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設立趣意書 
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探り、情報を広く共有するために発信していきます。 

 

 海外日本語教育学会は、各国や地域の歴史に根ざした、多様な言語、文化および価値観を

尊重します。わたしたちは平和な国際社会の構築につながる日本語教育を追求し、学びあう

ことによって、日本語教育の現場を中心とした世界各地にその研究成果を還元していくこと

を目指します。 

 

 具体的な活動として、以下の 3点を発信し、共有することを柱とします。 

1) 海外の国や地域に固有の日本語教育の実態調査および研究 

2) 海外の国や地域の現場で培ってきた教育方法や教室活動の実践報告および研究 

3) 海外の国や地域の史的背景にもとづく日本語教育のあり方についての研究 
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海外日本語教育学的方法確立に向けて投じる一石 

 （0）研究対象としての学習者1の捉えなおし 

 

吉田 一彦 

【要旨】 

本研究は、「海外日本語教育学」を専門分野の名称として掲げ、日本語学習者を安易な数値化によ

っては捉えきれない行動する主体とみて対象と位置付け、基礎科学研究をする方法を論じる試みで

ある。0）研究対象の捉えなおし、1）研究法の内容検討と当学会における教育的試行評価、2）教師

の仕事と研究との関係性と研究動機の検討、3）海外日本語教師経験に根差した研究課題設定という

4部からなる。 

出発点である第 0 部では、学習者の位置づけの見直しと研究対象としての明確化を試み、日本語

能力獲得・使用を、日本語を含む多言語使用者への変化と捉えなおす。さらに、日本語学習者の実

例を挙げ、従来の外国語教育観を見直すべき根拠とする。 

【キーワード】海外日本語教育学・視点の転換・研究における学習者中心・言語コミュニケーション

の多様性・多言語使用 

 

                                                   
1  本稿では、「学習者」を最も広義の《学習する人》という意味で用い、教育機関に所属している否

かによって区別しない。教育機関に所属している学生の中でも、実質的な学習と取り組んでいない

人や学習活動を強制され不承不承取り組んでいる人は、この「学習者」性が低い人とみる。また、「学

生」とは、同一文脈に現れる「教師」が教授活動の対象としている人々のことである。 

1. 外国語教育学における学習者への関心の

持ち方の振り返り 

 1.1 教 師 と 学 習 者 の 間 の 視 点

（perspectives）の転換によって気づ

かされること 

 1.2 日本語母語話者教師の貢献、そして、

学習者の使用者としての側面につい

ての再考 

 1.3 い わ ゆ る 「 学 習 者 中 心 」

（learner-centered）の再考 

2. 研究対象としての学習者再検討 

 2.1 使用者である学習者の意思疎通に供し

ない学習項目の存在 

 2.2 生涯使用し続けるために生涯学習者で

あり続ける日本語学習者 

 2.3 日本語教育のノンフォーマル教育的

側面、そしてフォーマル教育との連携 

 2.4 試案：日本語を含む多言語使用者

（multilingual）としての日本語学習者 

3. 世界の多様性再確認、学習者の多様性の

受けとめ 

参考文献
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1. 外国語教育学における学習者への関心の持ち方の振り返り 

1.1 教師と学習者の間の視点（perspectives）の転換によって気づかされること 

 外国語教師であるとともに外国語学習者かつ使用者でもある人が、外国語能力が成功裏に獲得され

る状況の実現に向けて、視点の転換をしつつ、双方の立場における活動を見直すとする。こうしたこ

とは、もちろん特段珍しいことではなく、実際に日常生活の一部にしている人さえ数多くいる。そし

て、見直したくなるということから自明のこととして導き出されるのは、学習者・使用者の活動の中

には教師によって、また、教師の活動の中には学習者・使用者によって、それぞれ見過ごされている

部分が存在するということである。 

この問題設定をして思い出されるのは、教育が話題になる場でときどき引用される Shaw(1903)の次

の警句である。 

(1) He who can, does. He who cannot, teaches. 

できる者は行い、できない者は教える。（引用者訳） 

本稿の文脈に入れてこの警句を解釈してみよう。解釈の内容を、あえて冗長さを度外視して書き表

すと、次のようになる。 

(1’) He who can communicate in Japanese, does it. He who cannot do it, teaches doing it. 

日本語で意思疎通できる者は日本語で意思疎通を行い、日本語で意思疎通できない者は日本語での

意思疎通の仕方を他者に教える。 

海外のある国で、日本語の教師と学習者が同じ母語や主要な共通語を共有している状況が想像でき

る。日本語で意思疎通ができる者はまず自分の目的を果たすために日本語を使うだろう。そのような

できる者が日本語の意思疎通の仕方を他者に教えることももちろんあるけれども、実際には、教師が

自分の役目として自身ができないレベルでの意思疎通の方法を教科書や日本語母語話者から学んでお

き、それを学習者に伝えるという役目を負うことが少なくない。そして、そのような教授活動は、実

践経験による裏付けのない単なる知識の受け渡しになりがちである。職場での日常的な会話をとおし

て日本語による意思疎通の経験をできるかぎり共有し、《確かにこの方法を使えば話が通じる》という

確信や実感が持てない事項を学習者に教えなければならないという心細さを、日本語非母語教師が減

らしていくのを助けることが、海外で活動する母語話者日本語教師が果たせる重要な役目の１つだと

いうことは疑う余地がない。そのうえ、母語話者教師と非母語話者教師との間で普段から頻繁に日本

語で意思疎通する機会を持てるならば、非母語話者教師が学生に教えられる実践の裏付けのある意思

疎通の方法を増やしていくことができる。 

ところで、この警句には本稿の文脈においてもう１つの可能な解釈がある。これも、あえて冗長さ

を度外視すれば、その内容を次のように書き表せる。 

(1”) He who can communicate in a non-native language, does it. He who cannot do it, teaches doing 

it. 
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（何語かを問わず）母語でない言語で意思疎通できる者はその言語で意思疎通を行い、母語でない

言語で意思疎通できない者は母語でない言語での意思疎通の仕方を他者に教える。 

海外のある国の同じ母語や主要な共通語を共有している日本語の教師と学習者の場合は、(1’)と同じ

ことになる。では、海外で活動する母語話者教師の場合はどうだろうか。教師と学習者・使用者の間

の視点の転換をして考えてみることがやはりここでも有用である。すなわち、どの言語であれ人間の

言語には少なからず共通で普遍的な要素が存在しているのであり、母語話者日本語教師は、自分自身

に非母語言語学習経験・使用経験があるならばそれを振り返り、眼前にいる自分自身の学生たちも、

かつて自分自身が経験したのと同じような、非母語言語として日本語を学ぶ困難と喜びがあるだろう

と想像してみるのである。経験的に言ってこれは教師が学習者の理解を深める確かな方法である。他

方、非母語言語学習経験があまりなく、そのため使用経験も非常に限定的な母語話者日本語教師の数

は多い2。そのような教師が(1”)の後件の場合に該当する。この母語話者日本語教師たちは、自分自身

がゼロから非母語言語を学び、意思疎通がまったくできない状態からできる状態へと変わっていく経

験をせず、また、言語形式の試用を成功裏に行い理解してもらえたという実感を得たり、逆に発話意

図に合致しない言語形式を使用してしまい他者に不理解や誤解を生じさせてそこから学んでいく経験

をしたりということがないままに、自らが未経験のことに学習者を導いていくのである。それどころ

か、非常に多くの場合、非母語言語学習と非母語言語使用に関して、自らの学生よりも経験が乏しい

と言えるだろう。なぜなら、人数の特定は困難であるものの、どれほど少なく見積もっても世界の人

間の過半数が複数の言語を日常的に使用しており3、その多言語使用者のうちの大半が、多言語母語話

者ではなく、母語以外の言語を意識的に学習し始め意思疎通能力を獲得し日々使用している人々だか

らである4。実際、意識的に学んで身に付けた言語を日常的に使用している人々にとっての常識に反す

ること、たとえば、経験がないがゆえに、文法が「苦手だ」とか「必要ない」と軽々に公言したり、

学習中の言語形式をそれがどんなコミュニケーション上の目的に供するかを伝えずに「覚えなさい」

と強く勧めたりしたことで、教師としての職業上の信頼を損ねてしまうこともある。 

 

1.2 日本語母語話者教師の貢献、そして、学習者の使用者としての側面についての再考 

                                                   

2  現職の日本語教師や日本語教師養成課程の受講者にさえ、「英語が苦手です」と公言してはばから

ない人が多く、この点で日本語母語話者一般と変わるところないことから推察される。 

3  実際に 2言語以上を日常的に使用する人の数を特定することは困難である。しかし、ここでいう

「過半数」は多言語使用の研究者による試算にもとづく大まかに事実を捉えたものと考えて良い数

値である。Grosjean(2010)を参照されたい。 

4  管見のかぎり、実際、海外での日本語教育実践報告においてもっとも頻繁に報告されているのが、

このような多言語使用の言語生活を送る日本語学習者である。 
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ここで読者は、ここまで論じられてきた海外で活動する日本語母語話者教師の非母語言語学習・使

用経験の乏しさに起因する困難の指摘を、無用の杞憂にすぎないと言うかもしれない。なぜなら、海

外日本語教育の現場には、つねに母語話者教師が求められている状況があり、求人も多く、実際に非

母語言語学習・使用経験の乏しい数多くの母語話者教師たちが、現地の人々に喜ばれる教授活動を行

っているからである。 

しかし、そこに意義のある活動が成立するのは、日本語による意思疎通の熟達者として(1’)後件の《で

きない者が教える》という状況が解消されるからであって、(1”)後件の非母語言語による意思疎通の方

法を教えることが《できない者が教える》という状況が解消したわけではない。この場合にも、実践

経験による裏付けのない単なる知識の受け渡しになりがちである。つまり、日本語教授法の知識と技

術により自身が生れてこのかた培ってきた意思疎通の方法を学習者に伝授し、《確かにこの方法を使え

ば話が通じる》という確信や実感を持たせることができてこそ母語話者教師の存在意義を示せるので

あって、そうしないのであれば、単に日本人だから、ネイティブスピーカーだからという理由で教育

現場で頼られているだけか、あるいは、コマンドに応じて模倣すべきモデルとしての日本語の断片を

返すだけのテープレコーダー替わりでしかない。 

そして、日本人、あるいは、ネイティブスピーカーとして君臨するその足場固めに用いられてきた

のが、世界に数多く存在している言語のうちの１つでしかない日本語と、日本文化やその他日本固有

とされる事物との安易な結び付け5である。これがなぜ安易かと言えば、言語・文化・民族を論じるう

えで避けて通ることのできない、Sapir(1921)の指摘以来知られるようになった観点、すなわち、ある

言語自体の特質とその言語の話し手が主体的に担い手となっている文化の特質とを、一旦は区別し、

そのうえで両者の関係性を見出していくという見方を簡単に見過ごしてしまっているからである。言

い換えれば、日本語母語話者だからといって日本人だとは限らないし、日本語母語話者だからといっ

て日本文化の担い手だと決まるものでもないということである。その結果、日本語教育の場において

日本文化に関する情報提供や学習者への日本文化理解の努力の推奨が必要不可欠であるかのように主

張される。これはいきすぎである。 

さらに、日本語が日本文化など日本固有とされる事物との関連性が強調されすぎると、言語が本来

潜在的に持っている表現力の幅を不当に狭めてしまうことが危惧される。ここで確認しておくが、日

本語も他の言語と同様、誰が好んで使おうと仕方なく不承不承使おうとまったく自由であるし、日本

                                                   

5  海外日本語教育を考える者に影響力の大きかった「世界における日本語教育の重要性を訴える」

有志の会（2004）などがこの好例である。この文書では、日本文化の内部にある日本語によってし

か伝達可能でないことと言語によらず伝達可能なこととの区別がなされておらず、あたかも日本に

関する情報は日本語を介してしか得られないと主張しているかのようである。これは事実に反する。

言語政策的価値については研究的関心の対象外であるので本研究は判断を留保する。 
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文化とまったく接点のない人々の生活も、物理法則のように言語や文化に依存しない情報も言い表す

ことができる。そして、国際共通語のどれもが例外なくその好例であるように、ある言語を伝達する

情報の量と多様性の面で豊かにするのにもっとも貢献が大きいのは、非母語話者が（母語話者のため

でなく）自分自身のためにその言語を用いることである。日本語の場合にも当然このような期待を持

つことができる6。 

 

1.3 いわゆる「学習者中心」7（learner-centered）の再考 

管見によれば、日本の外国語教育学の世界では、教師がいわゆる「学習者中心主義」という立場を

取ることがあたかも基本原則であるかのように主張されることがある。しかし、いかにすれば学習者

を学習活動の「中心」に位置づけられるかが論じられることは、その主張がなされるほどには頻繁で

ない。こうした現状があるため、「学習者が中心でなければならない」とどんなに強弁しようと、それ

だけでは、せいぜい「教師中心主義」でいけないと言っただけか、単に「学習者を大事にするべきだ」

という是非の議論の余地のない恒真の態度表明がなされたにすぎない8。 

では、学術的に十分な検討が行われ、適切に学習者を教育の場の中心に位置付けられたとしよう。

それで学習者側の事情が十分に理解され、それに合わせた教育を成立させる用意ができたと言えるだ

ろうか。答えは「否」である。なぜなら、非母語言語学習者としての視点に立って内省を試み、その

視点から外国語教育学の研究状況と日本語教育の実践状況を見る限り、学習者という人のあり方につ

いても、その活動の重要な局面についても、十分な検討が行われているとは到底言える状況にはない

からである。言い換えれば、どんな状況で学習者が《こんな教え方をしてほしくない》と言うだろう

か、あるいは、どんな条件下で学習者が《こんな教え方をされても意思疎通に役立つことが身に付か

ない》と言うだろうか、と学習者の視点に立って考えてみることによってこそ、改善できることが今

の海外日本語教育にはあるのである。この点、次章で詳しく論じる。 

 

                                                   

6  スーダン日本語チャンネルがその好例である。海外日本語教育学会学会誌編集委員会(2016)を参

照されたい。 

7  通常「学習者中心主義」という訳語があてられる。しかし、日本語の接尾辞「～主義」は、「主義・

主張」という表現があるように、必然的に論争のある事象に関して特定の立場に立脚して行動する

ことやその表明までを意味してしまうので、本稿では用いない。同じ理由で、multilingualismにも

「多言語主義」ではなく「多言語状況」という用語を当てる。 

8  こうした状況は、筆者がとある公的機関主催の日本語教授法研修会に参加していた 1990年代初頭

において、すでに観察されることだった、教授法上対立している 2 つの立場の両方に属するすべて

の日本語教育学者が「学習者中心が大事である」と強く主張していた。 
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2. 研究対象としての学習者再検討 

前項に示した問題意識にもとづき、ここで現在の日本語教育学の研究状況、および、日本語教育の

実践状況を振り返り、誰もが大事と思って疑わないはずの学習者のある側面を教師の視点に立つ者が

適切に捉えていないために生じている問題点を 3 つ指摘し、1 つずつ独立した項を立てて論じる。こ

れらのうちのどれ 1 つ取ってみても、教師側の視点に立つ者が学習者の視点に立つ者を重要な点にお

いて理解していないことに気付くのに十分であるし、こうした問題点を研究のトピックとして研究を

進めることで、学習者に対する理解を深め、学習状況の改善を目指すことができる。これが、筆者な

りの学習者中心へのアプローチである。そして最後に、2.4で学習者の捉え方に関して本研究なりの代

案を示す。 

学習者を主たる対象として、学校教育の枠を越えて長期にわたって観察・考察の対象にしていこう

という研究は、もちろん筆者に限ったものではなく9、現状十分に行われているとは言えないまでも、

今後盛んに行われることで、確実に学習者の姿を明らかにしていくものと思われる。しかしながら、

本研究の依って立つ研究方法は、基礎科学(fundamental science)、すなわち、万人が採り得る方法で

確認された事実を、合理的に分析して記述し、成果を万人に伝わる手段で伝達するという方法を採る。

これは、一国の言語教育政策における政策決定に役立つ指標を提供する、といった特定の目的を持つ

応用研究とは一線を画す。 

 

