物語は実践研究にとって重要なの

か」と題した論文で，「実践者のために語られる物語

とは，実践者の経験という出来事を歴史として語る

物語，言い換えるなら物語的歴史叙述であるべき」

「この物語的歴史叙述は事実に基づきながらも『私

たちは何をなすべきか』という実践者の実践的な課

題に洞察を得るための『実践的な過去』を描き出す」

「そこでは実践者の経験の意味が題材となる。意味

は物語の中で，その現実性にのみ基づいて一義的に

集約されることなく，その可能性の展開と共に動態

的に示される」「叙述に使われる言語は，状況を読者

に想像させるほどには具体的ではあるが，自然科学

のように一義的・確定的であるよりは，曖昧（喚起

的・比喩的）である」としている（柳瀬，2008，p. 

24）。

以下では，こうした喚起的・比喩的な言語を多く

用いつつ，実践を強く意味づける（と教師＝本稿筆

者）が判断した場面を，柳瀬（2018）のいう「物語」

として描きたい。

4．「あの実践」の背景

本章では，4．1．で実施機関内での実践の位置づ

けを，4．2．では，担当教師＝私の職業的背景とビ

リーフを述べる。その後，4．3．で実践の目的と構

成，参加者について記す。

4．1．機関内での位置づけ

実践が行われたのは，日本国内の高等教育機関で

ある。予備校等の入試情報カテゴリーでは，いわゆ

る「国際系学部」に位置づけられる学部で開講され

た。この学部では，基本的には学生全員が在学中に約

一年にわたり交換留学生となって海外協定校に赴く

が，一部の学生は，家庭の事情や，留学にあたって最

低限必要とされる英語能力の不足から国内に残る。

「あの実践」は，留学に参加しない学生とインバウ

ンドの交換留学生のために開講された科目の一つで

ある。学部内では，当該科目の意義は，「留学に行

けない／行かない学生にも，留学に類似する体験を

提供するため」といった表現で説明されていた。と

はいえ，そうした学生に課される必修クラスではな

く，受講の有無は学生の判断次第となっていた。

何人かの教員が，学期ごとに輪番でこの科目を担

当した。内容について統一が求められることはな

く，各教員に任されていた。ただし，共通して学部

から課されていた条件は，「グローバル」な「コミュ

ニケーション」に関わる内容であること，および，

シラバス，教材，授業内のやりとり等一切において

英語を用いることだった。なお，同僚間で実践の構

成について統一することはなく，実践内容について

立ち話での簡単な情報交換はあったが，それ以上に

踏み込んだ話をすることはなかった。そのこと自体

を問題とすることもできるが，そこには，皆の多忙

さなど様々な要素が関わっているため，本稿ではこ

れ以上には踏み込まない。

4．2．担当教師＝私の職業的背景とビリーフ

私は日本語教育を専門とする修士課程，博士後期

課程を経て大学教員となっており，自分自身の職業

は，第一には「日本語教員」であると位置づけてい

る。また，所属する学部では，主として正規生に対

する複言語教育のオーガナイズを担当していること

から，「複言語教育の教員」という自己認識も持って

いる。
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とくに小・中規模大学においては，留学生と関わ

りの深い「日本語教員」は，しばしば日本語授業と

同時に，「多文化」「グローバル」「コミュニケーショ

ン」等の名称を持つ科目の担当を依頼される。私自

身も，こうした名を授業名の一部に冠した科目を，

過去に担当したことはあった。しかし，それらはす

べて，大部分が日本語母語話者である学生たちに対

して，基本的には日本語を用いて実施する授業だっ

た。「グローバル」な「コミュニケーション」に関わ

る内容を英語で，という条件には，当初，動揺し狼

狽した。

当該学部では初めて開設された科目であったし，

類似の科目を学生として受講した経験も，ほとんど

持ち合わせてなどいなかった。「日本語教育」「複言

語教育」といった分野で学んできた内容が，そのま

まストレートに活かせるわけでもないと感じてい

た。私には英語圏での留学，生活経験も無く，自分

の英語能力で十分なことができるのかという点での

不安もあった。クラスを担当した初年度には，おそ

らくはあまりの緊張から，授業初日の朝に嘔吐した

ことを記憶している。

だが，何をするか，どのようにするかということ

については懸念がつのる一方で，教室をどのような

場として作るか，作りたいか，ということについて

は，これまで「日本語教員」「複言語教育の教員」と

して考えてきたことを，そのまま当初の方針として

活かすことに迷いはなかった。

Byram & Zarate（1995，p. 17）は，教室を，「若い

人々が，自分たちが日々さらされている訴求力のあ

る表象について，認識し批判的に捉える」ことに関

して『特権的な』場」として描いている。私は同文

献に強い影響を受け，教室を，現実社会のコミュニ

ケーションをできるだけ円滑に進めるための準備を

するための場所というよりも―そうした機能は否

定しないものの―，むしろ，学生たちが言語であ

れ思考であれ自分にとって異質なものに出会い，自

分のこれまでの前提を認識し批判的に捉えつつ，そ

の刺激を通して世界を広げていく場としたい，と考

えていた。そして，そのようにするべきである，と

いうビリーフを持っていた1。このことが5．1．に後

述する活動内容に結びついていく。

4．3．クラスの目的と構成，参加者

本稿では以下において，クラスという用語によっ

て，「あの実践」に至るまでの数年間にわたって同

一科目名のもと同一教員＝私が繰り返し実施し，そ

の後も本稿執筆時点まで継続し，今後も一定の期間

は実施が予定されている実践を表す。一方，本稿で

の中心的な検討対象とする特定の実践については，

「あの実践」というように「」付きで示す。

さて，このクラスでは，「他者性について学び，他

者に応え，省察を深める」（Byram & Zarate, 1995, p. 

7）機会を学生に提供することを念頭に，幾つもの活

動（活動例は5．1．に後述）を用意している。

学生には，活動への参加と議論を通して，1) 間文

化的な（intercultural）経験や衝突についてこれまで

よりも複合的に理解し，2) 他者とより適切な関係を

結べるような能力の発達をうながすクラスである，

というように提示した。

クラスは，1週間に2回（あいだに3日／ 4日をは

さんだ形で），それぞれ1.5時間をとるという形で，

8週間続く。1.5時間×2回×8週間=計24時間（全

16回）である。教員が学期開始前よりあらかじめ実

施を決めておく活動は3週間分程度だ。そのなかで

の学生たちの議論の焦点に応じて，教員はさらに3

1　本稿では，ビリーフという言葉と，信念という言葉
との双方が用いられている。本稿においてビリーフとい
う言葉で示されるものは，教育観に限定される。一方，
信念という言葉によって示されるのは，何であれ特定の
テーマに関わって表明される，強い価値判断を伴う確信
である。
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週間程度分の活動を追加で決定し，適宜，事前決定