2.1 使用者である学習者の意思疎通に供しない学習項目の存在 

(2)  「Nを／がVたい」10という構文では、Nに付く補語標識（この場合、格助詞）は「を」でも「が」

でも良いが、Nが人を指す場合には「を」でなければならない。だから、「国に帰ったら、お母さんを

手伝いたい」は正しいが、「国に帰ったら、お母さんが手伝いたい」は誤りである 

(3a)  接続助詞「ので」は「から」と同じ意味である。ただし、「ので」のほうが「から」よりも丁

寧で、優しい感じの言葉なので、女性にはお奨めのことばである。 

(3b)  接続助詞「ので」は「から」と同じ意味である。そして、「ので」は客観的で「から」は主観

的である。 

(4)  受動文は、迷惑を受けたと感じるときに使う文型である。 

(5)  文末形式「んです」を文末に付けるのは、文体の会話らしさを強めるためである。 

(2)～(5)は、無数にある同様の現象のほんの一握りの例でしかない。これらの文法規則らしき記述が

そのまま文法規則として日本語教科書の文法解説や研究論文に掲載されて検討対象になることはあま

                                                   

9   本誌においても新井(2015)、村上(2015)のように研究努力の成果が報告されている。 

10  本研究は、外国語教育研究の慣例に習い品詞の表記をする。Nは名詞句、Vは動詞句をそれぞれ

表す。 
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りないものの、筆者はこれまで、少なからぬ数の日本語教師や熱心に学習と取り組んできた日本語の

上級学習者が、これらを文法規則として語るのを耳にしてきた。ところが、日本語母語話者としてど

んなに深く内省してみても、これらの規則を自分自身使ったこともなければ、他の日本語母語話者が

使うのを目撃したこともない。まるで一部の日本語教育関係者だけがひそかに知っている知識である

かのようである。ここで(2)～(5)の規則としての妥当性を検証しよう。いずれも、反例を見つけるのは

容易であり、数分の内省で事足りる。以下の例はすべて筆者の作例であるけれども、インターネット

の検索エンジンを利用して、類例が実際に少なからずあることを確認している。 

(2’)  いい友達が見つけたい。 

   浮気相手が知りたい人。 

(3’a)  薪が十分なだけもらえなかったので、しょうがないから家具を壊して燃料にした。 

(3’b) 練習がつらいので、部活をやめた。 

   室温が0度以下まで下がったから、水槽の水が凍った。 

(4’)  テストで満点を取って、先生に褒められた。 

(5’)  喫茶店のウェイター：ご注文、お決まりなんですか。 

客：カレーのセットで、飲み物はアイスコーヒーでお願いするんです。 

(2)においてNに付く補語標識として「が」が用いられないのは、Nの指示対象の人物が「助ける」

ことの動作者になるのか被動者になるのかであいまいになるのを避けるためである。(2’)のように、あ

いまいになる可能性が小さい場合には「が」を使ってよい。(3a’)は、同一文中に「ので」と「から」

の両者が使われている例であり、このような言い方はごく普通に行われている。仮に「ので」と「か

ら」とで丁寧さの差が本当にあるのだとしたら、ごく普通の日本語話者には同じ聞き手に対して瞬時

に態度を変化させるような情緒不安定さがあるということになってしまう。また、(3’b)のように、「の

で」は主観的な判断にも付けられるし、「から」は客観的な根拠を言うのに使うこともできる。(4’)は

規則にある説明とちょうど逆になるはっきりとした反例であり、規則自体が誤った一般化だという証

拠でさえある。(5’)は、文法的に正しくとも運用が不適切だという誤用である。したがって、(5)は単に

不自然な日本語表現を生じさせるというだけでは済まされない、学習者の人間関係を壊しかねないよ

うな危険性のある助言だということになる。 

このような学習者にとって百害あって（教師に教えてもらった時のつかの間の安心感以外に）一利

もない規則を、教師の視点に立つ者がなぜ学習者に教えるのだろう。その動機は何か。おそらく、(2)

と(4)は、学習者が教室を出て行ったあとも発話目的の達成に適した方法で学習項目を使用してくれる

かどうはどうでもよく、教師が形のうえで確認し得る誤用を学習者が犯すことを何としても阻止し、

本当の意思疎通になっていなくとも話がかみ合っているように見える無難な表現ができていれば、教

師は責任を問われることもなく安心できると考えることが動機であろう。(3a,b)と(5)は、日本語の学

習項目とちょうど対応する言語形式が学習者の母語の中に存在しないことが多く、学習者側が学習項
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目の機能や用途を理解することが難しいし、教師の方も学習者に使用を動機づけることが難しい、し

かし、学習者が使う意義を見出さなければすぐに忘れ去るおそれがあり、そうならないように印象付

けようとするあまり、その学習項目が意思疎通に果たしている役割の方ではなく、学習項目が使われ

る状況に頻繁に現れる副次的な特徴のうち説明が容易なもの方を伝えようとする、というのが動機で

あろう。 

このような説明の適否がここで問題なのではない。問題なのは、(2)～(5)のような規則が多数存在す

ることが、教師には（これ自体はけっして悪いことではないが）自身の教授行為を外
そと

見
み

だけでも改善

しようという発想しかなく、学習者がどのような知的活動を経て日本語で意思疎通する能力を獲得し

ていくのかにまるで関心がないということの、動かぬ証拠だということである。非母語言語の学習者

も、学習した項目を自ら使って意思疎通を試行し、成功したり失敗したりした経験から学び、程度の

差こそあれ、母語話者同様にはたらく語感を形成していくのである。このような学習者に対し、その

場しのぎのアドホックな、しかも、日本語母語話者との直接的な付き合いが開始されて実物の反例に

出会ったとたんに学習した知識をリセットしなければならないような規則を学習項目として教えるな

らば、語感の自然な形成過程を損ねてしまうことが懸念される。さらに、1.1で(1”)に関して論じたよ

うに、日本語以前に非母語言語の能力を成功裏に獲得した経験のある学習者たちには、こうした言語

使用に役立たない規則を教授する活動は、まさに(1)後件の、「できない者は教える」にほかならない。 

以上の議論から、きわめて単純に、基礎科学的に追究できる研究課題が導きだされる。すなわち、1）

使用者としての学習者の視点から、学習される大小各項目の再検討と、2)学習された項目の使用状況

についての追跡調査である。 

 

2.2 生涯使用し続けるために生涯学習者であり続ける日本語学習者 

日本語教育の研究論文等において、世界の日本語教育・学習の現況を知るためにもっとも頻繁に参

照されているのは、国際交流基金（2013）（ならびに同じ調査のそれ以前の報告書）である。この調査

報告においては基本的な数値として国・地域ごとの日本語教育機関数と、その機関に所属する教師数

と学習者数が示されている。これ以外の資料・データをまったく参照しない研究論文が非常に多いと

いうことを、ここで視点を転換して、長年にわたり日本語学習に多大な努力をしてきた学習者の視点

から眺めて、考えてみよう。以下、熟達した日本語学習者になりかわったつもりでコメントしてみる。 

 

(6)  10年の日本語学習歴がある非母語話者かつ日本語の日常的使用者が言いそうなコメント 

確かにどのデータ項目も調査によって比較的簡単に数値としてカウントできるものであるだ

けに、示されている数値は事実をほぼ正確に反映しているだろうし、信頼のおけるものだろう。

しかし、残念ながら自分自身は数に入っていない。なぜなら、簡単な観光ガイドや翻訳の仕事

を得るために、ほぼ毎日ここに住む日本人たちとの話し合いに日本語を使っているし、新しい

表現や用法を学び続けるために、毎日1時間以上かけてインターネットの日本語の記事を読んで
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理解しようとしている。これは自分のレベルの学習者にとっておそらくもっとも効率よく勉強

できるやり方だろう。自分と同じように継続して日本語を学習している人でカウントされてい

るのは、学校で日本語教師をしている人たちだけだろう。しかしそれは、学習者としてではな

い。 

教育機関のタイプ別に機関数・教師数・学習者数を数えており、国ごとに教育課程のどの段

階で日本語が学ばれることが多いのかがわかり、学習者のおおよその年齢層についてもわかる。

しかし、到達度がどの程度の学習者がどのぐらいの数いるのかがこれだけではわからない。日

本語能力試験の国別・級別合格者数と、この資料のデータとの対応関係など、調べてみればわ

かるはずなので、資料の中に示してほしかったところ。 

「日本語学習の目的」について大まかに類別し、どのような目的の人がどのぐらいいるのか

がパーセンテージで示されているので、国ごとの傾向が表れていて大変興味深い。しかし、日

本語学習を始めた理由やきっかけと、複数年にわたって学び続けている理由とが同じだという

目的に関して初志貫徹型の人はむしろ非常に少ない。たいていの人は、学習を進めて日本語が

よくできるようになっていくにつれて、日本語で入手できる情報の種類が多くなり、日本人は

もちろん、もっぱら日本語でコミュニケーションを取る国籍の異なる知人も増えていき、自然

に学習の目的も変わってくる。だから、学習開始の理由と学習の継続の理由とが１つにまとめ

られてしまっていることが非常に残念だ。できれば、今後さらに上達したら日本語をどのよう

に活用したいと希望しているのかも調べてほしい。 

「日本語教育上の問題点」は、国ごとの教育事情が表れていておもしろい。しかし、これは、

日本語授業科目についてだけこのような問題が指摘されているのだが、他の授業科目の場合と

の比較がないので、日本語の授業だけに現れている問題点なのか、その国の学校教育一般にみ

られる問題なのか、どちらなのか判然としない。特に、同じ国の他の外国語教育上の問題点と

の比較ができれば、そこから学べることが非常に多くて大変有意義だと思うのだが、それがな

いのが残念。 

そして、何といっても、教育機関側の問題点についてしか調査を行っていないのはどうなの

だろう？日本から来ている先生方は口々に「学習者中心主義」の教育を行うべきだと話してい

るが、調査をする人たちは、学習者側の問題点には関心がないのだろうか？今の時代は、学習

者の自律性（そして、自立性も？）に注目が集まっているし、自律学習が推奨されている。今

の学習者なら、学習上の問題点について有意義なフィードバックをしてくれるだろうと期待し

てもよいのではないか？ 

 

このように、日本語学習に一定期間取り組んで、教育のことにも意識が高い、しかし、特別な教養

や知性があるというわけではない一般社会人なら考えるかもしれない。そして、彼が調査・分析がな



海外日本語教育研究 第 2 号 (2016.06)【巻頭特集】 

10 

されていないことを残念だと言っている諸点は、いずれも基礎科学的に調査研究を行うことができ、

今後研究者によって明らかにされていくであろう意義のある研究目標11である。そして、この仮想コメ

ント(6)の中で彼が自分自身の学習努力について語っているように、日本語学習者は、コースを修了す

ると、あるいは、日本語を自分の目的のために使用し始めると、学習者であることをやめるのではな

い。やめる人ももちろんいるが、たくさんの日本語学習者たちが、実際に生涯使用し続けるために生

涯学習者であり続けている。彼らのような研究上重要な学習者を、研究者は視界の外に置いてはいけ

ないのではないか12。 

さらに、日本政府は「日本との交流の担い手を育て、海外における日本理解を深めることを通じて、

諸外国との友好関係の基盤を作るために重要」とし、「日本語の普及に努めて」いる。（外務省2015）

そうであるならば、その努力の成果を確認し、評価することが非常に重要になってくる。このように

考えると、前掲の国際交流基金（2013）が資料として非常に重要だとしても、それだけに頼るわけに

はいかない。数のカウントから漏れてはいても、日本と諸外国との交流の最前線で貢献している、生

涯使用し続けるために生涯学習者であり続けている日本語使用者たちの活動の環境や足跡も調査し、

データを集めて分析すべきである。たとえば、百歩譲って調査さえしっかりすれば簡単に得られるよ

うな数値データに限ったとしても、国ごとの、1）日本語を使用言語の１つとして開催された国際会議

の数、2)非母語話者によって日本語で書かれ出版された書籍の数、3)日本語で書かれた学術論文の他の

論文に引用された回数、4)日本語を使用して行われた講義や講演の数、5)観光ガイドや通訳など仕事の

レベルで日本語を使用している人の数など、調べるべきことはさまざまあるはずである。なぜこのよ

うな数値を調査して、世界における日本語の有用性を立証できる指標を得ようとしないのだろうか。 

 

2.3 日本語教育のノンフォーマル教育的側面、そしてフォーマル教育との連携 

これまでの議論からすでに明らかなように、日本語教育機関の外で日本語が学ばれている、学校に

行かず外で学び続ける学習者がいるということは、海外日本語教育学という名称を掲げて研究するう

えで無視できない事実である。このことに加え、現在日本語教育機関に所属して教室で日本語を学ぶ

学習者たちであっても、学習の場を教室に限定していないということもまた、同じく重要な事実であ

る。したがって、日本語教育学者だけでなく日本語の授業を担当する教師など教育関係者たちが教育

機関におけるフォーマルな教育に限定して関心を持つのでは、学習者の学習活動を十分に理解するこ

                                                   

11  もちろん、このように基礎科学の研究課題であることは、応用科学の研究対象にもなり得るとい

うことを排除しない。 

12  本稿で可能性を検討することはできないが、竹内(2003)等が進めてきた、外国語能力を成功裏に

獲得した学習者の学習法、および、ストラテジーに関する研究は、日本語学習に関しても適用可能

である。 
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とはできないということを、ここで指摘しておきたい。なぜなら、このように関心の持ち方を限定し

て学習者を見れば事足りるとする教育関係者があまりにも多いからである。この観点からの研究を進

めるには、すでに多くの研究者が試みている日本語関連イベントの効果や、いわゆるプロジェクトワ

ークと呼ばれる活動の成果を評価する諸研究を見直すことから始めればよい。本研究から研究方法に

ついて新しく提案するべきことは現時点では特にない。 

 

2.4 試案：日本語を含む多言語使用者（multilingual）としての日本語学習者13 

以上、従来の研究において日本語学習者の捉え方の面で欠けていた観点を論じてきた。ここまでの

考察によって確認できた重要事項は、生涯使用し続けるために生涯学習者であり続ける日本語使用者

たちに代表されるように、学習者は使うために日本語を学習するのだというまったくもって自明のこ

とである。そして、学習者が使うべきものとして明確に目標言語(target language)である日本語を位

置付けるため、バイリンガリズム(bilingualism)研究でもちいられてきた諸概念を用いることを提案す

る。すなわち、日本語能力の獲得を、単言語母語話者(monolingual)から母語と日本語との二言語話者

(bilingual) 14への変化と、また、多言語母語話者や日本語以前に意識的に学んで使い始めている非母語

言語がある者は、現在の多言語状況から１つ言語数を増やし日本語を含む多言語状況を持つ多言語話

者への変化と見るのである。これにより、これまでのバイリンガリズム研究の成果を利用することが

可能になり、母語と目標言語との能力の比較がしやすくなる。そして、その2言語間の能力差を学習者

がはっきりと知ることができれば、そのことは「できない者」が「できる者」へと変わることを容易

にする。 

この研究基盤の上に、どのような外国語学習観を、そして、どのような日本語学習者観を展開でき

るかについては、稿を改めこのことを中心的トピックに据えて論じることにする。が、ここで課題の

サンプルを挙げてみよう。次のような期待を持つことができる。 

(7) 多言語使用者の巧みなコードスウィッチングを観察することで、複数の外国語を切り替えて使

用するコツがつかめるのではないかという期待が持てる。 

(8) 一般に、1つ目の外国語の能力を獲得するのに比べて2つ目の言語の能力獲得は容易だという主

張をよく聞くが、もしそれが正しいとしたら、多言語使用者ならではの効果的な学習ストラテジーと

                                                   