分に差し挟みつつ展開させていく。残る2週で学生

たちが自身でテーマを提案し素材を準備した活動を

行う。

クラスへの参加者数は，年によってばらつきはあ

るが，合計4人～ 10人程度と，比較的少数である。

例年，留学に行けない／行かない学生が1人～数人

と，交換留学生数人が参加する。これまでに参加し

た交換留学生の出身大学がある国・地域は，ハンガ

リー，オーストラリア，タイ，フランス，マレーシ

ア，台湾，アメリカ，イギリス，中国，インドネシ

ア，ドイツなど多岐にわたる。

なお，5．3．に後述する事情によって，「あの実

践」の正確な実施年は伏せるが，Covid-19が広がる

より以前であったこと，および活動はすべて対面で

行われたことを付記しておく。

5．「あの実践」で何があったか

本章では，はじめに5．1．で活動内容を示す。そ

の後，5．2．で「あの実践」を遡ること数年前にク

ラスで起こった事柄と，そのことから私が意識する

ようになった姿勢について述べる。5．3．では，授

業記録等を用いて，特に「あの実践」の最終回で何

があったかということを描く。5．4．では，引き続

き「あの実践」の記録を引きながら，センシティブ

なテーマを扱うコミュニケーション教育における教

師の役割について考える。

5．1．活動内容

クラスでは，合計10程度のテーマについて扱う。

教師＝私の側で用意したテーマ例，あるいは学生か

ら提案されたテーマ例には「英語と私」「困惑する瞬

間」「メディアと自己イメージの構成」「ゼノフォビ

ア」「安楽死」「宣伝広告」「表現の自由」「複言語のコ

ミュニケーション」「性」「難民」「LGBTQ」「ミソジ

ニー」などがある。授業は，刺激になるような具体

的な素材の提示→議論→活動／書くことによる思考

の整理と深化→次の刺激（＝素材）の提示，という

形を繰りかえす。活動の考案と実施にあたっては，

私自身が意識していないものも含め，様々な人や書

籍から影響を受けているはずだが，とりわけ自覚的

な影響が大きいのは，第二言語・外語教育実践と批

判性，政治性，開明性に関する先行研究（Byram & 

Zarate, 1995）や，異文化コミュニケーション教育に

関する先行研究（ピラー，2011/2014）である。議論

や活動の刺激として使う素材は，教師＝私が以下3

点のいずれかに当てはまる，と判断したものが中心

となっている。

(1) 異質なもの同士が出会い，その結果として生

まれた拒否反応を描いている。

(2) 自身の（自己中心的な）解釈を問い直し，問い

返すきっかけになる。

(3) 二元的なカテゴリー化（私たち／彼ら，良い

／悪い）に影響する日常的なディスコースの

機能を分析するきっかけになる。

具体的には，差別的であるなどの理由で批判され

取り下げになった TVコマーシャル，新聞記事の論

説などを多く用いる。ひとつのテーマでも複数の活

動を行うことが多く，学期全体を通してみれば，活

動の数は30前後にのぼる。

活動例として，表1に，「シャルリー・エブド社

襲撃事件の後に出された雑誌表紙の分析」を提示す

る。これは，「表現の自由」をテーマとした一連の

活動群の終わりに実施したものであり，時期として

は，学生たちが自身で設定したテーマ，素材での活

動にうつる直前に位置する。

この活動を実施した理由は，大別して3点ある。

ひとつは，素材収集上の利点である。私は2015年当
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時から事件に強い関心を持ち，直後に発行された雑

誌表紙など，クラス活動での刺激となり得る素材を

すでに多数収集していた。また，関口（2015）によ

る「『許す』と『赦す』―『シャルリー・エブド』

誌が示す文化翻訳の問題」については，発表直後に

偶然目にしたときから，そのすぐれたテキストが，

複言語，複文化で重ねられる「グローバル」な「コ

ミュニケーション」をよりデリカシーに富んだもの

にするための可能性を考えるうえで，示唆にあふれ

るものだと考えていた。

もうひとつは，言語レパートリー上の利点であ

る。私はフランス語が上級レベルで理解できるの

で，雑誌表紙のテキスト部分の読み取りや，必要に

応じた追加素材の収集に困難が無かった。しかも，

これを使用した年には参加学生にフランス語に習熟

した者はなく，そのために，学生の内の誰かがイ

メージの「正しい解釈」の保有者と位置づけられ，

他の学生はそれを傾聴するという形になるのを避け

ることができた。

そのことが，3点目の理由につながる。3点目は，

この活動後のテーマおよび活動とのつながりであ

る。前掲の2点より，「イメージの重層性を読（関口，

2015）」むというこの活動が，このクラスが強く志

向する，互いの解釈を否定せず複数の解釈を重ねあ

わせていくという経験を持つための場として，うま

く機能することが予想された。学生たちが設定した

テーマ，素材での活動にうつる前に，クラスの志向

を再度明確にしておきたかった。

5．2．「あの実践」の数年前に

「あの実践」の数年前，クラスに参加した正規生2

が，最終レポートに「This class for me is unusual. Of 

2　ここでは正規生という言葉を，学位取得のために4年
間以上学部に所属する学生（したがって交換留学生では
ない）を指すために用いる。

表1．シャルリー・エブド社襲撃事件の後に出された雑誌表紙の分析

実施時期 学期終盤。学生たちが設定したテーマ，素材での活動にうつる直前に実施

刺激する素材 a) 関口（2015）「『許す』と『赦す』―『シャルリー・エブド』誌が示す文化翻訳の問題」のテキ
スト英訳（教師＝私による私訳）版，襲撃後，直近にフランスで発行された『シャルリー・エブ
ド』誌表紙 *

b) 襲撃後，直近にフランスで発行された，シャルリー・エブド社襲撃事件への明喩，隠喩的な言
及をふくむ11点の雑誌表紙

活動の流れ 1) シャルリー・エブド社襲撃事件について，各自で（何語を使ってもよいので）可能なかぎり評
価することなく，事実関係のみを確認する。

2) a) を読むことを通して，襲撃後，もっとも早く発行された『シャルリー・エブド』誌表紙イラ
ストの「イメージの重層性を読む」（関口，2015）ことを試みる。また，関口（2015）の言う「文化
翻訳の問題」について，それぞれがどのように理解したのかを，互いに説明する。

3) b) の表紙イラストを観察し，解釈を重ねあわせる（フランス語でテキストが添えられている場
合には，教師＝私がそれを英訳して示す）

* 11の雑誌名は，ELLE, LES INROCKUPTIBLES, TELERAMA, MATCH, L’EXPRESS, SINE MENSUEL, COUR-

RIER INTERNATIONAL, LIBERATION, M LE MAGAZINE DU MONDE, LE CANARD ENCHAINE, LE FIGARO 

MAGAZINEである。このなかには政治的に左派と呼ばれるもの（例：M LE MAGAZINE DU MONDE）も右派と呼ば
れるもの（例：LE FIGARO MAGAZINE）も含まれる。カバーする分野も，政治的・社会的な主題を扱う雑誌ばかりで
なく，ファッション誌（ELLE, LES INROCKUPTIBLES），スポーツ誌（MATCH）など多岐にわたる。さらに，シャ
ルリー・エブド誌と同じく風刺雑誌と呼ばれる雑誌も複数（例：SINE MENSUEL）含まれているが，授業時間内に
それぞれの雑誌の立ち位置や内容を説明することはしなかった。学生に提示したのは，表紙そのもののカラーコピー
と，表紙にもっとも太い字で書いてあるメッセージ（あれば）の英語への直訳（私訳）に限られる。なお，襲撃のきっ
かけとなった風刺画そのものは提示していない。
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course，speak English. But not only this.（ママ）」と