13  注 4を参照。 

14  「バイリンガル」というと、一般に母語を 2つ持つ人だけを限定的に意味する語だというイメー

ジが強いけれども、言語研究においては、意識的な学習によって能力を獲得し母語以外にもう 1 つ

言語言語を使用するようになった人を指すために用いることがあり、ここでは用語法の問題は存在

しない。また、用途や能力のレベルの違いにもとづき、さらに細分化されたカテゴリを指す術語が

用いられている。用語法の詳細は、湯川(2004)を参照されたい。 
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同等のものがそこでも使用されている可能性があり、それを解明することには意義がある。 

 

3. 世界の多様性再確認、学習者の多様性15の受けとめ 

多くの海外日本語教授経験者が自身の活動を振り返り、興味深い経験として語ってくれることの1つ

は、日本語が外国語である以上、使うのがけっして簡単ではないはずなのに、それを使って日本語母

語話者も驚くような自己表現を披露する学習者に出会ったというものである。こうした学習者に驚か

されるということは、学習者というものがいまだ十分には理解されていないということの証拠でもあ

り、従来の外国語教育観を見直すきっかけとさえなり得るものである。 

政府関連機関の派遣でカラチ（パキスタン）で筆者が日本語を教えていた1993年に、日本語学習を

ゼロから開始して3か月しか経過していない学習者が、普通の速度で読んで10分ほどにもなる抽象概念

を表す語を多数含んだイスラム教にもとづく道徳的主張のスピーチ原稿を日本人の協力を得て作成し、

すべて暗記したうえで日本語弁論大会に臨み、見事入賞したところに立ち会った。これにはパキスタ

ンの社会において話して人を説得する能力が貴ばれ、雄弁術が発達しているということが大きく関わ

っている。これは、教師の視点に立つ者が教えて身に付けさせることが到底できないような優れた特

質を、学習者が日本語学習開始以前から持っていることがあり、それが力を発揮すれば、非常に優れ

た日本語表現となって具現することがあるということである。このことは、海外で活動する日本語教

師が学習者と対面する際に、多様性に驚きながらも心を開き、それを眼前で体現している学習者の持

つさまざまな特質を受けとめることの重要性を示唆する16。 

もう1つ、一般に日本では起こり得ないような言語学習経験をしてきたために、日本語教育の経験が

豊かな人も想像しがたいようなコミュニケーションストラテジーを持つに至った例として、セネガル

人日本語学習経験者を挙げる。彼は、文部科学省奨学金受給者として日本留学をした経験がある人で、

2013年4月に首都ダカールにある勤務先の学校における調査の際に、言語学習経験や言語観等につい

ての聞き取りを行った。（全文(フランス語)を引用者による日本語訳を付して、本稿の末尾に付録とし

て付ける。） 

ここで注目すべきは、アフリカ全体について一般化し、「エチオピアを例外として、アフリカにはほ

とんど書く文化がありません。アフリカの文化は本質的に話す文化なのです」と述べているところで

ある。そして、公用語であるフランス語を学び、書くことを身に付けているが、書くことは難しく、

同じく書くための言語である日本語は、表記体系がより複雑なのでさらに難しいと考えていることで

                                                   

15  学習者の多様性に関する議論は、本誌においてもすでに始められており、佐久間(2015)、および、

高嶋(2015)にその報告がある。 

16  注 5 に挙げたスーダン日本語チャンネルは、このことの好例としても評価できる。海外日本語教

育学会学会誌編集委員会(2016)を参照されたい。 
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ある。1つ補足しよう。発言の中で言及されているどのアフリカ起源の言語も、長い無文字の時代を経

て、現在はラテン文字を用いる正書法を持つに至っている。しかしながら、それらを日常的に書く習

慣はなく、もっぱら話すためだけに用いられているのである17。 

このようなコミュニケーションスタイルを持つ社会に、日本で出版された日本語教科書を持ち込ん

で、課の部分の1ページ目から順番を守って学習を進めていこうとすることや、日本国内でしばしば聞

かれる「4技能をバランスよく伸ばすべきだ」という標語を掲げてコースデザインすることに一体どん

な意味があるだろうか。そのようなことに意味を求めることは困難である。おそらく、学習者たちは

そのようなことを好ましく思わないだろうし、教師の側も学習がはかどらず苦労するばかりであろう。 

しかも、この場合、学習者たちはいずれも非母語言語を意識的に学んで身に付け、使ってきた経験

のある者ばかりで、複数の言語間でコードスイッチングが巧みにできることが予想され、日本で用意

した枠組みを無理に当てはめようとすれば、それは彼らの目には「できない者ができる者に教える」

愚挙として映りかねない。 

こうした実例から推察されるように、教師の視点に立つ者は、学習者を教師の視点で注意深く観察

するだけでは学習者を十分理解できないことがあり、ときには、その教師の視点を捨て、代わりに学

習者の視点を拾い上げてそこから学習活動を見直してみる必要があるのである。 

では、学習者の視点から学習活動を見ることで成功裏に学習者の多様性が捉えられたとしたら、そ

れが探究の終結する地点だろうか。けっしてそうではない。ここまでの議論から容易に想像できるよ

うに、学習者の多様性と表裏一体のものとして外国語使用者としての多様性がある。そして、使用の

あり方に多様性は、人が生きること全体の中に言語が占める位置の多様性をも意味し、言語教育観の

多様性に再度繋がりながら、世界の多様性の総体に関わりを持つ。 

世界の多様性を目の前にして、海外日本語教育学的方法の探究は、一方で従来の科学的方法を手段

として採り、また一方で従来のものでは応じきれない教育的成果に関して、情報共有・検討のための

手段18を確立しようとする。次回、「第1部」ではこの2つの成果の検討および両者の関係を中心に論じ

る。 
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17  このことはダカール市内の書店を訪ねてみれば裏付けが取れる。どの店も、陳列してある商品の
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18  海外日本語教育学会学会誌編集部（2015）はこうして始められた。理論的な明確化が望まれる。 
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【付録】インタビュー記録 

 

インフォーマント：経営高等学院アジアアフリカセンター所長A. ジャネ氏 

 

D’abord ma langue maternelle, c’est Malinqué.Malinqué, Bambara, et Soussou. Et c’est la famille 

Malinqué.C’est ma langue maternelle au Sénégal Oriental.Dans la zone de Kédougou. J’ai 

également appris le français en même temps que tous les jeunes sénégalais à l’école primaire 

jusqu’à l’université. Je parle anglais dans laquelle j’ai écrit ma thèse. Je parle le japonais. Je parle 

également Pulaar. Un petit peu de l’arabe également. Voilà c’est quelques langues que j’ai pu faire 

l’apprentissage, et le wolof bien sûr. Au Sénégal tout le monde parle wolof maintenant. Voilà 6 ou 7 

langues que je parle couramment.  

(はじめに、私の母語はマリンケ語。東部セネガルの言語で。小学校から大学までフランス語を学習。

博士論文の言語、英語、日本語、プラール語を話します。アラビア語を少し、ほかのセネガル人同様

ウォロフ語も話します。6つか 7つの言語を、楽に話せます。) 

Au Sénégal on est naturellement polyglotte. Parce que c’est la diversité culturelle qui l’amène. Le 

fait que vous ayez à l’école, un ami diola, un ami pulaar, un ami wolof, un ami sérère, et finalement 

on se fréquente. On va dans les maisons. Ça c’est l’environnement africain qui favorise même 

l’apprentissage de langues. 

（セネガルでは、自然に多言語使用者になります。そうなるのは文化の多様性のためです。学校に行

けば、ジョーラ人の友達、プラール人の友達、ウォロフ人の友達、セレール人の友達がいて、頻繁に

家を訪ね合って、いろいろな家に行きます。これが言語学習自体を容易にするアフリカの環境です。） 

Au Sénégal on est naturellement polyglotte. Parce que c’est la diversité culturelle qui l’amène. Le 

fait que vous ayez à l’école, un ami diola, un ami pulaar, un ami wolof, un ami sérère, et finalement 

on se fréquente. On va dans les maisons. Ça c’est l’environnement africain qui favorise même 

l’apprentissage de langues. 

（セネガルでは、自然に多言語使用者になります。そうなるのは文化の多様性のためです。学校に行

けば、ジョーラ人の友達、プラール人の友達、ウォロフ人の友達、セレール人の友達がいて、頻繁に

うちを訪ね合って、いろいろなうちに行きます。これが言語学習自体を容易にするアフリカの環境で

す。） 

Parce que la langue n’est pas difficile sur le plan oral. Mais la plus grande difficulté à mon avis de 

l’apprentissage de la langue japonaise, résidant c’est l’écriture. Dans le hiragana, le katakana et le 

kanji. Je pense que pour tous les africains le plus grand défi, c’est l’écriture. C’est la transcription.  

（日本語は話すことについては難しくない。しかし、一番困難なことは、ひらがな、かたかな、漢字
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で書くことだと思います。思うに、全アフリカ人にとって、書くこと、言葉を文字で書き表すことは、

最大の困難だと思います。） 

Maintenant pour l'oralité, je pense que les africains de mes expériences peuvent apprendre plus 

facilement le japonais oral, le japonais parlé. Mais pour le japonais écrit je pense qu’il faut 

beaucoup plus. Pourquoi? Perce que nous ne sont pas d’une culture d’écriture. L’Afrique à part 

l’Éthiopie nous n’avons presque pas de culture écrite. C’est des cultures essentiellement orales.  

（話すことについて、自分の知るアフリカ人たちは、話し言葉の日本語は容易に学べています。しか

し、日本語で書くためには、やるべきことがずっとたくさんある。なぜかというと、私たちが書く文

化の出ではないからです。エチオピアを例外として、アフリカにはほとんど書く文化がありません。

アフリカの文化は本質的に話す文化なのです。） 

Donc là l’écriture aujourd’hui les fonctionnalités de l’esprit pour appréhender les cultures écrites 

surtout les cultures avec les idéogrammes les kanjis. C’est tel possible, parce que nous écrivons 

maintenant. Par exemple moi je l’écrit. Mais son apprentissage, le processus d’apprentissage 

prendra plus de temps et relativement plus complexe et plus difficile que d’apprendre l’anglais, du 

français, etc. 

そのようなわけで、書く文化、中でも、表意文字である漢字で書く文化を、しっかりと理解できるよ

うな心の働きは、私たちは文字が書けるし、例えば私も漢字を書くように、ちゃんと働くけれども。

書くことを学ぶ過程は、かなりの時間を要します。そして、話すことに比べて、ややこしいし、日本

語を英語やフランス語を学ぶのより、さらに難しくしています。 

 

吉田 一彦（よしだ かずひこ） 

【主な教授活動の場】 

パキスタン・在外公館 1992年 5月～1994年 5月 

タイ・政府高等教育育 1995年 5月～1998年 4月 
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＜新しい能力＞としての「異文化間教育」「異文化間能力」は 

なぜ偏った形で理解されるのか 

21世紀の人材育成を目指す日本語教育のために 

 

松本 剛次 

【要旨】 

教育全般における能力という観点から近年の動向を、次いで言語における能力という観点からそ

の展開・推移を概観した。それらの考え方を踏まえた上で現時点における言語教育に関する考え方

の一つの到達点と言えるCEFRの言語観、能力観を取り上げ、そこでの鍵概念である「異文化間教

育」「異文化間能力」とは本来的／本質的にどういうものなのかを改めて検討した。 

大木（2015）が指摘しているように「「異文化間教育」あるいはそれと深く関係している「異文化

間能力」が意図的もしくは非意図的にしばしば偏った意味で使われている」のが現状であり、近年

教育全般において唱えられているいわゆる＜新しい能力＞についても同様のことが指摘できる。本

稿での考察を通して「理解を超えるもの」として捉えるべき「異文化間」という概念を「理解可能

な対象」として捉えてしまっているという点がその偏りの原因の一つとして考えられた。このよう

な捉え方は「新しい能力」観ではなくむしろ旧来型の能力観を強化してしまう危険性を孕んでいる。 

【キーワード】 21世紀型スキル・キーコンピテンシー・インターアクション能力・異文化間能力・

ハイパーメリトクラシー 

 

1. 目的と構成 

2. 能力を巡る近年の動き 

 2.1 キー・コンピテンシーと 21 世紀型

スキル  

 2.2 中核としての Reflectiveness  

 2.2 なぜ今＜新しい能力＞なのか  

3. 言語能力観の推移・変遷 

 3.1 コミュニュカティブという捉え方 

 3.2 コミュニュカティブからインター

アクションへ 

 3.3 なぜ今「インターアクション能力」

なのか 

 

4. CEFR の言語能力観とその背後にある

考え方 

4.1 CEFR の言語能力観 

4.2 多言語能力から複言語能力へ、異文化理

解から異文化間能力へ 

4.3 なぜ今「異文化間教育・異文化間能力」

なのか 

5. 考察：なぜ偏った理解が生じるのか、そ

してなぜそれが問題なのか 

5.1 仮説とその先行事例 

5.2 なぜ問題なのか 

6. 今後の課題

1. 目的と構成 

松本（2016）ではフィリピンで国際交流基金マニラ日本文化センターが作成した中等教育用



海外日本語教育研究 第 2 号 (2016.06)【投稿論文】 

18 

日本語教材『enTree』を取り上げ、そこでは「学習と革新の能力（Learning and Innovation 

Skills）」の向上が目指されているにも関わらず、実際にはある一定の狙い、目的のもとに方向

付けられた活動が行われているという事実を具体例をあげて指摘した。このような「学習」は旧

来型の「知識や価値の転移」であり、目標として掲げられている「学習と革新の能力」の向上と

はむしろ反対のものである。大木（2015）は本稿でも後に改めて取り上げる「異文化間能力」

という概念について「「異文化間能力」が意図的もしくは非意図的にしばしば偏った意味で使わ

れている」点を現状での問題として指摘しているが、それと同様のことが 21 世紀型スキルに代

表されるいわゆる＜新しい能力＞というものにおいても行われていた事例であった1。 

 では、どうしてこのような偏った理解が生じそれが広がってしまうのであろうか。本稿はこの

リサーチクエスチョンに対し、「そもそも＜新しい能力＞とはどういうものか」というところか

ら改めて検討し直すことで迫るものである。まず教育全般における「能力」という観点から近年

のその動向を、次いで「言語能力」という観点から言語というものの捉えられ方の推移・展開を

概観した。そしてそれらの考え方を踏まえての現時点での言語教育についての考え方の一つの到

達点と言える CEFR の言語観、教育観を取り上げ、そこでの鍵概念である「異文化間教育」「異

文化間能力」とは本来的／本質的にはどういうものなのかを検討した。最後に改めてリサーチク

エスチョンに戻り、それまでの考察を踏まえた上での仮説を提示し、それと同様のケースと考え

られる先行事例を挙げ、それがなぜ問題なのかについて考察した。 

 

2. 能力を巡る近年の動き 

2.1  キー・コンピテンシーと 21 世紀型スキル 

 松下（2010）は、近年世界各地での教育政策において同時発生的に唱えられている教育観の

変化を＜新しい能力＞という言葉でまとめている。＜新しい能力＞の代表的なものとしては経済

協力開発機構（Organization for Economic Co-operation and Development：以下「OECD」）

による「キー・コンピテンシー」と、マイクロソフト等大手 ICT 企業も参加して行われた「21

世紀型スキルの学びと評価プロジェクト」（Assessment and teaching of 21st Century Skills：

以下「ATC21S」）などによる「21 世紀型スキル」が挙げられよう。まずはこの 2 つを例にそれ

らがどのような考え方なのかを確認する。 

 「人が特定の状況の中で（技能や態度を含む）心理社会的な資源を引き出し、動員して、より

複雑な需要に応じる能力」（松尾 2015,p.15）がコンピテンシーであり、その中でも中核となる

ものがキー・コンピテンシーである。OECD ではそれを次の表 1 に示す 3 つのカテゴリーに分

                                                   
1  2015 年 10 月に出版された『異文化間教育とは何か グローバル人材育成のために』（西山・

細川・大木編 2015）の冒頭、大木は「「異文化間教育」あるいはそれと深く関係している「異

文化間能力」が意図的もしくは非意図的にしばしば偏った意味で使われている」「現状では「異

文化間教育」や「異文化間能力」の重要性が十分に認識されていない」「現代社会における異

文化間教育のあるべき姿を明確にする」の 3 点を同書執筆の理由として挙げている。本稿も

それと認識を同じにするものである。また本稿での＜新しい能力＞という用語とその意味・使

い方は松下（2010）に基づいており、その意味で本稿でも＜新しい能力＞という書き方をし

ている。 
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類している2。 

 