書いていた。なぜ「unusual」なのか？　彼女が日

本語で，文書の形で回答してくれた中から一部を引

く3。

 この授業で歴史や習慣など日本語だったらな

かなか真剣に，具体的に話さないような内容

について留学生と話し合ったことで外国の出

来事を知れたことはもちろんですが，自国の

ことについても様々な人の意見や思いが聞け

たことは貴重でした。私たちは普段の授業で

先生から知識や情勢を学ぶことはしても，そ

の内容についてお互いに深く話し合う機会を

持ちません。英語だから（母国語ではないか

ら）からかもしれませんが，相手に自分の思

いを伝えるためにこれまで学んできたことに

対する自分なりの解釈や意見のアウトプット

ができているのだと感じました。

こうした肯定的なコメントを得つつ，ある程度年

数を重ねたことによって，私は，運営に自信を持ち

始めていたと思う。

そんな中で迎えたある年の最終授業で，学生から

は，テーマとして「LGBTQ」が提案されていた。そ

して学生（この時はともに留学生）同士が真っ向か

ら対立した。一人が，LGBTQはどの社会にも見受

けられる通常の状態であり，ノーマルなものとして

認められなければならないと主張した。もう一方の

学生は，LGBTQは病態であり，隔離し治療し矯正

することが，本人と社会のためであると主張した。

両者はそれぞれの主張（LGBTQは通常の状態／病

態である）に「科学的な」根拠を添えるための論文

を持ち出した。

当時，対立する両者の出身国は，LGBTQに対して

3　（　）は原文筆者による。

非常に肯定的な国，極めて厳格に否定する国として

知られており，しかも LGBTQだけでなく，他の多

くの点に関して激しく対立していた。教室では熱っ

ぽい言葉が，両国間の様々な対立点にも飛び火しな

がら，矢継ぎ早に繰り出された。そこでは，言葉は，

自分自身の正しさを主張し，相手の非を糾弾するた

めの武器だった。

授業時間が終わる頃になって，私は，自分でも上

辺だけを取り繕うようだと感じながら，「良い議論」

についての意見を聞こうとした。「良い議論とはど

のような議論だろうか」と問いかけると，論争の当

事者のうち片方からは，「互いに椅子を投げ合わな

いこと，怪我せず部屋を出られること。そういう意

味では，今日はなんとか，いい議論だった」という

答が返ってきた。もう片方の当事者は，「今日，あな

た（対立した学生）が言ったことの何かに私が賛成

するとしたら，その良い議論とは何かという部分だ

け。少なくとも私たちは，椅子は投げあわなかった

ものね」と言い，部屋を出ていった4。

誰もいなくなったあと，だらだらと時間をかけて

後片付けをしながら私に浮かんだのは，「崖っぷち」

という言葉だった。私は敢えて，しばしば言語教

科書のコラムに掲載されるようなお馴染みの“safe 

differences”（Doerr & Lee, 2016, p. 123）にとどまる

ことを避け，教室に「論争上にある問題」を持ち出

した。その結果がこれだ。「崖っぷち」の先は泥沼に

見えた。自分がしたいこととは違う，という感覚が

あった。それでも，“safe differences”（Doerr & Lee, 

2016）にとどまって，表面的に「グローバル」な「コ

ミュニケーション」を歌い続けるのも，不毛に感じ

て惹かれなかった。

互いに相手を「崖っぷち」から突き落とそうとす

るような，その年の最終授業での経験を通して，私

4　学生および私のこの時の発言は，私自身のメモでの
記録に基づいている。
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は臆病になったのかもしれない。少なくとも，より

慎重にはなった。扱うテーマ自体を変更することは

なかったが，皆にとって―つまり自分にとっても

他者にとっても正解となるもの（例：LGBTQは通

常の状態である／治療が必要な病態である，という

主張のどちらが正しいのか？）を考えさせることよ

りも，各自に自分自身の「当たり前」から距離をと

らせ，「当たり前」を問い返させることを，それまで

よりも強く意識するようになった。また，教室を，

自己の信念を表明させる場と見なすのではなく，他

者とのやりとりや比較検討を通して，それぞれに自

身が持つ信念の再検討をさせる場とすることを，強

く志向するようになった。

皆で共有可能な正解を目指すのではなく，自身が

持つ信念の再検討をうながす。そのためのきっかけ

になるような様々な活動を行いながら，その後の年

では徐々に，どこまで突きつめていくかということ

は，参加者のひとりひとり次第という色が強くなっ

たように思う。「あの実践」の年には，とくにそう

だった，と言えるかもしれない。

5．3．「あの実践」

通常，実践研究の多くでは，学期当初から録音や

記録の許可を取り，それを積み重ねてデータとす

る。しかし，私は学期開始の時点ではこのクラスに

ついて実践研究論文を書く予定は持っておらず，し

たがって授業の録音を行わなかった。「あの実践」の

学期は特にどうということもなく始まり，始まった

ばかりの頃から中期にいたるまで，これが私にとっ

ての「あの実践」になっていくことなど，期待も予

想もしていなかった。

「何か特別なことが起こっている」という感覚を

持ちはじめたのは，学期の中盤を過ぎてからだ。学

生たちは，授業時間が終わっても20分近く，やがて

は30分近くも教室に居残るようになっていた。ゆっ

くりと噛みしめるような話し合いを，しかし時々は

笑顔も混ぜながら続けていた。それでも私は，学期

後半からのデータでは不十分すぎて論文化すること

などできないから，と自分に言い訳をしながら，録

音を取り始めることはしなかった。データを取り論

文執筆のために使う了承を求めることで，学生たち

と私のあいだで生まれていた信頼関係とでも呼べそ

うなものを，崩してしまうのも怖かった。さらに言

えば，私は「あの実践」と呼べるだけの実践は，こ

れまでにわずかな数しか経験してこなかったから，

「ほんとうにこれは，『あの実践』なのだろうか？」

という一抹の疑念も無いわけではなかった。

ようやく自分の立ち会っている教室が「あの実

践」であることを確信した時，瞬間的には，「今か

らでも録音をはじめたい」と願った。しかし，許可

依頼だのボイスレコーダーだのの存在によって，そ

の瞬間の息をつめるような純度の高い空間―途切

れがちな言葉を重ねながら学生たちは集中していた

―を乱すことは，どうしても避けるべきだった。

私は，学生たちが部屋を出て行った直後から，い

つもより細かな授業記録をつけはじめた。すでに学

期末で，最終授業はすぐ次の回に迫っていた。最後

の授業では，ノートとペンで残せる限りの記録を残

そうとした。記録の取り方としては，松澤（2014，

p. 51）が，「研究的臨床実践」で録音等が不可能な状

況において推奨する「CPAP記録」を参考にしてい

る。ただし，C（conversation data：会話内容をその

まま書く），P（practice data：見たこと，したことを

書く），A（評価：上記 Cと Cの情報をどう評価し何

を考えたかを書く），P（Plan：上記 Aを受けて何を

どうすればよいかを書く）のうち，最後の P（Plan）

は，私のフィールドノートには含まれていない。

授業中にメモをとる教師を見かけること自体は，

（その教師が私であれそうでなかれ）極めてありふ

れている。そのため，学生たちがそのせいで注意を

削がれた，ということはなかったと思われる。
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5．3．1．参加者

「あの実践」への学生参加者は4人で，それぞれの

プロフィールは表2の通りである。名前はすべて仮

名を用いている。いすず以外の3人は交換留学生だ

が，出身国名は伏せている。さらに，授業記録の日

時については公開しない。これらは，記録した内容

の一部が個人にとって切実な体験についての言及を

ふくむことから，プライバシーを保護し個人の同定

を避けるために，通常以上の操作が必要だと判断さ

れたためである。

私は，「あの実践」が終わってから約半年後に，や

はりどうしても研究として書きたい，書くことで理

解しておきたいと思い，授業記録を引用し分析する

許可を求めて，参加学生の全員からそれを得た。そ

の後5．3．2．に授業記録から引用した部分で中心

的な存在となっているいすずには，録音と研究にお

ける使用の許可を得たうえで，インタビューを行っ

た。

5．3．2．最終回

本項では，最終回でのやりとりと様子について，

当日の授業記録を引用しつつ，何が起こったのかを

描きだす。次の引用は最終授業のなかでも終了直前

にあたり，いすずが提案したテーマ（「摂食障害」）

について話し合った部分である。いすず，アガタ，

カイ，私が，ひとつの大きな机を囲む形で座ってい

る。ナェンは体調不良で欠席していたため本項での

やりとりには登場しないが，次項で言及がある。

以下に続く枠内は，基本的には授業時間中に私が

その場でペンを走らせて記録したノートを再現して

いる。ペンを走らせるスピード等の理由から，実際

にはすべて英語で話されていた発言が，ここでは多

くが日本語で記録されている。その場で翻訳されな

がら記されているという時点で，否応なく，すでに

特定の＝私自身の視点とヴォイスの入った発言に

なっているはず，ということは否定できない。ノー

トから本稿に引き写す時点で，読みやすさを上げる

ために，適宜，発話を「」で示した。また，発話そ

のままを記録したのではなく，ノートに記録した時

点で，私がある程度まとめていた発話については，

《》を付した。いすずが活動のための素材として提示

した質問項目については，―で示している。また，

適宜（）で文脈を補うための記述を付しているほか，

後でとくに言及する部分については（A），（B），（C）

等のアルファベットで明確にしている。

各授業記録の引用の後で，当該引用部分を，授業

の関連する他の部分についての記録からの引用や，

「『私』に対する再帰的なまなざし（三代ほか，2014，

p. 109）」を持とうと意識しつつ行った記述，この場

のテーマ「摂食障害」の提案者であるいすずに行っ

たインタビューからの引用を関連づけつつ，起こっ

たことの把握と意味づけを試みる。

表2．参加学生のプロフィール

名前（仮名） プロフィール

いすず 女性。日本で生まれ育ち，短期間（1カ月程度）をのぞいては，外国で暮らした経験は持たない

アガタ 女性。中央ヨーロッパ地域出身，英語圏の大学に学位取得のために進学し，在学中に日本での交換
留学に参加した

ナェン 女性。東南アジア地域（カイとは異なる）出身で，母国では，小学校から高校までインターナショナ
ルスクールに通い，おもに英語で教育を受けた。英語圏をふくむ多数の国々への旅行経験を持つ

カイ 男性。東南アジア地域出身（ナェンとは異なる）で，英語圏での数週間の滞在経験を持つ。母国の大
学では，授業の大半を英語で受講している。このクラスに履修登録はしていなかったが，アガタと
ナェンに誘われ，学期中盤以降「もぐる」形でありながら欠かさず参加した
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授業記録（1）

 摂食障害。なぜこのテーマにしたのか，誰

に尋ねられたわけでもなかったが（A），いす

ずは《自分が高校生のころこれに苦しんだ。3

年近く，そこから出てくるのに，かかってし

まったから》と説明した。

 　「（摂食障害の）きっかけは何だったの？」

アガタがたずねる。

　「雑誌を見てたの。男の人（にとって）の

（女性の）理想の体重は38kgってのっていて

（B）。ああっ，私は太ってる！って。それか

ら，クラスメートの男の子たちが（C），『最近

太ったんじゃないの？』って私に言うことも

あった。It hurt me.」

　いすずは，（活動を刺激する）materialとし

て摂食障害についての動画を見せた。そのあ

とで，（彼女の）用意した質問がはじまる。

　―摂食障害とは何か？

（中略）

　―だれか，知人に摂食障害の人はいる

か？

　カイが，「個人的に知っているかぎりでは

いない。人はそれを隠すと思う」と言う。

　アガタがいすずを見て，「高校生のころ，だ

れかに言えた？」（D）と尋ねる。

　いすず「言えなかった。両親には今も（当時

摂食障害だったことを）言えない」（E）

　アガタは《自分も××ていたころ5，摂食障

害があった》（F）という話をした。《親戚では，

5　授業時間内の検討順としてはいすずより前にあたる
が，この最終授業では，いすずばかりでなくアガタも，
自らにとって重要かつ切実な意味を持つ過去の体験を
トピックとしていた。上記授業記録（1）中の《自分も×
×ていたころ，摂食障害があった》（F）は，その体験（×
×）についての語りを補足し，いすずの話につなぐ形で，
述べられている。××の具体的な内容については，本稿
の論を進めるにあたって必要とは言えないため伏せる。

伯母がすでにそれで入院していた。両親はそ

のせいでひどく消耗して，だから両親には

摂食障害のことを言えなかった。My parents 

would not bear another blow like that. でもな

んというか，災厄の循環みたいなものはとま

らなくて，私もとうとう最後には入院した。

身体の，というより精神のほうの理由で》

じつは，数週間前からすでに，誰がどのような

テーマで活動を用意するか，ということは，それぞ

れの申し出のもとに決まっていた。いすずが発案し

担当する予定であったのは「摂食障害」とは異なる

テーマのはずだった。が，ひとつ前の授業（私が，

これは「あの実践だ」と確信した回である）が終わっ

たあと，彼女は「変えてもいいですか？」と真剣な

表情で尋ねてきた。いいですよ，と私は答えている。

なぜテーマを変えたいのか，その場で質問すること

はしなかった。授業時にも誰に尋ねられたわけでも

ないまま（A），いすずは，過去に自分がこの摂食障

害に苦しんだことを告げている。

きっかけになったのは，「男の人（にとって）の

（女性の）理想の体重」を告げる「雑誌」（B）と，「ク

ラスメートの男の子たち」（C）の言葉だ。ともに異性

からの視線である。いすずは，苦しんでいた頃それ

を誰かに言えたか，とアガタに尋ねられ（D），「言

えなかった」し，「両親には今も言えない」（E）と答

えている。

フィールドノートの枠外に，私はこの部分から線

を引いて，「なぜここで話すことができた？」と大書

していた。「ここ」とは教室である。学期の終了後，

約半年を経た後のインタビューで，いすずに，それ

を尋ねた。人は，たとえば，自らの性的指向や性自

認について明らかにすることなく LGBTQについて

語ることができる。それと同様に，摂食障害という

テーマを出すにしても，個人的な経験を明かすこと

なく，語ることはできたはずだから。
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高校生だった当時，周囲のほとんどの人には言え