表 1：キー・コンピテンシーの「カテゴリー」* 

（*ライチェン・サルガニク 2003/2006, pp.210-218 を表化して引用） 

 

① 相互作用的に道具を用いる 

A：言語、シンボル、テキストを相互作用的に用いる能力 

B：知識や情報を相互作用的に用いる能力 

C：技術を相互作用的に用いる能力 

② 異質な集団で交流する 

A：他人と良好な関係を作る能力 

B：協働する能力 

C：争いを処理し、解決する能力 

③ 自律的に活動する 

A：大きな展望の中で活動する能力 

B：人生計画や個人的プロジェクトを設計し実行する能力 

C：自らの権利、利害、限界やニーズを表明する能力 

 

 一方、ATC21S は国際的なレベルで今の時代に求められる知識や技能を「21 世紀型スキル」

という形で概念化し（フェーズ 1）、その見定めとそのようなスキル育成についての仮説を構築

し（フェーズ 2）、教育実践方法を開発・分析し（フェーズ 3）、パイロット実践を試行し（フェ

ーズ 4）、幅広い普及と教育政策への応用（フェーズ 5）を目指した大規模なプロジェクトであ

る。現在も進行中であるがフェーズ 1 については表 2 に示すものがまとめられている。 

 

2.2  中核としての Reflectiveness 

 松尾（2015）は現在の各国の教育政策を整理比較し、現在の世界的な教育改革の動きはこの

二つの流れが相互に影響しあった結果であると指摘している。いくつかの相違はあるものの、キ

ー・コンピテンシー、21 世紀型スキル、そしてそれらを総称しての＜新しい能力＞観に基づく

教育に共通しているのは学習というものを「創造」「イノベーション」「問題解決」「批判的思考」

                                                   
2  キー・コンピテンシーのカテゴリーの一番目である「相互作用的に道具を用いる力」の一部

を「測定可能な程度にまで具体化したもの」（田中 2015,p.21）が PISA 型リテラシーと呼ば

れ、「読解リテラシー」「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」の 3 種のリテラシーが挙げ

られている。このうち「読解リテラシー」は「自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発

達させ、効果的に社会に参加するために書かれたテキストを理解し利用し熟考する能力」と説

明されている。そしてここでの「参加」の程度には「できれば個人の解放やエンパワメントに

向けた一歩としての批判的スタンスを含むもの」という定義が与えられている。 
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等と捉え、そのために様々な「道具」を「相互作用的に」用い、「異質な集団」「他人／他者」と 

表 2：ATC21S における「21 世紀型スキル」* 

（*グリフィン、マクゴー＆ケア編 2014,p.46 より引用、訳は松尾 2015 による） 

 

思考の方法 １． 創造性とイノベーション 

２． 批判的思考、問題解決、意思決定 

３． 学び方の学び、メタ認知 

働く方法 ４． コミュニケーション 

５． コラボレーション（チームワーク） 

働くためのツール ６． 情報リテラシー（ソース、証拠、バイアスに関する研究を含む） 

７． ICT リテラシー 

世界の中で生きる ８． 地域とグローバルでよい市民であること（シチズンシップ） 

９． 人生とキャリア発達 

10.  個人の責任と社会的責任（異文化理解と異文化適応能力を含む） 

 

の協働の中で、自律的、自己決定的、自己責任的に学習を進めていこう、という考え方である。

そこでの「能力」（コンピテンシー／スキル）は当然表 1、2 で見たような要素がそれぞれが独

立しているものではなく、状況に応じて複数のカテゴリーのコンピテンシーが複合的に組み合わ

されて使用されるものである。OECD の唱えるキー・コンピテンシーではその組み合わせの中

心として「思慮深さ、反省性(reflectiveness)」というものが定義されている。 

 なお、ここで言う「reflectiveness」とは「思慮深さ、反省性」というその日本語訳からイメ

ージされるような慎みや謙虚さではない。「社会から一定の距離を取り、異なった視点を踏まえ

ながら、多面的な判断を行うとともに、自分の行為に責任を持つ思考と行為」（松尾 2010,p.16）

と説明されるように、それがたとえ理解できないもの（異質な集団）であってもその視点（他者

の視点）を踏まえ、それと自己との関係性を多面的な判断において構築していこう、そしてそれ

に基づき行動していこうという積極的且つ能動的なものである。 

 

2.3  なぜ今＜新しい能力＞なのか 

 このようにキー・コンピテンシー、21 世紀型スキル、そしてそれらをまとめたものとしての

＜新しい能力＞とは単なる「技能」「知識」としての「能力」ではなく「態度」や「思考」や「行

為」も含むものである。そしてそれ故に新しいものである。単に現在の社会の変化、経済・産業

構造の変化に合っているからという意味でそれが新しいのではない。反対にその新しさ、思考や

行為としての新しさがそのような変化・変革（イノベーション）を生むのである。 

 またこの新しさは今までの能力観の延長線上にあるのではなく、それをある意味否定したとこ

ろにある。従来の能力観では知識や技能をもって能力としていた。またそれらの知識や技能は個

人に属し個人に蓄積されるものであった。それに対し＜新しい能力＞においてはその能力は個人
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に属するものでもないしまた蓄積されるものではない。それは他者とのインターアクションから

生まれるものであり、蓄積ではなく常に新しいものへと更新／革新されるものである。 

 

3．言語能力観の推移・変遷 

3.1 コミュニカティブという捉え方 

 キー・コンピテンシー、21 世紀型スキルを代表に見てきた＜新しい能力＞観への転換と同じ

ような変化は、言語教育の分野においては言語能力観の変遷からも確認できる。以下、熊谷・佐

藤（2013）を中心にその展開をまとめる3。 

 現代的な意味での言語能力観はチョムスキー（Chomsky 1965）に遡ることができる。チョム

スキーが提唱した言語能力とは、人間が文法的に正しい文を無限に生成し理解するための知識

（能力）であり、具体的な状況における実際の言語仕様である言語運用（linguistic performance）

は、さまざまな逸脱や誤りを含むため言語研究の対象としては除外されていた。それに対しハイ

ムズ（Hymes 1972）は、言語を社会的・文化的なコンテクストの中で（つまり、実際の言語使

用において）研究することを重要視し、文法の知識だけでなく、社会文化的文脈での適切な運用

能力（sociolinguistic competence）の重要性を訴え、コミュニカティブ能力（communicative 

competence）という概念を提唱した（熊谷・佐藤 2013 は「伝達能力」と訳）。このコミュニカ

ティブ能力という言語の捉え方はその後 Canal &Swain(1980)、Canal（1983）によりさらに明

確化された。 

 

3.2 コミュニカティブからインターアクションへ 

 Hymesから始まりCanal &Swainへと受け継がれたコミュニカティブ能力という言語能力観

は、その後 Bachman（1990）、Bachman & Palmer（1996）の「コミュニカティブ言語能力

（communicative language ability）」（熊谷・佐藤 2013 は「意思伝達言語能力」と訳）のモデ

ルへと批判的／発展的に継承された。しかし同時にこのような「コミュニカティブ能力」観に対

し、いくつかの批判／疑問も提示されるようになってきた。例えば Kramsch(1986,p.367)は次

のように述べている（訳は筆者による）。 

 

 心理、そして心理言語学での近年の研究は話し手、聞き手、書き手、読み手がコミュ

ニケーションやインターアクションを成功に導くべく行う心理的、社会的そして言語ス

トラテジーの幾つかの側面に光を当てている。プロフィシエンシームーブメントによる

人間のインターアクションについての過度に単純化された見方は文化間（cross-cultural）

というフレームワークでの真の意味でのインターアクション能力の達成を低め、阻害し、

                                                   
3  3 章での議論は熊谷・佐藤（2013）を参照していることからも明らかなようにそれに基づき

それを支持しているものである。しかし熊谷・佐藤（2013）ではインターアクション能力の

モデルとして Kramsch の考え方を挙げているが、ネウストプニーの考え方は挙げられていな

い。筆者は 5 章で述べるような批判はあるもののその視点は重要と考え、ネウストプニーの

考え方もここに加えた。 
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インターアクション的な理解の達成の機会を危うくするであろう。 

 

 熊谷・佐藤（2013,p.79）が解説しているように従来の「コミュニカティブ能力」における「イ

ンターアクション」とは「１人の人間が内に持つ様々な能力間のインターアクション／相互関係

を指しており、外的要因（人、物）とのインターアクションは、すべて個人の責任による物であ

る」とされていた。また「社会的なコンテクストは事前に特定できる一定の要素が集まったもの

であり、コミュニケーションの場に参与するすべての人によって同様に理解される」と考えられ

ていた。そのような「矮小化された見方」に対し、意義を唱えたのが Kramsch である。そして

「社会的行為としてのインターアクションという考えと、参与するすべての人によって協働的に

構築されるコミュニケーション」としての「インターアクション能力（ interactional 

competence）」（熊谷・佐藤, 2013 は「相互行為能力」と訳）という考えが提示された。 

 なお、日本語教育の分野ではネウストプニー（1982,1995,1999 など）が「インターアクショ

ン能力」の育成の重要性を強く主張していた。ネウストプニーの言う「インターアクション能力」

とは、だれが、どこで、何を、どう言うかに関する「社会言語能力」と、文法・発音・語彙など

の「言語能力」が含まれているものでその総体が「社会文化能力」としての「インターアクショ

ン能力」であるとされる。なおこの「社会文化能力」とは「社会、文化、経済などの実質活動が

行える能力」「態度、帰属、パーソナリティー、対人魅力、追従、自己高揚などのインターアク

ション」などと説明されるものである（中井 2012）。 

 

3.3 なぜ今「インターアクション能力」なのか 

 次の表 3 は義永（2008）中井（2012）なども参考にチョムスキー以降の言語能力観の変遷・

展開を表にまとめたものである。 

  

表 3：「言語能力観」の変遷 

 

Chomsky(1965) 言語能力（linguistic competence）：文法的に正しい文を無限に生成・理解する

ための知識 

言語運用（linguistic performance）：具体的な状況における実際の言語使用、逸

脱や誤りを含む（＊研究の対象となるのは言語知識のみ） 

Hymes(1972) コミュニカティブ能力（communicative competence）：言語の使用の規則 

 状況設定、参加者、目的、行為連鎖、表現特徴、媒介、規範、ジャンルなど 

 

Canal &Swain(1980) 

Canal(1983) 

コミュニカティブ能力（communicative competence）：言語の使用の規則 

  語用論的知識、社会言語的能力、文法知識、方策的能力 

  語用論的知識、社会言語的能力、文法知識、方策的能力、談話能力 

Backman(1990) コミュニカティブ言語能力（communicative language ability） 

 言語能力（組織的能力・語用論的能力）、方略的能力、心理生理的機能 
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Kramsch 

（1986 など） 

インターアクション能力（interactional competence）：社会的／共同的行為／

文化間（cross-cultural）としてのインターアクション能力 

Neustupny 

（1982,1995,1999など） 

インターアクション能力＝社会文化能力 

 言語能力（音声・語彙・文法）、社会言語能力（運用のルールに関する能力）、 

 一般的能力（社会・文化・経済などの実質活動が行える能力） 

 3 章では言語能力についての捉え方の変化変遷を見てきたが、2 章で見てきた教育全般におけ

る＜新しい能力＞の動きと重なることが改めて確認できよう。現在では「能力」というものが「異

質な集団、他者との協働の中で、獲得／習得されるもの」「協働的、相互作用的に構築されるも

の」とされており、それは「創造」「イノベーション」「問題解決」「批判的思考」などの形で現

れる、と捉えられていた。それと同様に現在では「言語」というものも「参与するすべての人に

よって協働的に構築されるコミュニケーション」としての「インターアクション」であると捉え

られ、そのために必要な「能力」として社会的／共同的行為をも含む「インターアクション能力」

というものが提案されるようになっている。 

 

4. CEFRの言語能力観とその背後にある考え方 

4.1 CEFRの言語能力観 

 では、このような教育全般における能力観の推移、言語能力についての能力観の変化・変遷を

踏まえ、現在ではどのような言語教育のあり方が唱えられているのであろうか。以上概観してき

たような議論を踏まえた上で、言語教育のあり方をある意味問い直す形で提示されたのがヨーロ

ッパ評議会（Council of Europe）による「ヨーロッパ言語共通参照枠」（Common  

European Framework of Reference for Languages：以下「CEFR」）である4。CEFR では言語

能力について次のように説明している（Council of Europe 2002/2004, p.9）。 

 

 言語の使用というとき、言語学習をも包括して考える。これは人によって遂行される

行為の一部である。人は個人としてまた社会的存在として一連の能力（Competences）

を持っているが、それには一般的能力（general competences）と、特別なものとして、

コミュニケーション言語能力(Communicative language competences)の二者がある。そ

して、各自が利用できる能力を使いながら、さまざまなコンテクストで、さまざまな条

件（conditions）下で、さまざまな制約（constraints）の下に言語活動（language activities）

に携わる。その際テクスト（text）を産出するか、あるいは受容するという言語処理

（language processes）に携わることになる。そこで作られるテクストは特定の生活領

                                                   

4  CEFR は 2001 年に図書として刊行され 2004 年には日本語訳も発行されている。しかし 4.2

で改めて述べるようにそこには「問題提起はするが答えを提示することはしない」と書かれて

いるという点は強調しておきたい。西山（2010）は日本での CEFR の受容のされ方について

その一部である「共通参照レベル」の紹介やそれの無批判な適用が中心であり、どのような言

語教育の理念に基づいてそれができあがったのかを顧みるものは少ないと述べている。 
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域（domains）に属するテーマ（themes）と関連する。またその際課題（tasks）の成

就を目指して最も有効と思える方略（strategies）を使う。こうした行為を当事者自ら

が観察・モニターする中で、上述の能力はそれぞれ強化されたり、修正されたりするの

である。 

 

 このような「一般的能力」と「コミュニケーション能力」という捉え方は先に見たネウストプ

ニーのインターアクション能力の捉え方（言語能力、社会言語能力、社会文化能力）に近い。そ

してそれは「個人として、また社会的存在として」の「能力」である。そして、ここでの「社会

的存在」という言葉は Kramsch がいうところの「社会的行為としてのインターアクション」と、

「参与するすべての人によって協働的に構築されるコミュニケーション」と重なる。 

 

4.2 多言語能力から複言語能力へ、異文化理解から異文化間能力へ 

4.2.1 複言語・複言文化主義／能力とは？ 

 では、そのような社会的存在、社会的行為としてのインターアクションの能力や、協働的な構

築物としてのコミュニケーションのための能力は、いったいどうすれば高めることができるのだ

ろうか、実際の教育の形はどのようなものになるだろうか。 

 CEFR 自体は「問題提起はするが答えを提示することはしない」と述べられているように「考

え方」を示したもので完成形、従うべき「型」ではない。つまりここで我々が行うべきは CEFR

の中にその答えを探す作業ではなく、CEFR で提起された問題やそれを巡る議論を整理し、批

判的に検討していく作業である5。では CEFR で提起された問題、新しい考え方とは何か。CEFR

では「複言語主義」「言語の多様性」「相互理解」「民主的市民性」「社会的結束」の 5 つをその

理念として掲げているが、この 5 つの中でも中心的な概念であり、またそれ故に解説が必要な

のは「複言語主義」という考え方であろう。西山は Coste et al.(1997)の次の定義を引用し「複

言語・複文化主義／能力」について解説している。 

 