なかったこと，両親には今でも言えないこと，おそ

らくは大学の同級生もほぼ誰も知らないことを，い

すずはなぜ，あの場で明かしたのか。摂食障害を

テーマにしたというばかりでなく，その設定の理由

として自身の過去に触れることまでして―誰にも

無理強いされているわけではないのに―なぜあの

場で，議論の俎上に載せることができたのか。

いすず：先生ふくめ…その…生徒のみんなも，ど

んどん授業をしていくなかで，たぶんすごい

…こう…何かを言ったことに対して否定され

ることが，ないなって思ったんですよね。た

とえばすごい，みんなが…何かに対して意見

を言ってるなかで自分だけちょっと英語もよ

くわからないし質問（議論の焦点になってい

る問い）も何だったっけなってなってるとき

に，あんまりこう…すごく単純な答を出して

も，うんうん，ってわかってくれて。そうい

うことだったり，あと授業内で扱うトピック

が，けっこうその…なんだろ…CMを見たと

きありましたよね（差別的であるなどの理由

で取り下げになった TVコマーシャルを分析

するという活動を指している）。ああやって

……なんだろ…（長い沈黙）…いろんなトピッ

クを（教室ですでに）見て，なんか隠すことが

ないっていうか，きっと何を言っても受け入

れてもらえるというかたぶん真剣に聞いても

らえてそれについての意見をくれるんだろう

なって思って…たんですよね6。

ここでいすずが摂食障害をテーマとして持ち出せ

た理由として挙げているものは，互いに深く関わる

ものながら2点ある。ひとつは，引用部分後半に出

6　（　）は本稿筆者による

ている「いろんなトピックを（教室ですでに）見て」

というものだ。この教室では，性，差別，ゼノフォ

ビア，表現の自由など，センシティブなテーマを扱

い，様々なトピックを見た。幾つかは，“safe differ-

ences”（Doerr & Lee, 2016, p. 123）とは言えない，通

常ならば（数年前のクラスのように）激しい対立を

招きかねないがためにタブーとされがちなトピック

だった。

私は，教室でのセンシティブなトピックのタブー

化は，同時に，ほかにも教室で議論してはいけない

何か，話題として避けるべき何かがある，という隠

れたメッセージを伝えるものだと考える。この教室

では，通常ならば避けられるセンシティブな（この

場合には「論争上にある問題」あるいは「タブーの

トピック」としての色合いが強い）テーマを扱うこ

とで，隠れたメッセージを緩和している。そのこと

が，（自身にとって「切実な」テーマである）摂食障

害に向かい合おうとするいすずの行為につながった

のかもしれない。

そして同時に，センシティブで，激高や対立を招

きかねないテーマを扱ってきたからこそ，そこまで

の15回の授業で，私たちは慎重に言葉を選び，重ね

てきた。「否定されない」「真剣に聞いてもらえる」と

いう，教室を共有する他者の真摯な態度と他者から

の尊重が，いすずの挙げたもうひとつの点だった。

この2点目がおそらく，いすずが自身の過去に触れ

た中心的な理由であったと思われる。

下記の授業記録（2）は，（1）の直後にあたる部分

である。

授業記録（2）

　沈黙

　いすずの次の質問

 　―あなたにとっての idealな appearance

とは？

　カイは，「自分は simple manで，of course 
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I need to take safety measurementだけど，外

見に多くは望まない」（A）と，はじめた。

 「Safety measurement?!」アガタと私の声が重

なる。

　カイは，「もし何かあって，彼女が倒れた

ら，自分が抱きかかえて運ばなきゃいけない。

でも，重すぎたら運べない。その点で，あま

りにも重すぎる人はsafety measurementから

外れるのでだめだろう」と言う。「誰だって年

をとる。外見は変わる。でも，内側にあるも

のは，ちがう」（B）

いすずはここで，「あなたにとっての idealな

appearanceとは？」と尋ねている。口火を切ったの

はカイだ。カイは，「自分は simple manで，of course 

I need to take safety measurementだけど，外見に多

くは望まない」（A）とはじめた。

授業の際には私は気づかなかったが，いすずとア

ガタは，一連のやりとりにおいて，女性である「自

分自身の」appearanceについて意識し，話している

ように思われる。一方カイは，少なくともここでは，

男性である「自分自身の」ではなく，女性として想

定されるパートナーの appearanceについて語って

いる。いざという時に自分が助けることができない

ようではいけない，という safety measurementへの

顧慮を別とすれば，外見に多くを望むことはない，

と言う。なぜなら，「誰だって年をとる。外見は変

わる。でも，内側にあるものは，ちがう」（B）から

だ。少しの沈黙の後，いすずは，最後の問い“What 

is beauty?”を投げかける。

授業記録（3）

　いすず「My last question. “What is beau-

ty?”」

　うーん，という感じでアガタが身をおこし，

椅子にもたれ，それからまた前傾姿勢にもど

る。ゆっくりと（アガタが）言う。

　「以前私は，完璧にメイクアップをしてから

じゃないと外に出られなかった」

　「いま，make upの道具を持ってさえいな

い」

　「以前，他の人からブスだと言われデブだと

言われ，それがつらかった。でも，make up

したって，その人たちが私を大事にしてくれ

るわけでもなかった。自分が病気になっただ

け。Beautyは，私は，いらない」（A）

　カイ「さっき（授業記録（2）中の下線部（B）

を意味する）も言ったように，beautyは内側

のもの。外見は年とともに変わる。でも内面

はちがう」

　私「内面は不変，ということ？」

　カイ「ちがう。内面も変わるけど，どうし

て悪いほうに変える必要がある？　良くして

いくことができる。Beauty is how you portrait 

yourself to others.」（B）

　なるほど，という感じで，みんなが息をつ

く。姿勢が少し動く。

　アガタがいすずに，「What do you think?」と

たずねる。「What do you think beauty is?」

　いすずは，しばらく黙りこんだあとで―

その時点でもう授業終了予定時刻を50分近

くすぎていたけれど（C），だれもなにも言わ

ずに待つ。

　いすず「If I think I'm beautiful，I'm beauti-

ful. If the other person thinks this other person 

is beautiful，this other person is beautiful. If 

I think I'm beautiful，(even) if the other says 

“No，you are NOT beautiful”，I'm (still) 

beautiful. YES. Yes，I'm beautiful.」（D）

 自分に言い聞かすように，と聞こえた。ゆっ

くりと，ひとつひとつ。
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　私はここで，クラスを切り上げた。

　「Do you have similar courses in the next 

semester?」アガタが（私に）たずねる。ない，

ということを答える。

　「You like this course a lot」とカイ。

　「Yes，this course suits me.」とアガタ。

　カイ「Yeah，we can discuss important things 

that we can't discuss easily outside.」（E）

 アガタ「Oh，I sometimes start this kind of 

topics but…」（手で激しく払いのけるそぶり。

同時に身体をよじる。払いのけられたのはア

ガタのほうだ，ということを示すように）（F）

　カイ「Not easy，yeah?」（G）

　アガタがいすずに，なんか食べる？とたず

ねる。　〇〇（学食）に行く？とさそう。

アガタは「美しさなどいらない」（A）と言い，カ

イは「美しさとは他人に対してどのように自分自

身を描き出すかということだ」（B）と答えた。最後

に，アガタから同じ問いがいすず本人にも向けられ

た。かなり長い沈黙があった。私は顔を動かさない

ようにして，目だけで時刻を確認したことを覚えて

いる。その時点でもう授業終了予定時刻は50分近く

すぎていたが，誰もがじっと待っていた。

いすずは，「自分が美しいと思えば自分は美し

い」，と言った。とてもゆっくり。ひとつひとつ，自

分に言い聞かせるように。「他人が私にあなたは美

しくないと言っても，それでも私が自分を美しいと

思えるなら。そう，私は美しい」（C）。

「男の人（にとって）の（女性の）理想の体重は

38kg」という雑誌，「クラスメートの男の子たち」

の「最近太ったんじゃない？」という言葉。いすず

はそうした他者の言葉によって不当に判定の対象と

され，そうした他者の視線を内化することで自らを

「理想」的ではない人，「太った」人，という「格下

げされた他者」（Williams, 1991）の位置に置き，摂食

障害を経験したと言えるだろう。そのいすずが，「私

が自分を美しいと思えるなら，私は美しい」と宣言

している。

実践研究論文で参加者の外見について述べること

は，まったく一般的ではないが，敢えてここで，私

の目から，いすずの外見がどのように見えていた

か，ということについて触れておきたい。私は，い

すずの高校生の頃を知らないが，大学入学時のいす

ずは，人目を惹くほどの端正な顔立ちに見えてい

た。口数は少なく，立ち居振る舞いは静かだ。率先

して口火を切ったり目立つ役柄に手を上げたり，と

いうタイプではない。身だしなみにも化粧にも挙措

動作のひとつひとつにも，細部まで気をつかう。表

情はあまり動かず，注意して内面を外にさらけ出す

ことのないよう抑制しているような印象を受けてい

た。その彼女が，輝く何かをほとばしらせながら，

今，迫力に満ちた言葉をつむいでいる。

いすずはここで，“I”=「私」を，すでに今この場

にいる自分自身という意味で使ってはおらず，「今

の私が美しい」と言っているわけではない。いすず

が今，この場での自分自身を美しいと思えるかどう

か，ということについては，言及されていない。こ

こでの“I”は，「個々人は」というほどの意味だ。し

かし，同時に，この「個々人」である“I”は，いす

ず自身もまたそうあり得る“I”を，潜在的可能性と

してのいすず自身を示してもいる。

私は，圧倒されながら，クラスを切り上げた。

“What is beauty?”は，いすずの提出した最後の問い

だったし，「美しさ」への三人三様の答を出せたこ

と，それを共有できたことが，この実践の頂点だと

思ったから。

アガタが席を立ちながら，来学期も同様の授業が

あるのか，と私に尋ねた（E）。このクラスで扱っ

てきたようなテーマは，日常の場でそう簡単に持ち

出せるものではないことが，しかし意味あるものと

して受け入れられていたことが，いすずへのインタ
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ビュー（前述）ばかりでなく，このアガタとカイの

やりとり（F，G）からもうかがえる。

その時から約半年後，いすずは，インタビューに

答えるなかで，この時のことを「すごく覚えてます。

最終回がいちばん…記憶にあります」と言った。そ

して，この日のことを日記に書いたのだと，教えて

くれた。

いすず：（日記を）読みますね。（中略）「ラストの

授業で，eating disorderについてプレゼンを

した。自分の話もした。（中略）私が親にも友

達にも言えなかったことを言ったこともあっ

て，アガタが，メッセージをしようなんでも

言ってほしい，と授業のあとに言ってくれた。

泣きそうになった。」

あのとき，いすずは「崖っぷち」の向こう側に，

立っていたのだと思う。正しさによって他の誰かに

突き落とされたのではなく，ひるむことなく怯える

ことなく，自らの意志で自分の足を踏み出していっ

た結果として。そこはもう泥沼などでは決してな

く，その場所でいすずは，迫力のある言葉を，自分

自身の尊厳を深く肯定するような「美しさ」の意味

を，手に入れている。

5．4．「あの実践」と教師の役割

留学に行かなかった／行けなかった正規生は，す

べて英語で実施されるこのクラスを，英語の運用能

力を伸ばすためという目的で履修することがある。

しかし，このクラスにおける教師の主要な役割を，

私は，いわゆる第二言語・外語教育の場合とは異な

るものと考える。「あの実践」での使用言語は英語

で，私は英語教師としての養成課程は受けていな

い。このクラスには少数だが英語圏の出身者，ある

いは英語圏の大学に正規留学中の学生や，インター

ナショナルスクールで教育を受けてきた者も数多く

参加してきた。そうした学生は，私よりも自在に英

語を用いる。「あの実践」の年でいえば，少なくとも

アガタとナェンは，私よりも熟達した英語使用者で

あったと思う。

私はまた，活動で扱うテーマやトピックの専門家

ではなく，そうした事柄に関する知識が，必ずしも

学生より多いというわけではない。とりわけ学生が

持ちこんだテーマの時は，学生のほうが詳しく，ま

た当該のテーマに思い入れを持っていることがあ

る。ならばセンシティブなテーマを扱う教室で，教

師という立場を持って教室に入る者，なおかつそう

したテーマの専門家ではない者が果たすべき役割と

は何だろうか。対立が鮮明になり激化した数年前の

実践と「あの実践」を経て，私がこのクラスでの教

師の役割として考えていることは，現時点では4点

にまとめられる7。

7　4点のなかに「中立的な立場をとる」「中立性を保つ」
といった表現が含まれないことに関して補足する。セン
シティブなテーマを扱う際の教師の中立性については，
批判的教育学や市民性教育の分野に数多くの先行研究
が見られる。テーマについて特定の意見を持たず，対立
するすべてのサイドの意見が十分に展開されるよう留
意する，という中立的な教師イメージは，多くの教師に
支持される（Philpott et al., 2011, p. 33）が，このイメー
ジに対しては，幾つかの側面からの批判がある。Kubota

（2014, p. 230）は，この批判を4点にまとめている。すな
わち，1) 成熟した市民として，教師が，教室で開陳され
たときには不適切さや合法性について指摘しなければ
ならない意見もあること　2) 中立的であるということ
自体もまた，イデオロギー性を持つ特定の政治的立場で
あること　3) 学生たちは教室外でも様々なメディアに
囲まれており，テーマに関する特定の観点が強く形成さ
れることがあり，そうした学生たちが教室での議論を支
配するときには，教師の中立性は，すべての学生にとっ
ての公正で深い探求を促進するわけではない，というこ
と　4) どれだけ努力しようと，現実的には，中立的であ
り続けることは不可能だということ，である。教室に特
定のテーマと素材を持ち出した時点で，教師の立場が特
定の色合いを持つことも確かである。Yamamoto（2020, 
p. 193）は，教師が完全に中立的であることも，中立的
である，とすべての学生から見なされることも，現実的
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(1) センシティブなテーマについて考えることに