 複言語・複文化主義とは、複数言語を様々なレベルで習得し、さまざまなレベルで

の文化体験を持つ行為者が有する言語コミュニケーション能力であり、また文化の領

域で双方向的に行動することのできる能力であり、さらにこの言語・文化資本全体を

運用することのできる能力である。これは、常に別れた複数の能力が重ねられ並列さ

れているものではなく、言語・文化についての個別的能力、つまり部分能力を含むも

                                                   
5  このような作業、態度こそが注 2 で述べた「読解リテラシー」における「参加」である。そ

して注 4 でも述べたようにこのような「参加」としての「読解」はあまり行われていないの

が現状である。例えば国際交流基金は CEFR に「範を求め」「JF 日本語教育スタンダード試

行版」（2009）を作成したが、山本・新井・古賀・山内（2010）の分析によれば「JF 日本語

教育スタンダード試行版」では CEFR に見られるほど明確に「理念」やその間の結びつきは

見られないことが指摘されている。「批判的」に読まれるべき CEFR がそのようには読まれて

おらず、むしろ一つの「型」として捉えられ紹介されてしまっているというのは皮肉な現象で

ある。 
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のの、複合的で複層的な能力であり、混在し不均等な能力である。しかし当該の社会

的行為者にとっては、いつでも利用可能なレパートリーとして単一なものなのだ。 

 

 西山（2010,pp.25-26）はその具体例として「異なる母語話者の共存する教室」を挙げ、そこ

には「錯綜とした言語世界が広がって」おり、「<pluri>の作り上げる世界が、いかに異質なもの

の混在によりできあがり、それが不均衡な関係を保ち、さらにそのあり方の一般化が困難で個別

的なものであるか」を示している。多くの日本語教師、外国語教師はこの例の示す状況を実感を

伴って理解できるであろう。これが現実でありこれこそが現実である。そして「異なる母語話者」

に限らず「異なる個人」である以上そこにはさらに「錯綜とした言語世界が広がって」いる。 

 先に「CEFR で提起された問題、新しい考え方とは何か」という問いを立てた。しかし「新

しい考え方」の前に現状での課題としての「問題」の方を示しておく必要があったであろう。

CEFR で提起された「問題」とは「錯綜とした言語世界が広がって」いるという「現実」に対

し、今までは「国民国家」という「想像の共同体」の上において、ある優先的な言語による教育

が「前提」とされていたこと（西山 同上）、そしてそこでは「言語の複数性は原則として導入さ

れない」（Coste et al. 1997,p.18）ものであったという点である。それに対しその「複数性」を

復活、復権させよう、「錯綜とした言語世界」という「現実」こそを「前提」としよう、とする

のが「複言語・複文化主義」の考え方である。 

 

4.2.2 異文化間教育・異文化間能力とは？ 

 しかし、「複言語・複言文化主義／能力」をこのようなものとして捉えてもまだ、「どうすれば

それを高めることができるのだろうか、実際の教育の形はどのようなものになるだろうか」とい

う疑問は残るであろう。そこで出てくるものが「異文化間教育」という考え方であり「異文化間

能力」という捉え方である。以下、まずは西山（2015）を引用、解説する形でその考え方をま

とめ、次節で本論での観点からのその意義について考察する。（以下本節「 」は西山（2015）

からの引用） 

 西山（2015）は「異文化間教育はどのように生まれたか」というタイトルの下、「異文化間能

力」及び「異文化間教育」という考え方は 1980 年代のフランスにおいて、それまでの「異文化

理解」「異文化教育」からの発展として、それをさらに押し進める過程で明らかにされた「文化

の複数性」「多様で多元的な「文化」」という現実に対し、「社会とは複数の文化から構築され、

それらの文化の価値は平等」であり「その中で教育とは文化の複数性への目覚めを促し、複数文

化の中での相互関係性を生み出すこと」を狙いとして生まれてきた、とその成立の過程を報告し

ている。その上で「異文化理解」と「異文化間教育」との違いについて、「異文化理解において、

異文化とは理解の可能な対象として外部に存在するが、これに対して、異文化間教育とは異なる

他者を必ずしも理解可能な対象として措定するものではない。認知能力による理解を超える場合

もあり、むしろそのような場合にあたっての態度をも学ぶのである。異文化間教育は対象となる

異なる文化それ自体にもまして、異文化という他者との関係性、すなわち態度に着目する」と述
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べている。 

 先に述べたように今までは「国民国家」という「想像の共同体」の上において、ある優先的な

言語による教育が「前提」とされており、そこでは「言語の複数性は原則として導入されない」、

それは存在しないもの、ないものとして処理されてきた。しかし 70 年代以降、フランスにおい

ても「移民の子供たち」が大量に学校に通うようになると、いわゆる「異文化」の問題が表面化

してきた。当初はこの「異文化」に対しそれを理解すべく／理解させるべく「移民の出身国の文

化紹介、物産品の展示、学校間集団文通」などの「異文化活動」が行われてきた。しかしこれら

の活動はステレオタイプの強化につながり、文化本質主義に陥る恐れがあることが指摘され、そ

こで活動は次第に「フランスにおける移民の流入の歴史や移民集団の記憶、移民出身作家の証言

などの学習へと発展」していった。またこの間（80 年代）にも移民の定住という現象は本格化

し、「異文化は移民だけに関わる特別な問題ではなく、すべてのフランス人に関わる課題へと一

般化」していった。そこでの「異文化」とは「inter という接頭辞の示すように」「複数の文化間

の交流や相互作用を含意して」いるものである。このような考え方は当然、今までは隠され、存

在しないもの、ないものとして処理されてきた「文化の複数性」「多様で多元的な存在としての

文化」を再び顕在化させることへと繋がった。「社会とは複数の文化から構築され、それらの文

化の価値は平等であること、その中で教育とは文化の複数性への目覚めを促し、複数文化の中で

の相互関係性を生み出すこと、これらは「異文化間教育」を構成する要因である」

（Porcher(dir),1986、Porcher,1995）という考え方である。なお、ここでいう「複数の文化」

とは「移民の文化のように外部から持ち込まれたものばかりではない。性差による文化、世代や

職業、地域、宗教などの生み出す文化」なども含まれる。 

 

4.2.3 なぜ今「異文化間教育・異文化間能力」なのか 

  このように西山は「異文化間教育」として「文化の複数性」「複数文化の中での相互関係性」

「異文化という他者との関係性」を捉えることの必要性／重要性を強調している。しかし「捉え

る」と言ってもそれは決して「他者」を「理解の可能な対象」として自分の中に取り込もうとい

うものではない。そうではなく「理解を超える」者（物）としての「他者」とどう接するか、ど

う対応するか、どう関係するか、という「関係性」「態度」こそが「異文化間能力」でありそれ

を学ぶこと／教育することが「異文化間教育」なのである。 

 2 章で教育全般における＜新しい能力＞の動きを、3 章で言語能力についての捉え方の変化変

遷を見てきたが、両者に共通して言えることは、現在では「能力」というものが「固定的、絶対

的、普遍的、一般的」なものではなく、「異質な集団、他者との協働（インターアクション）の

中で、自律的、自己決定的、自己責任的に獲得／習得されるもの」「協働的、相互作用的に構築

されるもの」「ローカルな状況でのそれぞれの実践に固有のもの」「状況によって左右されるもの」

とされており、それは「創造」「イノベーション」「問題解決」「批判的思考」「インターアクショ

ン」などの形で現れる、という考え方／捉え方であった。そして本章で見たようにそのような「能

力」を獲得し、使用し、修正していくために必要な「能力」が「異文化間能力」で、その教育が
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「異文化間教育」であった。「異文化間能力」とは一言で言えば「異なる他者を必ずしも理解可

能な対象として措定するものではく、むしろ理解を超えるものと捉え、それに対する態度、関係

性を構築する能力」となろう。キー・コンピテンシーにおいては「思慮深さ／反省性

(reflectiveness)」が中核に、21 世紀型スキルにおいては「創造性とイノベーション」「批判的思

考」といった「思考の方法」が一番目に挙げられていたが、それらも「異文化間能力」と同義の

ものとして捉えることができる。 

 

5．考察：なぜ偏った理解が生じるのか、そしてなぜそれが問題なのか 

5.1仮説とその先行事例 

 ではここで改めて「どうしてこのような偏った理解が生じそれが広がってしまうのであろうか」

という 1 章で立てたリサーチクエスチョンへと戻りたい。前節でまとめたことを踏まえて考え

ると次のような仮説が浮かんでくる。「＜新しい能力＞を獲得し、使用し、修正していくために

必要な能力が「異文化間能力」である。そして／しかし「異文化間能力」はまだ十分には理解さ

れておらず、従来の「異文化理解」（異文化、異なる他者を理解可能な対象として措定するよう

な考え方）の延長として捉えられてしまっている。故に＜新しい能力＞の方も偏って理解されて

しまう」という仮説である。そして現に＜新しい能力＞や「言語能力」などを巡ってはそのよう

な指摘や批判、新しい考え方を従来の考え方の枠内で理解してしまうが故の理解の偏り、「理解

を超えるもの」を「理解可能な対象」として捉えようとしてしまうが故の理解の偏りという指摘

や批判はすでにいくつか行われている。以下に述べる本田（2005 など）、細川（2006 など）、大

木（2014）などがその例である。 

 

5.1.1 本田（2005）による「ハイパー・メリトクラシー化」批判 

 本田（2005）は教育や評価をめぐる現代の状況を「ハイパー・メリトクラシー化」と名付け、

それに対する批判を展開している。松下（2010）を参考に本田の主張をまとめると、本田（2005）

では次の表 4 のようにこれまでの能力観（本田の用語では「近代型能力」）といわゆる＜新しい

能力＞観（本田の用語では「ポスト近代的能力」）とを整理した上で、現代は近代型能力観の上

にポスト近代型能力が覆いかぶさっている状態であり、そこでは可視化されにくいもの、人格の

深部までが「評価」の対象とされその「評価」をとおして人は労働力として動員されてしまう、

またそうした「評価」により社会的な階層が再生産されてしまう、という点を指摘し批判してい

る。 
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表 4：近代型能力とポスト近代型能力* 

（*本田 2005, p.12 より引用） 

近代型能力 ポスト近代型能力 

「基礎学力」 

標準生 

知識量、知的操作の速度 

共通尺度で比較可能 

順応性 

協調生、同質性 

「生きる力」 

多様性・新奇性 

意欲、創造性 

個別性・個性 

能動性 

ネットワーク形成力、交渉力 

  

 「ハイパー・メリトクラシー」とは「メリトクラシー（能力主義、業績主義）」を元にした本

田の造語である。「近代型」においてはその「能力」や「業績」の評価の観点や方法の「手続き

的な公正さ」（本田 2005,p.21）は担保されていた。またその「能力」や「業績」は個人の一側

面にすぎないことはある意味共通の理解であった。しかし「ポスト近代型」においては「手続き

的な公正さ」という側面は切り捨てられ、また「能力」や「業績」も「人間存在のより全体、な

いし深部にまで及ぶもの」になってしまっている、というのがその批判の焦点である。 

 この批判は一見＜新しい能力＞、本田のいう「ポスト近代型能力」に対して向けられているよ

うに見える。しかし批判されているのはその考え方自体ではなくその捉えられ方、理解のされ方、

使われ方、受け入れられ方である。「ポスト近代型能力」という新しい考え方、捉え方が、結局

のところ「近代型能力」というこれまでの能力観の枠組みの中で「理解可能なもの」として、従

来の能力観に付加されるものとして理解、使用されてしまっているところにその問題の源がある。 

 

5.1.2 細川によるネウストプニーのインターアクション能力批判 

 これと同じような事態／現象は「言語能力」をめぐっても行われており、例えばネウストプニ

ーのインターアクション能力に対する細川（2006、2010 など）の批判がその例である。「コミ 

ュニケーション行動すべては、社会・文化・経済などの「実質行動」が基盤になっている」とし、

この「実質行動」が行える能力としての「インターアクション能力」というものを狭義の意味で

の「コミュニュケーション能力」の上位に立て、「インターアクション能力」の育成を言語教育

で行うことが最も重要であるというのがネウストプニーの主張であった。これに対し細川

（2012,pp.200-201）は次のように述べている。 

 

 1970 年代後半のコミュニカティブ・アプローチの思想は、言語教育の目的がコミュニ

ケーション能力育成にあることへの大きな転換点となった。たとえば、ネウストプニー

（1982，1995a）は、社会学者ハイムズのコミュニケーション理論をもとに、実質活動

とコミュニケーションの構図を描き、さらに、コミュニケーションの中に、「文法能力」

「社会言語能力」「社会文化能力」のあることを指摘した。この理論は、コミュニケー
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ションという行為について考えるための重要な示唆を与えた。とくに、コミュニケーシ

ョン能力を幾つかの要素に分解することによって、その構造を明らかにしようとした点

で優れた理論であり、現在までその影響力は大きい。ただ、このモデルは、生きた動態

として機能する言語による活動の総体を全体と部分の関係から構造的に分析したもの

で、「文法能力」「社会言語能力」「社会文化能力」と、具体的なことばの活動との関係

については何も述べていない。言い換えれば、これは、あくまでも分析モデルであり、

実際のことばの活動のありようとは異なるものであるということなのである。 

 しかし、教育実践の現場では、部分から全体への実現をめざすかの如く、「文法能力」

「社会言語能力」「社会文化能力」の諸要素を固定化してしまった。つまり、実際の活

動を再現しないはずの分析モデルを教育目的化し、教育実践の現場に応用しようとした

のである。 

 問題は、本来、外側からは計測できない、個人の中に内在する活動総体の一部を分析

的に取り出すことで計測したこととし、その結果を以って、それを「日本語能力」であ

ると断定するとともに、その計測値を上げることが「コミュニケーション能力育成」で

あるとする考え方それ自体に所在するのである。 

 

 ここでは今まで述べてきた二つのことが改めて語られている。一つ目は、ネウストプニーの考

え方自体は新しいものであったが、それがいつしか分析のためのモデルではなく「目標」として

のモデルとして受け入れられてしまった、という点である。これは「異文化間能力」や＜新しい

能力＞といった新しい概念が理解される際には、従来型の考え方、捉え方の枠内、あるいは延長

線上でそれに付加されるものとしてされてしまう、そのような考え方、捉え方の元で「理解可能

なもの」として捉えられてしまう、という現象と一致している（故に細川はネウストプニーの言

語観に対し敢えて「インターアクション能力」ではなく「コミュニケーション能力」という言葉

を使用している）。二つ目は本来「個人の中に内在する活動総体の一部」にすぎないもの、つま

りは「ある個人の一側面にすぎない」ものが計測され評価されることで、それが個人を代表する

「能力」と捉えられ、さらにはいつの間にか評価等の「基準」となってしまうという事態である。

これは本田（2005）がいうところの「能力」や「業績」といった本来「個人の一側面にすぎな

い」ことが「人間存在のより全体、ないし深部にまで及ぶもの」になってしまうという現象と一

致している。 

 

5.1.3 大木によるグローバル人材育成上の問題 

 大木（2014）による「グローバル人材」についての考え方とそこでの「異文化間教育」

を巡っての指摘も同様の例、同様の指摘として挙げることができよう。「「異文化適応力」

は異文化間能力の一部に過ぎないにも関わらず異文化間教育の一番の目的が「異文化適応

力」になっている」というのが大木の指摘する日本での「グローバル人材教育」の問題点

である。異文化間能力というものが従来型の「異文化理解」「異文化適応」の考え方、捉え方
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の枠内、あるいは延長線上として理解されてしまっているという典型例である。また大木（同上）

は多くの大学で「英語化」＝「グローバル化」となっているという現状も指摘し批判している。

大木はそこまでは言っていないものの「英語化」という形でそれが計測、評価されやすくなると

いう側面もそこにはあるであろう。しかし「英語化」は「グローバル化」の一部にすぎないこと

は言うまでもない。 

 