乗りだせる活動を作ること，真摯に話のでき

る場を作ること

(2) センシティブだということを理解しつつも，

しかし参加者が熱くならない（憤激しない）

ように，センシティブなテーマを扱うときの

態度を見せること

(3) いま議論がどうなっているのか，という状況

をよく把握すること

(4) 必要に応じて介入すること

この4点に留意したとしても，必ずしも対立が起

こらないわけではないことを強調しつつ，各点につ

いて詳細に述べる。

(1)については，すでに5．3．に引用したインタ

ビューでのいすずの言葉や，フィールドノート (3)

中のカイとアガタのやりとり（E～ G）が示して

いる。そもそも，専門家でなければセンシティブ

なテーマについて語れないというはずはない。私

は，「私たちには不安なしに周囲にある諸々の表

象を探索する自由が必要」だ，と述べるコーネル

（1998/2001，p. 25）に同意する。コーネルの議論は

性に関わる分野でなされたものだが，性に限らず他

の様々なセンシティブなテーマにおいても同様のこ

とが言える。様々なテーマ，トピックは，それらを

センシティブだと感じる者―専門家であろうがな

かろうが―の存在に深く関わり，私たちの精神を

揺らすことがある。しかし，そうした事柄について

「不安なし」に「探索」し，真摯に話し合える場所

は，やはりそれがセンシティブだからこそ，容易に

には不可能であることを指摘している。これらのことか
ら，私は教室で「中立的」であることよりも「公正」であ
ることを目指した。なお，テーマに関して自分から意見
を言うことはなかったが，聞かれればそれが他者に影響
されつつも限定された私という個人の視点と立場から
のものであるということを明らかにしたうえで，短く答
えた。

は手に入らない。

その (1) に連動しているのが (2)で，数年前の対

立の激化した実践では，教師＝私には，これがう

まくできなかったということになる。(2) を考える

にあたって参考になるのは，Stradlingほか（1984）

の“enablers”というコンセプトだ。Stradlingほか

（1984，p. 107）によれば，教室で扱うセンシティブ

なテーマについては，“experts”ではない教師も，

“enablers”に，すなわち「テーマに関する専門的な

知識というよりも，適切な学習経験を提供すること

ができる人，言い換えれば，『正しい答』よりも問う

べき『正しい問い』を知る人」に，なることができ

る。

5．2．に述べたように，私は，対立の激化した実践

以来，自分にとっても他者にとっても正解となるも

の（ex. LGBTQは通常の状態である／治療が必要な

病態である，という主張のどちらが正しいのか？）

を見つけだすことよりも，各自に自分自身の「当た

り前」から距離をとらせ，「当たり前」を問い返させ

ることを，強く意識するようになっていた。それゆ

えに同時に，どこまで突きつめていくかということ

は，参加者ひとりひとり次第という色が濃くなって

いった。

各自の意志と決断を尊重する姿勢を，私＝教師

は，至るところで見せようとした。たとえば差別

的だなどの理由で批判され取り下げになった TVコ

マーシャルを視聴し分析する時には，事前に，その

視聴が学生たちにとっても不快なものや攻撃的なも

の（実際には offensiveという言葉を用いた）に感じ

られる可能性があること，そのため欠席ないし中座

しても出欠席のカウントなどにおいて問題は無いこ

とを伝えるようになっていた。また，答えたくない

／答えられない質問があったときには，無理に答え

る必要がないということを，たびたび明示するよう

になった。また，とくに踏み込んだ問いについては，

必ずしも答を求めることはせず，「～について考え
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てみてもいいかもしれません」といった程度の示唆

にとどめるようになった。

いすず：先生もいっしょになって進んでる感じ

が，あたしは楽しかったです。いっしょに

なって見つけて行ってる感じがして。先生

も，あのとき生徒のみんなから出た話のなか

で自分が気になることを聞いて，なんか流れ

が。なんかこう自由に，生徒たちが，生徒た

ちの流れで，自由に。先生が用意してくれた

トピックのなかで，広ーくこう，泳いでる感

じが気持ちよかったな，って。

いすずはインタビューのなかで，「あの実践」では

「先生もいっしょになって進んでる感じ」「いっしょ

になって見つけて行ってる感じ」がした，という。

同時に，「生徒たち」は「自由」だった。

皆にとっての正解を見つけるよりも，自分自身

の「当たり前」から距離をとらせ，「当たり前」を

問い返すような問いを問うこと。しかし同時に，ど

こまで踏み込んでいくかということについては，各

自の意志と決断を尊重すること。そのような態度を

見せ続けること。それが，現時点での私が措定する 

“enablers”のあり方である。“experts”が学生に向か

い合い，知識やスキルを伝授する人とするならば，

“enablers”は学生とおなじ方向を向き，進もうとも

がく人だ。

(1) と (2) の連動と同様に，(3) と (4) も関係しあっ

ている。(3) は，いま議論がどうなっているのか，と

いう状況の把握につとめること，(4) は，必要に応

じて介入することだ。そうした介入を数多く行った

場面を，最終回よりも一回前の授業記録から抜きだ

す。これまでに本稿で引用した最終回の授業記録と

は異なり，授業時間内ではなく（時間内にも多少の

メモは残したが），ほとんどの部分は（メモをもと

に）終了直後に記したものである。

この場面での議論のテーマは“cheating in rela-

tionships”だった。テーマの提案者は，カイである。

授業記録（4）

　カイはまず，“cheating in relationships”に

ついて，“should we forgive…?”とはじめた

（A）。私がすぐに気づいたのは，それぞれが

“cheating in relationships”に対して持つ行為

のイメージが大きく異なる（B）ということ

だった。

　それでも，定義を訊いてみると，“betray 

your partner”あたりで，簡単に一致してし

まった（C）。ではどういう actがそれに該当

するのか？（D）

　私はたくさんの例を挙げ，また学生たちに

も挙げてもらい，それぞれの limitをさがし

た。メンバーはみんな，売買春もダメという

点では一致したうえで，カイは，結婚してい

る人が配偶者以外の人と出かけるのもダメ

（romanticな意図の有無にかかわらず）とい

うことだった。なお，結婚前には partnerも

いないので，betrayは存在しえない，という。

　いすずは，結婚していてもしていなくても，

パートナーがいる場合で，そのパートナー以

外の人と going outすることは，その先に続

こうという意図がなければ cheatingとは言え

ない，と言った。（ここでアガタから，going 

outの意味について確認があり，datingでは

なく，たとえば食事，という程度のことだと

いすずは説明した）

　 アガタがいすずに，だいたいおなじ，と同

意した。加えて，相手がヘテロセクシャルな

女性あるいは男性のホモセクシャルな友人で

あれば同じベッドに寝るのも OKと言った。

　ナェンは，互いに友人と見なしている仲な

らば，自分と相手の性的指向にかかわらず，
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いっしょにねむるのもシャワーをあびるのも

あり，という。

　これでは，should we forgiveといっても，

想定される内容があまりにちがう。

 