5.2なぜ問題なのか 

5.2.1「変化／革新」という名の下に行われる「再生産／強化」 

 以上 5.1 で述べた「仮説」に対し、既に指摘されているそれと同様の事例をいくつか紹介して

きた。これらがはっきりと、あるいは暗に示している問題は、「理解を超えるもの」として捉え

るべき対象を「理解可能なもの」として捉えてしまうことによる弊害、「新しい」捉え方を「旧

来」の捉え方の枠内で捉えてしまうことの弊害である。そしてそこでは「新しい能力」「異文化

間能力」といったものが唱えられながらも、それが本来目指している「変化」「変革」「創造」「更

新」「イノベーション」「インターアクション」などではなく、むしろ旧来型の「評価」「業績」

「成績」「基準」といった「個人に蓄積される（と考えられている）能力」のほうが「再生産」

されまた「強化」されてしまっている。例えば 5.1.2 で細川によるネウストプニー批判を取り上

げ「ネウストプニーの考え方自体は新しいものであったが、それがいつしか分析のためのモデル

ではなく「目標」としてのモデルとして受け入れられてしまった」と述べた。そのように捉えら

れてしまったのは、従来型の「モデル＝目的／目標＝個人の内部に蓄積されるべきものの同定」

という枠組みの中でしかネウストプニーの考えも理解されなかった／できなかったからであり、

そしてそれはさらに従来型の「目的→応用」という枠組みにおいて中教育実践の現場に「応用」

として、「測定化」「測定値化」として取り入れられてしまったからである。そしてその結果「強

化」されてしまったのは皮肉にも旧来型の能力観のほうであり、本来であればその個人の一側面

にすぎなかった「個人に蓄積される（と考えられている）能力」のほうであった。 

 なお、本田（2005）の言う「ハイパー・メリトクラシー」もそのような現象を指し、それを

強く批判しているということは言うまでもないであろう。「ポスト近代型能力」への移行は本来

であれば「メリトクラシー（能力主義、業績主義）」」からの解放につながるものであった。しか

し現実にはそれとは正反対の方向に機能し、むしろメリトクラシーをさらに強化してしまってい

る。目指しているものとは正反対の事が行われているのに、さらにそれを強化してしまっている。

「新しい能力」「ポスト近代型能力」の名の下で旧来型の価値や能力の再生産と強化が行なわれ

てしまっている。これが現代の社会の現状であり問題である。このような現状に陥ってしまうの

は本来これまでの能力観とは一線を画すべき「ポスト近代型能力」が依然として「近代型能力」

の枠内で、その延長線上として「理解可能なもの」として理解されてしまっているからである。 

 

5.2.2 仮説の検証、そして問題の事例としてのフィリピンの中等日本語教育教材『enTree』とそれに基づく

教師研修 
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 これまで述べてきたことに対し「それは単なる仮説でありまた杞憂に過ぎないのではないのか」

「日本語教育の世界では実際にそのようなことは起きているのか」という疑問・反論の声は当然

上がるであろう。詳細については改めて論文として提示する予定であるが、ここでは現在筆者が

行っているフィリピンの中等日本語教育支援システムの批判的検討の事例を紹介したい。 

 １章でも述べたように松本（2016）ではフィリピンで国際交流基金マニラ日本文化センター

が作成した中等教育用日本語教材『enTree』を取り上げ、そこでは「学習と革新の能力」の向

上が目指されているにも関わらず、実際に行われているのはある一定の狙い、目的のもとに方向

付けられた活動であり、旧来型の「知識や価値の転移」であるという事実を具体例を挙げて指摘

した。本稿で述べてきたことから改めて考察すると、これは従来型の「モデル＝目的／目標＝個

人の内部に蓄積されるべきものの同定」という枠組みの中でしか＜新しい能力＞「21 世紀型ス

キル」という考えも理解されなかった／できなかったという事例であり、また従来型の「目的→

応用」という枠組みにおいて、中教育実践の現場に「応用」としての「教材化」（＝基準化）と

して取り入れられてしまった、という事例である。ここでは「学習と革新の能力」の向上が目指

されている（と謳われている）にも関わらず、「教材」（＝基準）という形で伝えられ、再生産さ

れ、強化されているのはそれとは正反対の旧来型の能力や価値のほうである。本田（2005）が

「ハイパー・メリトクラシー」という言葉で表現したのと同じ現象、問題がここでは生じている。 

 また、このような「再生産」は生徒に対してのみではなく教師に対しても『enTree』を使用

しての教師研修という形で行われている（あるいはそうすることで教師をも巻き込んでいる）。

「変化」「変革」「創造」「更新」「イノベーション」「インターアクション」が目指されるのであ

れば本来教師研修のような場で行われるべきは教師たちとのインターアクションを通しての教

材である『enTree』の絶えざる「更新」であるべきである。事実大舩他（2011）でもそのよう

に書かれている6。しかし、実際に教師研修において行われているのは「『enTree』のコンセプト

を理解し，『enTree』に出てくる日本語表現の習得と日本及び世界の国々の社会事情・文化への

気づきに加え，『enTree』を用いた学習で学習者が養うべき「学習をモニターする力」「内省す

る力」を育成していくための指導法を身につけること」（大舩他 2012）という『enTree』を「基

準」としてのその「再生産」と「強化」の活動となってしまっている。本来「更新」されるべき

ものがいつのまにか「基準」「前提」となってしまい、そこに疑いの目が向けられる事はタブー

とされてしまっている。「変化」や「革新」が唱えられていながらも実際にそこで行われている

のは現状の（旧来型の考え方や価値観の）維持でありさらなる強化である。このような事実に関

係者が気がついていながらそれを行っているのであればそれは「意図的」な「偏った理解」であ

り問題である。また気がついていないのであればそれは「非意図的」な「偏った理解」であり、

「気がついていない」「気づくことができない」という意味でさらに大きな問題である。 

 2015 年 9 月に国際交流基金日本語国際センターが発表した報告書『21 世紀の人材育成をめざ

                                                   
6  大舩他（2011）では、「報告者らは現在，1 年目の『enTree』の試行と並行して，2 年目の

教材の開発にも取り組んでいる。現時点で現場から寄せられたフィードバックを基に,2 年目

の評価ツールの開発と同時に個々のセッションの目標及び内容についても考慮しながら開発
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す東南アジア 5 か国の中等教育における日本語教育 各国教育文書から見える教育のパラダイ

ムシフト』では「中等教育は、それぞれの国の公教育の中に位置づけられ、各国の未来を担う国

民の教育であることから、教育行政の範疇にある。そこで、外国語教育も教育過程の科目の一つ

として、当該国の教育政策や教育目標の下で行われており、外国語科目の中に位置づけられてい

る日本語もその影響下にある。まさに発達途上の人間形成期にある学習者に日本語を教えるとい

ういうことから、「教育としての日本語」の視点が必要とされる。教育政策は、各国内外の状況

により変動していくため、現地の日本語教育を知るには、政策の変更に目を向けている必要があ

ると言える」（国際交流基金日本語文化センター 2015,p.1）と述べられ、OECD の「キー・コ

ンピテンシー」と ATC21S での「21 世紀型スキル」を概観した上で各国の中等教育政策が整理

されて報告されている。しかし、そのように「目を向けた」上で行われているのが先述したよう

な「偏った理解」に基づく「旧来型の考えや価値観の再生産と強化」であればそこには果たして

「教育としての日本語」の視点はあると言えるだろうか。報告書のタイトルにあるような「21

世紀型の人材育成を目指す」「教育のパラダイムシフト」はそこで実現できている、あるいは実

現しようとしているとは言えるだろうか。ここには大きな、そして明らかな矛盾がある。そして

／しかし当事者たちにはその矛盾は見えなくなってしまっている。 

 

6．今後の課題 

 では、どうすればいいのか。最後に残された、そして最も重要な課題はこれであろう。それに

対する答えは月並みではあるがまずは「理解の偏りを解いていくこと」「すでに偏った理解に基

づいて行われているものがあればその偏りを指摘していくこと」であろう。そしてその上で「本

来あるべき形で「新しい能力」を育成するための日本語教育の実践、「異文化間能力」の向上を

目指す「異文化間教育」としての日本語教育の実践を行っていくこと」であろう7。 

 しかし気をつけたいのは、すでに述べてきたことの繰り返しになるが「本来あるべき形」とは

決して「目標」としての「モデル」「型」ではないし、安易な「モデル化」「型化」による理解は

むしろその本質に反する、という点である8。4.2.3 で述べたように「「異文化間能力」とは一言

で言えば「異なる他者を必ずしも理解可能な対象として措定するものではく、むしろ理解を超え

るものと捉え、それに対する態度、関係性を構築する能力」のことであった。そして「異文化間

能力」そのものが「理解可能な対象」ではなく「理解を超えるもの」であった。そのような「異

                                                                                                                                                     

を進めていきたい」と述べられている。 
7  本稿で述べてきたことに対しても「それはあなたの解釈（理解）でありその意味で一つの偏

りなのでは」という意見も当然あるであろう。確かにその通りである。しかし本稿での「偏り」

は現状の「偏り」に対する異議申し立てとしての「偏り」である。「偏り」にある状態を意識

化、表面化、可視化するための戦略的な「偏り」である。その意味で注 11 で述べるように「正

しい理解」の提示ではなく「問題の提示」としての理解であり偏りである。 
8  『enTree』のような「教材」は「モデル化」「型化」の典型例である。しかしだからと言っ

て教材の存在自体をここで否定するわけではない。教材は常に変化、変革、改善されるべき存

在でありその意味でそれを使うものが学習できるものである。教材を批判的に検討すること

（「読解リテラシー」における「参加」として読むこと）こそが教師研修などの場で行われる
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文化間能力」と対峙するにはすでに述べてきたように「社会から一定の距離を取り、異なった視

点を踏まえながら、多面的な判断を行うとともに、自分の行為に責任を持つ思考と行為」として

の「思慮深さ／反省性(reflectiveness)」が重要となる9。 

 しかしそうは言っても確かにこのような「思考と行為」としての「reflectiveness」は難しい

ものである。なぜなら本田（2005）が指摘していたように我々の社会は今でも基本的には「近

代型」の延長線上にありそこでの「思考と行為」は基本的に「理解」でありその「理解」を「応

用」という形で実行に移していくこととされているからである10。 

 その意味で現代社会は一つの「矛盾」「衝突」「葛藤」の上に成り立っていると言えよう。そし

てその意味で、「矛盾」しているという意味で、「理解を超えるもの」である。そうであればそこ

にある「矛盾」や「衝突」や「葛藤」の類を提示していくこと、そうすることで「異なった視点」

「他者性」を示していくことでそれを「reflectiveness」へとつなげていくこと、「理解するもの」

から「理解を超えるもの」として捉えていくことは戦術的、戦略的には可能であり有効であろう

11。そのような矛盾や衝突や葛藤に敏感であることが「異文化間能力」であり、その力を育む教

育こそが「異文化間教育」なのである。本稿も偏った形で理解された、あるいは理解されようと

されている「新しい能力」や「異文化間能力」「異文化間教育」に対し、そこにある矛盾や問題

点を指摘したものである。 
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キルギスの高等教育機関における「優れた」日本語教師の行動特性 

キルギス人日本語学習者への質問紙調査の分析から 

 

西條 結人*、ジュヌシャリエワ・アセーリ*、 

ダウレトバエワ・ジャミリャー*、メデルベコワ・チョルポン* 

【要旨】 

本研究では、高等教育機関のキルギス人日本語学習者が考える「優れた」日本語教師を明らかに

した。調査では、教師の行動特性に着目し、先行研究と比較することで、キルギスの優れた日本語

教師像を検証した。 

調査の結果、高等教育機関のキルギス人日本語学習者は、「優れた」日本語教師像への評価として、

評価の高い順に「1．日本語教師の専門性」「2．教師の人間性」「3．コース運営」「4．授業の実践能

力」「5．指導経験と資格」という傾向が明らかとなった。このことより、キルギスの「優れた」日

本語教師は、指導経験や資格、授業実践能力を備えた教師よりも、専門性に加え、教師としての人

間性を備えた教師であることがうかがえる。ただし、キルギス人日本語学習者が求める優れた日本

語教師の専門性というのは、日本語に関する専門性であり、国際問題や世界経済に関する幅広い知

識はあまり重視しないという傾向が見られた。 

【キーワード】キルギス・高等教育機関・優れた日本語教師・教師の行動特性・日本語教師観 

 

                                                   
*  ビシケク人文大学（Bishkek Humanities University） 
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2.1 研究課題の設定 

2.2 調査方法 

2.3 分析の枠組み 

3. 結果と考察 

3.1 調査結果 

3.2 考察 

4. 本研究のまとめと今後の課題 

4.1 本研究のまとめ 

4.2 日本語教育への示唆 

4.3 今後の課題 

参考文献 

資料 

 

1．はじめに 

 国際交流基金（2014）によると、キルギス共和国の日本語学習者数は、2012 年度調査では

777 人に対し、2014 年 6 月時点で 1078 人と増加傾向にある。学習者の内訳として、氏原（2015）

は、2006 年時点の日本語学習者数は、シュコーラ（初等中等教育機関）225 人、高等教育機関

712 人であったが、2013 年にはシュコーラ 544 人、高等教育機関 312 人と逆転したと報告して

いる。しかしながら、日本語教育機関数では、高等教育での日本語教育機関数が、初等中等教育

機関数を上回っており、依然として日本語教育の中心は高等教育機関であることがうかがえる。
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ヴォロビヨワ（2014）はキルギスの日本語教育の課題について次の 4 点を指摘している。 

 

  ①日本語教師を育てる国内制度がない 

  ②日本語教材が不足している 

  ③設備不足で日本語教育環境が整っていない 

  ④卒業生が日本語の知識を生かす仕事が非常に少ない 

 

 キルギスの教育事情全般の問題として、「教員養成」「教材不足」「教育学習環境の悪さ」が挙

げられる。特に、①は深刻な問題であり、キルギス国内には初等中等機関の教員や大学教員の養

成を担う教育大学や教育学部が国立機関に存在しない。日本語教員養成についても同様である。

そのような国内の現状から言語知識や教授法の専門教育を受けずに日本語教師として就職し、手

探りの状態で日本語を教えている教員も少なくない。国際交流基金の教師研修やキルギス日本語

教師会の教授法研修、セミナー等で教授技術を学習する機会はあるものの、国内の交通機関の不

便さや交通費等の問題からキルギス国内の教師全員が受講できるとは限らない。今後、キルギス

で初等中等教育機関における日本語教育が普及するには、日本語教員養成や教師待遇、教師の定

着率という課題から時間を要すると思われる。そのため、高等教育機関においては、学習者数が

減少傾向にあるが、今後もキルギスでの日本語教育の中核は高等教育機関が担うことが推測され

る。また、④については、キルギス国内の失業率の高さから、正規採用が少なく、他の外国語を

学習しても現状は日本語と同様であると思われる。 

 上述のようなキルギスの日本語教育を取り巻く現状において、今後、キルギス国内での日本語

教育を発展、促進するためには、教員養成が課題となってくるであろう。そのためにも、キルギ

ス人日本語学習者の日本語教師観を明らかにし、「優れた」日本語教師像を検討する必要性があ

ると思われる。 

 本研究では、キルギス国内の高等教育機関における「優れた」日本語教師の行動特性について

調査結果を報告し、考察する。キルギス国内での「優れた」日本語教師像を明らかにすることは、

日本語教員養成の改善につながり、キルギス国内の高等教育機関における日本語教師が備えてお

くべき能力を示すデータにもなりうると思われる。また、これまでキルギスの日本語教師を輩出

してきた大学においても、日本語教員養成のためのカリキュラムを開発する際の参考にもなると

考える。 

 海外における「優れた」日本語教師の行動特性に関する研究には、縫部他（2006）、渡部他（2006）、

顔他（2007）、佐藤他（2007）、古別府（2009）等がある。縫部他（2006）では Moskowitz（1976）

を参考にして作成した 41 項目からなる質問紙を用いて、ニュージーランド、タイ、韓国、中国、

ベトナム、台湾の大学生 1441 人のデータを分析している。その結果、どの対象国においても、

優れた日本語教師を同様の枠組みで認識していることがうかがわれ、その構造は「日本語教師の

専門性」「指導経験と資格」「教師の人間性」「コース運営」「授業の実践能力」の 5 因子から成

る「日本語教師の行動特性を構成する概念」が明らかとなったと述べている。渡部他（2006）
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では、Moskowitz（1976）を参考にして作成した 37 項目からなる質問紙を用いて、ニュージー

ランドの大学生 188 人と高校生 211 人から回答を得た。その結果、ニュージーランドの優れた

日本語教師とは、「授業の実践能力」「専門的知識と教養」「教室の雰囲気作り」「学習者への配慮

と教職意識」「指導経験と資格」「日本語力と文化的知識」を備えた教師であることが明らかにな

った。また、学習者の学習年数によって、教師に求める能力が異なることが示唆された。顔他

（2007）は Moskowitz（1976）を参考に作成した 41 項目から成る質問紙を用いて、台湾の各

大学の大学生 633 人から回答を得た。台湾の優れた日本語教師像は「学習者への配慮」「専門家

としての教職歴」「日本語教師の専門性」「インターアクションへの配慮」を備えた教師であるこ

とが明らかになった。佐藤他（2007）では、顔他（2007）と同様の質問紙を用いて、タイ、ベ

トナム、中国、韓国、台湾の大学生 1012 人から回答を得た。アジア 5 カ国で共通する優れた日

本語教師像は、「授業実践能力」「教室の雰囲気作り」「学習者との関わり方」「日本文化の知識」

を備えた教師であることを報告している。また、その教師像はアジア地域の学習者視点から見た

コアとなる概念であるということを示唆している。古別府（2009）では、顔他（2007）、佐藤他

（2007）と同様の質問紙を用いて、タイの高校日本語教師、バンコク日本文化センター、タイ

国元留学生協会の教師研修参加者、日本語教育研究会参加者 121 人（男性：22 人、女性：99 人）

を対象に質問紙調査を行った。タイの中等教育機関で優れた教師は、「専門性と指導経験」「強い

教職意識と思いやり」「授業における実践能力」「外国語学習の経験と学位」を備えた教師である

ことが明らかになった。 

 先行研究では、それぞれの研究で扱っている因子が異なっているため、得られた知見が比較し

にくいものになっている。そのため、本研究においては、共通の枠組みを用いて、他国との比較

を行う必要があることが明らかとなった。 

 

2．調査概要：データ収集と分析の枠組み 

2．1 研究課題の設定 

 本研究の目的は、次の 3 点である。第一は、キルギス国内の高等教育機関に所属する学習者

が「教師の行動特性」として何を重視しているかを明らかにすることである。第二に、先行研究

の知見と対照することにより「優れたキルギス人日本語教師」の傾向を明らかにすることである。

第三は、キルギスにおける日本語教育および日本語教員養成への示唆を得ることにある。 

 以上の研究目的を達成するため、以下のような研究課題を設定した。 

 

・高等教育機関に所属するキルギス人日本語学習者は「優れた」日本語教師像に対して、教師の

どのような能力を高く評価する傾向があるのか。 

 

2．2 調査方法 

 調査は、ビシケク人文大学、キルギス国立総合大学、キルギス・ロシア・スラブ大学に所属

しているキルギス人日本語学習者へ調査協力依頼を行い、2016 年４月に実施した。なお、本研



海外日本語教育研究 第 2 号 (2016.06)【投稿論文】 

40 

究におけるキルギス人日本語学習者とは、「キルギス国籍で、キルギス国内の高等教育機関にて

日本語を学習している者」と定義する。 

 調査用紙は、日本語教師の行動特性に関する先行研究（縫部他：2006, 顔他：2007, 佐藤他：

2007, 古別府：2009）で用いられた質問項目と同様のものを使用する。本研究では、先行研究

で用いられた日本語版から、回答者の母語であるキルギス語とロシア語に翻訳した調査用紙を作

成した。キルギス国内の言語事情に配慮し、キルギス語とロシア語を併記することにした。なお、

キルギス語・ロシア語版を作成するにあたり、翻訳の適格性を確かめるため、日本語からキルギ

ス語・ロシア語に翻訳し、日本語からキルギス語・ロシア語に翻訳するバックトランスレーショ

ンを行った。実際に使用した質問項目については、本稿末尾の資料 1 を参照されたい。 

 回答者には、「優れた」日本語教師が備えておくべき資質・能力を 4 件法（1＝全く当てはま

らない〜4＝非常に当てはまる）で評価するという手法を用いた。調査用紙とともに、フェイス

シートに「性別」「国籍」「母語」「日本語能力」「日本語学習歴」「日本滞在経験の有無」「日本滞

在期間」の記入を求めた。調査は、ビシケク人文大学所属の学習者については筆者らが調査を実

施し、他の教育機関に所属する学習者については、当該機関に所属している日本語教師に調査を

依頼した。 

 以上の手順で行った結果、各機関に所属する 67 人から回答を得た。回答者の性別は、男性 15

人、女性 52 人で、ロシア語を母語とする者 13 人、キルギス語を母語とする者 50 人、ロシア語

とキルギス語の両言語を母語とする者 4 人であった。なお、本研究における「母語」とは、「回

答者が回答者の家庭で使用している言語」とする。 

 

2．3 分析の枠組み 

 本研究では、縫部他（2006）の「「優れた」日本語教師の行動特性を構成する概念」に着目し

て、キルギスの高等教育機関における日本語学習者の優れた日本語教師の行動特性の傾向を分析

した。 

 縫部他（2006）の「優れた」日本語教師の行動特性を構成する概念は本稿末尾の資料 2 の通

りである。縫部他（2006）では、「優れた」日本語教師の行動特性を 5 つの因子に分類している。

第１因子は「日本語教師として十分な訓練を受けている」「教えることに熱心である」「標準的な

日本語を話すことができる」「プロとしての自覚を持っている」「楽しんで教えている」「日本語

を１つの言語として客観的に分析することができる」「必要なら教科書に出ていないことも教え

る」「外国語としての日本語教授法に熟達している」「学習者がわからないとき、わかりやすく説

明する」「日本語を正確に、かつ流暢に使うことができる」の 10 項目から構成され、「日本語教

師の専門性」と命名されている。第 2 因子は「指導経験が長い」「日本語教育に関する資格を持

っている」「日本語の古典に関する十分な知識がある」「修士号（またはそれ以上の学位）を持っ

ている」「以前に外国語学習の経験がある」から成り、「指導経験と資格」と命名されている。第

3 因子は「自分、他者、人生について楽観的である」「明るく、ユーモアがある」「暖かく、やさ

しく、思いやりがある」「授業を面白く、楽しくする」の 4 項目から成り、「教師の人間性」と
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されている。第 4 因子は「多様な教授法、教材、視聴覚教具を用いる」「日本語以外のことも相

談に乗ってくれる」「教室を和やかで、くつろいだ雰囲気にする」「学習者のニーズに対応したコ

ース設計をすることができる」の 4 項目から構成され、「コース運営」と命名されている。第 5

因子は、「学習者からの提案や考えを取り上げる」「勤勉である」「学習者の質問に喜んで答え、

また質問に答えられる」「学習者を褒めたり、励ましたりする」「授業がきちんと構成されている」

「大きな忍耐力がある」「教室内において学習者に規律を守らせる」の 7 項目から構成され、「授

業の実践能力」とラベリングされている。縫部他（2006）の分析の枠組みを用いる理由として

は、5 カ国の高等教育機関に所属する日本語学習者を調査対象としていること、及び比較可能な

データが記載されていることによる。そして、縫部他（2006）で述べられている通り、5 因子

解が最もよいモデルであると判断し、今回キルギスのみで因子分析を行うことは収集したデータ

数の問題から難しいため、5 因子を用いることとした。縫部他（2006）では、6 つの国と地域の

18 大学を分析の対象にしているが、どの対象国においても優れた日本語教師を同様の枠組みで

認識していることが示唆されており、本研究においても同様の枠組みを用いた。本研究では、縫

部他（2006）の調査結果との比較により、キルギスの高等教育機関における学習者視点からの

優れた日本語教師像を明らかにした。 

 

3．結果と考察 

3．1 調査結果 

 調査の結果、キルギスの高等教育機関のキルギス人日本語学習者が考える優れた日本語教師像

は本稿末尾の資料 3 の通りであった。 

 資料 3 の各項目の平均より、平均値の高い上位 5 項目は、「1．学習者がわからないとき、わ

かりやすく説明する（3.761194）」「1(2)．日本語を正確に、かつ流暢に使うことができる

（3.761194）」「2．日本語教師として十分な訓練を受けている（3.746262）」「3．必要なら教科

書に出ていないことも教える（3.716417）」「4(1)．楽しんで教えている（3.641791）」「4(2)．学

習者に日本語で話すことを促す（3.641）」「5．外国語としての日本語教授法に熟達している

（3.597014）」であった。逆に平均値の低い順に挙げると、「1．世界経済・国際問題について幅

広い知識がある（3.059701）」「2(1)．プロとしての自覚を持っている（3.074626）」「2(2).学習

者の感情を受け入れる（3.074626）」「3．以前に外国語の経験がある（3.089552）」「4(1)．修士

号（またはそれ以上の学位）を持っている（3.134328）」「4(2).教室内において学習者に規律を

守らせる（3.134328）」「5．日本語以外のことも相談に乗ってくれる（3.164）」となった。 

 また、縫部他（2006）の調査結果と比較すると、各因子の平均は次の表 1 の通りであった。

国別の各因子の順位は表 2 の通りである。 
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表 1  各因子の平均値 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

キルギス 3.55 3.19 3.41 3.37 3.32 

ニュージーランド 3.47 2.09 3.34 3.15 3.38 

タイ 3.68 3.17 3.64 3.49 3.57 

ベトナム 3.39 2.61 3.13 3.17 3.14 

韓国 3.53 2.90 3.35 3.12 3.32 

中国 3.63 2.90 3.54 3.34 3.36 

台湾 3.55 2.92 3.38 3.28 3.38 

全体平均 3.54 2.82 3.39 3.27 3.35 

  

表 2  国別因子平均の順位 

 

全体 キルギス ニュージーランド タイ ベトナム 韓国 中国 台湾 

第１位 Ⅰ.日本語教師の専門性 

第２位 

 

Ⅴ.授業の

実践能力 

Ⅲ.教師の

人間性 

Ⅴ.授業の実践能力 

 

Ⅲ.教師の 

人間性 

Ⅳ.コース 

運営 

Ⅲ.教師の 

人間性 

Ⅲ.教師の 

人間性 

Ⅴ.授業の

実践能力 

第３位 

 

Ⅲ.教師の

人間性 

Ⅳ.コース

運営 

Ⅲ.教師の人間性 

 

Ⅴ.授業の 

実践能力 

Ⅴ.授業の 

実践能力 

Ⅴ.授業の 

実践能力 

Ⅴ.授業の 

実践能力 

Ⅳ.コース 

運営 

第４位 

 

Ⅳ.コース

運営 

Ⅴ.授業の

実践能力 

Ⅳ.コース運営 

 

Ⅳ.コース 

運営 

Ⅲ.教師の 

人間性 

Ⅳ.コース 

運営 

Ⅳ.コース 

運営 

Ⅲ.教師の

人間性 

第５位 Ⅱ.指導経験と資格 

 

 表 1 及び表 2 から、縫部他（2006）の「優れた日本語教師の考え方が国ごとに異なる」とい

う知見を支持する結果が得られた。すべての国に共通して高く評価された因子は「Ⅰ.日本語教

師の専門性」であった。逆に最も低く評価された因子は「Ⅱ.指導経験と資格」ということが明

らかになった。キルギスについては、今回比較対象となった他の 6 カ国の行動特性に当てはま

らないという結果が得られ、キルギス特有の「優れた」日本語教師像が示唆された。特に、キル

ギスにおいては「授業の実践能力」が全体に比べて低いという可能性がある。キルギスの高等教

育機関における「優れた」日本語教師像への評価としては、評価の高い順に「1．日本語教師の

専門性」「2．教師の人間性」「3．コース運営」「4．授業の実践能力」「5．指導経験と資格」で

あった。 

 

3．2 考察 

 調査の結果、学習者の視点からキルギスの高等教育機関における「優れた」日本語教師像の

行動特性の重視している順位「1．日本語教師の専門性」「2．教師の人間性」「3．コース運営」

「4．授業の実践能力」「5．指導経験と資格」を提示できた。これらは学習者から見る「優れた」
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日本語教師の評価の観点でもあると言えるであろう。 

 第 1 因子「日本語教師の専門性」については、特に「学習者がわからないとき、わかりやす

く説明する」「日本語を正確に、かつ流暢に使うことができる」という項目の平均が高く、一方

で「プロとしての自覚を持っている」という項目への評価が低かった。このことより、教師の専

門性に対する日本語学習者のニーズとして、教師としての強い自覚よりも、教師の日本語教授能

力や日本語運用能力を重視していることがうかがえる。国際交流基金（2014）によると、キル

ギスには、日本への留学を希望している学習者が数多く存在するようである。そのため、文部科

学省日本語日本文化研修留学生プログラムや、大学間協定に基づく交換留学などの留学試験に対

応できる日本語運用能力、専門性を求めているということも考えられる。第 2 因子「指導経験

と資格」については、教師の外国語学習経験や取得学位についてはあまり評価していないようで

ある。キルギスの大学教員資格は、1991 年のソビエト連邦からの独立以来、専門学士課程（5

年制課程）卒業以上となっているが、徐々に修士課程修了以上に切り替わっている。しかしなが

ら、今回の知見から、修士の学位取得は、必ずしも学習者から見た優れた日本語教師の条件とは

合致しないようである。キルギスにおいては、近年導入された学位であり、従来は旧ソ連の「専

門学士号」が「修士号」に相当するものであった。そのため、国内であまり認知されていないと

いうのも関係している可能性も否めない。第 3 因子「教師の人間性」については、「明るくユー

モアがある」「授業を面白く、楽しくする」が他の項目に比べ、相対的に高かった。教師の専門

性も求めながらも、楽しく外国語学習に取り組みたいという学習者の外国学習への姿勢や、明る

い性格の日本語教師を求めていることがうかがえる。第 4 因子「コース運営」では、「多様な教

授法、教材、視聴覚教具を用いる」という項目が高い評価であった。教室活動の手段や方法に精

通している教師を優れた日本語教師として判断する傾向があるようである。第 5 因子「授業実

践の能力」については、「学習者の質問に喜んで答え、また質問に答えられる」が最も高く、学

習者の疑問に適切に答えられることが求められている。一方で、「教室内において規律を守らせ

る」という項目は、全体の平均値の低い順でも 4 位と低く、教室内における規律を守らせる能

力はキルギス人日本語学習者にとって重要な要素ではないという結果が得られた。この結果には、

年長者がいる場面や公的な場面の状況において、いわゆる従順性を示すことが求められ、それが

社会における規範として認識されていることが関係している可能性がある。 

 また、上述の第 1 から第 4 因子に該当しない項目では、全 41 項目の中で「世界経済・国際問

題について幅広い知識がある」が最も低く、「日本語以外のことも相談に乗ってくれる」という

項目も評価が低いことから、学習者から見た優れた日本語教師は、日本語への高い専門性を持つ

日本語教師であることが推測される。 

 以上のことから、学習者から見たキルギスの高等教育機関における優れた日本語教師は、「日

本語教師として十分な訓練を積み、日本語への専門性や日本語運用能力が高く、学習者の理解に

配慮することができる教師」であることが明らかになった。 

 

4．本研究のまとめと今後の課題 
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4．1 本研究のまとめ 

 2．1 節で掲げた研究目的に基づき、質問紙調査によって得られた知見をまとめる。 

 

・高等教育機関に所属するキルギス人日本語学習者は「優れた」日本語教師像に対して、教師の

どのような能力を高く評価する傾向があるのか。 

 