　それにあわせて，「この（“should we forgive

…?”という問いにおける）weとはだれ

か？」（E）ということを私は尋ねた。Weは，

betrayed individualなのか，それとも society

なのか。また，どのような状況であっても

―たとえば forced marriage とか―ゆるす

／ゆるさない，は“betrayed”のほうの人が，

あるいは社会が決めるべきことなのか（F）。

カイはこのテーマに関する問いのリストを自作し

ており，その冒頭の質問は「我々は関係を裏切った

人をゆるすべきか？」というものだった（A）。学生

たちはそれぞれ答えはじめたが，私には，それぞれ

が何を「関係の裏切り」と捉えるのかが異なってい

るように聞こえた（B）。そして，学生たちは，そ

の差異に気づかないまま，話を続けているようだっ

た。そこで定義を訊くと，「パートナーを裏切るこ

と」といった答で，皆がうなずきあう（C）。しかし，

それは，「関係の裏切り」のほとんど同語反復にすぎ

ない。

そこで，私＝教師は，具体的にはどのような行為

が「裏切り」なのかを尋ねている（D）。上記授業記

録（4）に見られるように，学生たちの想定する内

容は大きく異なっていた。いすずとアガタは比較的

近いが，romanticな意図なく「出かける」ことでも

「裏切り」と捉えるカイと，互いに友人と見なしてい

る仲ならば「いっしょにねむる」ことや「シャワー

をあびる」ことさえ「裏切り」とは考えない，とい

うナェンの考えは，かなり遠く隔たっていると言え

よう。

どのような行為が「裏切り」なのか（D）。そして

ゆるす／ゆるさない「我々」とは誰か（E）。ゆるす

／ゆるさないは，どのような状況にもあてはめられ

る答なのか（F）。私は矢継ぎ早に介入を行っている。

そのどれもが，問いの前提を―カイにとっての前

提ばかりでなく，学生たち各自がその問いの前提を

どう捉えるのかということを―明るみに出そうと

しているように思われる。

この議論は授業終了予定時間を20分以上超過し

ても終わらず，続きは最終授業に持ちこされた。

授業記録（5）

　この日の議論は，カイの“How should we 

prevent people from cheating?”という問いで

はじまった。

　 ア ガ タ が，“Well，as cheating is NOT a 

crime,”とはじめる。「個々人として（A），自

分や自分のパートナーが cheatしないように

努力できることはある。たとえば意図的に，

relationに高い優先順位をつけること。とき

どき私たちはそれをしたくないけど，それ

でも。だけど社会的には何もできない（B）。

だって，cheatingは crimeではないから（C）」

　私（とくにアガタに向かって）「You started 

your comment by saying cheating is not a 

crime. But in certain countries，cheating IS 

considered as a crime（D）.」

　カイ「その通り。私の国では，cheatingは

religious lawによって crimeとされている

（E）。Death penaltyはまずないにしても，牢

には入れられるし，とても painfulな刑が執行

される」

　アガタ「え！！　でも……（牢に入れる，

painfulな刑を執行するといった処置が）文化

的なこと，というのはわかるけど，それは私

がこれまで暮らしてきた場所ではゆるされな

い（F）。人間が人間を愛する気持ちはとめて
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はいけない」（G）。

　カイ「婚姻関係の外であっても人に惹かれ

る気持ちが起こるのは自然発生的なこと。で

もそれを見せたり，行動を起こしたりするこ

とは自分の意志でふせげる」（H）。

カイの「どのようにすれば，人々は裏切りをふせ

ぐことができるのか」という問いかけに対して，ア

ガタは，個々人として（A）という場合と，社会とし

て（B）という場合とを分けて答えた。これは，前の

回での教師＝私の問いかけ（授業記録（4）の（E））

を受けて発言された可能性がある。

アガタは，社会としては「裏切りは犯罪ではない」

（C）ため，「何もできない」（B）とした。ここで，教

師＝私は，「犯罪と見なされる国もある」ことを告げ

る（D）。カイが，自分の出身国でもそうであること

を言うと（E），アガタは驚き，一応の理解を示しつ

つも「それは私がこれまで暮らしてきた場所ではゆ

るされない」（F）と言う。

コーネル（1998/2001，p. 80）は，人は「自身の価

値の完全にオリジナルな源泉であることは現実には

不可能」であるうえに，自分自身が「慣習的な道徳

性を吸収している度合いを知ることすらできない」

と述べる。その意味で，アガタ，カイの両者がここ

で，双方がこれまで生きてきた場所での cheatingの

社会的な位置づけを参照していることは，いわば当

然の反応なのかもしれない。それでもふたりは，自

らの外部に主張の源泉を置いて「自分の国／生きて

きた場所ではこうだから／このように決められてい

るから，これが正しい」という言い方をしてはいな

い。アガタの「人間が人間を愛する気持ちをとめて

はいけない」という宣言も，カイの「（そうした気持

ちは自然発生的なことだが）それを表に出すかどう

かは自らの意志次第」，つまり行動がなければ逸脱

はないという主張も，ともに信念の表出ではある。

しかし数年前の LGBTQに関する激しい対立時とは

異なり，いずれも相手の信念を否定しようとはして

いない。

6． おわりに―「あの実践」と言葉の学
び

いま，あの教室を思いだそうとするとき，「交響

詩」という言葉が浮かぶことがある。通常，第二言

語，外語学習においては，単語の学習とは，その外

延的意味を知り使えるようになることを意味する。

しかし「あの実践」で私たちが語り合い重ねあった

のは，たとえば「愛国心」，「美しさ」，「cheating in 

relationships」の持つ内包的意味だった。そのゆえに

私は，「あの実践」に参加した学生にとって―英語

の習熟の程度に関わらず―，そこに言葉の学びは

あったものと捉えている。教師という立場だった私

もまた，学生たちのおかげで学んだ。それは，激し

い対立を招きかねないトピックについて，相容れな

い考えを持つ人とともにどのように問うことができ

るかということについての学びと，言葉を，個人的

で繊細で可変的な意味を持つものとして扱うことに

ついての学びである。

私たちは，過去から続いてきた時間の中に生きて

いる。過去において，「何々とは何々である」と提

示されてきた意味やそこに付随する価値を，言葉に

よって掘り崩し，転換させていくなかで，未来にむ

けて，「私たちが既に形成している自己から，何か新

しいものを作り出すさまざまな可能性（コーネル，

1998/2001，p. 118）」が芽生えていくのではないか。

「あの実践」で私たちが体験しつつあったのは，こ

の「何か新しいものを作り出すさまざまな可能性」

を見出すプロセスだった，と私は捉える。「美しさ」

は，その内包的意味においては，「不要なもの」に

も，「自分をどのように他者に見せるか」ということ

にも，「自ら決める」ものにもなり得る。そのどれか

が優れているというわけではなく，互いを否定する
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わけでもない。それらは響きあいながら，語らうよ

うに，歌うように，私たちが共有した時間のなかに

あった。
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A practitioner’s research into a communication class focusing on sensitive topics
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Abstract

This article is to explore a university communication class in which both international and 

domestic students participate and discuss topics in English, a second language for most of 

the participants. The topics discussed in this class are/can be sensitive ones; xenophobia, 

euthanasia, liberty of expression, plurilingual communication, gender, refugees, LGBTQ 

and misogyny. The purpose of this article is to offer a thick description of some classroom 

moments including intensive reflexivity and the participants’ emotional and relational 

processes, so that the readers can use it as a “resource” to face sensitive topics in their 

second/foreign language class. This article also discusses the teacher’s role when they 

are not a specialist of the topic itself but specialized in second/foreign language teaching.

Keywords: EFL/ESL, collaborative learning between international and domestic students， 

controversial issues， conflict, teacher’s role
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