 高等教育機関のキルギス人日本語学習者は、「優れた」日本語教師像への評価としては、評価

の高い順に「1．日本語教師の専門性」「2．教師の人間性」「3．コース運営」「4．授業の実践能

力」「5．指導経験と資格」という傾向が明らかとなった。このことより、キルギスの「優れた」

日本語教師は、指導経験や資格、授業実践能力を備えた教師よりも、専門性に加え、教師として

の人間性を備えた教師であることがうかがえる。ただし、キルギス人日本語学習者が求める「日

本語教師の専門性」というのは、日本語への専門性であり、国際問題や世界経済に関する幅広い

知識はあまり重視しないということが示唆された。 

 

4．2 日本語教育への示唆 

 本研究で得られた知見は、ヴォロビヨワ（2014）が指摘するキルギスの日本語教育の課題で

あるキルギスにおける日本語教員養成への一助になるものであると考える。特に、国内に日本語

教員養成課程を設置した大学・学科が未だに存在しないキルギスにとっては、今後日本語教員養

成課程設置に向けて、もしくは、それに相当するカリキュラムを検討する際に非常に有効な基礎

的資料になりうると思われる。また、キルギス共和国日本語教師会等の団体が開催している日本

語教育セミナー等、日本語教師の自己研鑽や授業改善を目的とした教師教育の場における有益な

情報になると考える。ただし、本研究で得られた知見は、学習者の視点から見た「優れた」日本

語教師像であるということと、抽出された「優れた」日本語教師像が、ノンネイティブ日本語教

師であるのか、ネイティブ日本語教師であるのかという点においては明らかではない。 

 

4．3 今後の課題 

 本研究では、キルギスの高等教育機関における日本語教師の行動特性を「行動特性を構成す

る概念」に着目してその特徴を明らかにしようと試みた。しかし、本研究で得られた知見が、キ

ルギス人日本語学習者が「外国語教師に求める行動特性」なのか、もしくは「日本語教師特有の

行動特性」なのかは明らかにできなかった。また、因子分析に必要なデータを収集し、キルギス

のみで因子分析を行い、検証する必要がある。今回、フェイスシートで求めた日本語学習者の背

景の分析は行わなかった。しかし、先行研究でも学習者の「学習歴」や「日本語能力」によって

教師に求めるものが変化することが指摘されていることから、今後のキルギスの日本語教員養成

へつなげるためにも、さらに分析を行う必要がある。今後、他の外国語を学習している学習者に

対しても、同様の調査を行い、優れた外国語教師像と優れた日本語教師像との詳細な検討が必要

であろう。また、初等中等教育機関においても同様の調査を行い、初等中等教育機関の日本語学
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習者が求める日本語教師の行動特性と本研究の知見を比較し、よりキルギスにおける日本語教師

の行動特性を明らかにする必要がある。下村（1989） において、学習者視点からの「優れた」

教師、教師視点からの「優れた」教師には差があることが指摘されていることから、日本語教師

も同様の差異があることが推測される。キルギスの日本語教師が考える「優れた」日本語教師像

も明らかにし、学習者と教師間で差異があるかどうかも調査し、本研究との知見を比較する必要

があると思われる。キルギス国内の高等教育機関の日本語教育カリキュラムの現状を把握し、日

本語教員養成との関わりも検証することが重要であると思われる。また、キルギスのみならず、

旧ソビエト連邦圏の他の中央アジア諸国の日本語教師の行動特性は異なるかどうか、今回得られ

た知見との差異を明らかにする必要があろう。 

 今後は、「優れた」日本語教師の行動特性に関するデータ収集をより多く行い、本研究で得ら

れた知見がどこまで一般化できるのか、さらなる検証が必要である。上述の点を発展させること

ができれば、キルギスだけではなく、世界の日本語教育への示唆が得られ、日本語教員養成に関

してより効果的な成果が得られると思われる。 
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【資料】 

資料 1 質問項目（キルギス語・ロシア語併記） 

1. Өзү жана башкалар жөнүндө, ошондой эле жашоо тууралуу оптимистүү көз карашта 

болгон? 

Оптимистичен к себе, к другим, к жизни. 

2. Жапон тил мугалим катары жетиштүү билимге ээ болуш керек? 

Хорошо подготовлен как преподаватель японского языка.  

3. Сабакты берилип түшүндүрүрүү керек? 

Работает с рвением. 

4. Жапон тилинде жетиштүү деңгээлде сүйлөй алыш керек? 

Говорит на стандартном японском языке. 

5. Шайыр мүнөз жана тамашөкөй? 

Добродушен и с чувством юмора. 

6. Өзүн профессионал деп эсептеген мугалим? 

Осознает себя профессионалом. 

7. Ар түрдүү  маданиятка жана тилге чыдамкайлык менен мамиле кылган? 

Терпим по отношению к другой культуре. 

8. Дүйнөлүк экономикага жана эл аралык маселелер боюнча билими кеңири болуш керек? 

Обладает широкими знаниями о мировой экономике, современных политический 

проблемах. 

9. Кызыгуу менен сабак өтүү? 

Преподает с удовольствием. 

10. Жапон тилин чет тили катары калыс талдай алган? 

Может дать объективный анализ одному японскому языку.  

11.  Керек учурда китепте жок нерсени да түшүндүрө алган? 

Если это требуется, то может объяснить что-то вне учебника.  

12. Чет тил катары жапон тилинин үйрөтүү методикасын мыкты өздөштүрө алган? 

Обладает хорошими знаниями о методике преподавания японского языка, как 
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иностранного. 

13. Окуучулар билбей калган учурда жөнөкөй сөз менен түшүндүрө алган? 

В случае, если ученики не понимают, то может подобрать более легкие пути объяснения.  

14. Окуучулардын сунуштарын жана ой – пикирлерин туура кабыл алган? 

Всегда рад идеям и предложениям со стороны учеников. 

15. Күжүрмөн эмгектенген? 

Трудолюбив. 

 

16. Окуучулардын суроолоруна кубануу менен жооп бере ала алган? 

Может с удовольствием ответить на интересующие вопросы учеников, и сам может им 

задать вопросы. 

17. Тил илиминин негиздерин жакшы билген? 

Есть базовые знания о лингвистике и языкознании. 

18.  Окуучуларды мактап, күч – дем бере алган? 

Хвалит и поддерживает своих учеников. 

19. Сабактын жүрүшүн так жана туура түзүп, түшүндүрө алган? 

Структура урока четко построена. 

20.  Окуучулардын жөндөмүнө жараша сабак өтө алган? 

Уроки соответствуют знаниям учеников.  

21. Мээримдүү, боорукер? 

Приветлив, добр и сочувственен. 

22. Окуучулардын жапон тилинде сүйлөөсүнө түрткү болуш керек? 

Способствует говорить учеников на японском языке. 

23. Ар түрдүү окуу-методиканы, окуу материалдары, аудио-көрсөтмө окуу куралдарын 

пайдаланган? 

Обладает большим и  разнообразным материалом по методике преподавания, 

аудированию, учебных пособий.  

24. Окуудан сырткары кеп – кеңешин бере алган? 

Может дать советы по вопросам, не относящимся к японскому языку.  

25. Кыргызча , орусча  түшүндүрө алган? 

Может объяснить, используя посреднический (родной язык). 

26. Окутуу тажрыйбасы көп? 

Большой опыт преподавания. 

27. Жапон маданияты, тарыхы, каада-салты тууралуу билими терең? 

Обладает достаточно хорошими знаниями о японской культуре, истории, традициях.  

28. Сабырдуу ? 
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Очень терпелив. 

29. Окуучулардын каталарын ондой алган? 

Можете правильно исправить ошибку ученика. 

30. Жапон тилинин деңгээлин тастыктаган сертификатка ээ болгон? 

Есть соответствующая квалификация в преподавании японского языка.  

31. Кызыктырып сабак өтүү? 

Уроки интересны и веселы. 

 

32. Тесттерди кылдаттык жана чеберчилик менен түзүп, аны туура баамдай алган? 

В соответствии с целями обучения, может сам составить тест, выявляющий степень 

умений, достижений ваших учеников и подвести статистический анализ.  

33.  Жапон тилинде туура жана эркин сүйлой алган? 

Может правильно и свободно говорить по-японски. 

34. Окуучулардын катасын оңдоодо туура ыкмаларды колдонуу? 

Если ученик ошибся, не смущает и не стыдит его. 

35. Адабий жапон тили боюнча жетиштүү билими болуш керек? 

Обладает довольно хорошими знаниями в области классической литературы японского 

языка. 

36. Магистр илимий же андан башка даражага ээ болгон? 

Есть магистерская степень (или другая). 

37. Окуучулрага эркин жана мээримдүү чөйрөнү түзүп берүү? 

На его уроках царит теплая и дружеская атмосфера. 

38. Окуучулардын муктаждыктарына жараша окуу куралдарын менен камсыздоо? 

Может выстроить курс в соответствии нуждам (потребностям) своих учеников.  

39. Мурунтан эле чет тилин окутуу тажрыйбасына ээ болгон ? 

Изучал другой иностранный язык. 

40. Окуучулардын ой-сезимдерин түшүнө билуу ? 

Может выслушать чувства и эмоции ученика. 

41. Окуу бөлмөсүндө эрежелердин сакталышын ишке ашыруу? 

Заставляет учеников соблюдать правила в аудитории (классе). 

 

 

 

 

 

 



海外日本語教育研究 第 2 号 (2016.06)【投稿論文】 

49 

資料 2 「優れた」日本語教師の行動特性を構成する概念 

Ⅰ.日本語教師の専門性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2.日本語教師として十分な訓練を受けている。 

Q3.教えることに熱心である。 

Q4.標準的な日本語を話すことができる。 

Q6.プロとしての自覚を持っている。 

Q9.楽しんで教えている。 

Q10.日本語を１つの言語として客観的に分析することができる。 

Q11.必要なら教科書に出ていないことも教える。 

Q12.外国語としての日本語教授法に熟達している。 

Q13.学習者がわからないとき、わかりやすく説明する。 

Q33.日本語を正確に、かつ流暢に使うことができる。 

Ⅱ.指導経験と資格 

 

 

 

 

Q26.指導経験が長い。 

Q30.日本語教育に関する資格を持っている。 

Q35.日本語の古典に関する十分な知識がある。 

Q36.修士号（またはそれ以上の学位）を持っている。 

Q39.以前に外国語学習の経験がある。 

Ⅲ.教師の人間性 

 

 

 

Q1.自分、他者、人生について楽観的である。 

Q5.明るく、ユーモアがある。 

Q21.暖かく、やさしく、思いやりがある。 

Q31.授業を面白く、楽しくする。 

Ⅳ.コース運営 

 

 

 

Q23.多様な教授法、教材、視聴覚教具を用いる。 

Q24.日本語以外のことも相談に乗ってくれる。 

Q37.教室を和やかで、くつろいだ雰囲気にする。 

Q38.学習者のニーズに対応したコース設計をすることができる。 

Ⅴ.授業の実践能力 

 

 

 

 

 

 

Q14.学習者からの提案や考えを取り上げる。 

Q15.勤勉である。 

Q16.学習者の質問に喜んで答え、また質問に答えられる。 

Q18.学習者を褒めたり、励ましたりする。 

Q19.授業がきちんと構成されている。 

Q28.大きな忍耐力がある。 

Q41.教室内において学習者に規律を守らせる。 

（縫部（2006）図 1 を質問項目番号順に、筆者らが再構成） 
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資料 3 キルギスの高等教育機関における「優れた」日本語教師の行動特性の平均値・標準偏差 

 

平均値 

標準偏

差 

Q1.自分、他者、人生について楽観的である。 3.179104 0.69 

Q2.日本語教師として十分な訓練を受けている。 3.746262 0.47 

Q3.教えることに熱心である。 3.492537 0.56 

Q4.標準的な日本語を話すことができる。 3.477611 0.58 

Q5.明るく、ユーモアがある。 3.537313 0.53 

Q6.プロとしての自覚を持っている。 3.074626 0.72 

Q7.異なる言語や文化に対する寛容性がある。 3.373134 0.71 

Q8.世界経済・国際問題について幅広い知識がある。 3.059701 0.69 

Q9.楽しんで教えている。 3.641791 0.51 

Q10.日本語を１つの言語として客観的に分析することができる。 3.328335 0.61 

Q11.必要なら教科書に出ていないことも教える。 3.716417 0.45 

Q12.外国語としての日本語教授法に熟達している。 3.597014 0.52 

Q13.学習者がわからないとき、わかりやすく説明する。 3.761194 0.46 

Q14.学習者からの提案や考えを取り上げる。 3.343283 0.66 

Q15.勤勉である。 3.402985 0.57 

Q16.学習者の質問に喜んで答え、また質問に答えられる。 3.537313 0.53 

Q17.言語学の基本的な知識がある。 3.432835 0.6 

Q18.学習者を褒めたり、励ましたりする。 3.328358 0.53 

Q19.授業がきちんと構成されている。 3.358208 0.68 

Q20.学習者の能力に合わせて授業を進める。 3.238805 0.65 

Q21.暖かく、やさしく、思いやりがある。 3.373134 0.75 

Q22.学習者に日本語で話すことを促す。 3.641791 0.54 

Q23.多様な教授法、教材、視聴覚教具を用いる。 3.552238 0.55 

Q24.日本語以外のことも相談に乗ってくれる。 3.164179 0.68 

Q25.学習者の母語（または媒介語）で説明することができる。 3.328358 0.61 

Q26.指導経験が長い。 3.238805 0.67 

Q27.日本の文化・習慣・歴史について幅広い知識がある。 3.552238 0.53 

Q28.大きな忍耐力がある。 3.22388 0.83 

Q29.学習者の間違いを適切に訂正することができる。 3.358208 0.57 

Q30.日本語教育に関する資格を持っている。 3.343283 0.51 

Q31.授業を面白く、楽しくする。 3.567164 0.63 
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Q32.達成度、熟達度など、目的に応じてテストが作成でき、その

結果を統計的に解釈することができる。 3.507462 0.25 

Q33.日本語を正確に、かつ流暢に使うことができる。 3.761194 0.43 

Q34.学習者が間違っても気まずい思いをさせたり、ばかにしたり

しない。 3.343283 0.82 

Q35.日本語の古典に関する十分な知識がある。 3.179104 0.57 

Q36.修士号（またはそれ以上の学位）を持っている。 3.134328 0.64 

Q37.教室を和やかで、くつろいだ雰囲気にする。 3.477611 0.63 

Q38.学習者のニーズに対応したコース設計をすることができる。 3.313432 0.55 

Q39.以前に外国語学習の経験がある。 3.089552 0.66 

Q40.学習者の感情を受け入れる。 3.074626 0.87 

Q41.教室内において学習者に規律を守らせる。 3.134328 0.69 

 

西條 結人（さいじょう・ゆうと） 

【主な教授活動の場】 

キルギス・国立高等教育機関 2015.10〜現在に至る 

 

ジュヌシャリエワ・アセーリ 

【主な教授活動の場】 

キルギス・国立高等教育機関 2009.09〜現在に至る 

 

ダウレトバエワ・ジャミリャー 

【主な教授活動の場】 

キルギス・国立高等教育機関 2014.09〜現在に至る 

 

メデルベコワ・チョルポン 

【主な教授活動の場】 

キルギス・国立高等教育機関 2014.09〜現在に至る 
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【第 2 回】 

 研究法上の提案：教室外での日本語教育の可能性に光を当てる 

 教授法上の提案：海外の学習者が自らを発信する場を創造する 

 

海外で日本語教育が始まってから今日までの長い期間において、幾多の学習上の工夫や

教育改善の貴重な努力が行われてきました。しかし、それに対し他者が注意を払うという

ことは多くありませんでした。本誌常設コーナーである「ディスカッション」は、そのよ

うな個人的な経験が風化していってしまう現状を何とか変えたいという問題意識から生ま

れたものです。本コーナーでは、こうした努力の価値をできる限り共有し、学会誌のメデ

ィアとしてのありかたを常に再考します。また、海外日本語教授経験者や学習者による教

育実践に着目し、その成果報告・情報交換・研究実施・研究成果の公開と共有を行い、そ

れらの方法自体を開発・改良していくエンジンであることを目指します。 

 第 2 回で取り上げるのは、スーダンの日本語学習者や日本ファンの活動を、ネット上の

動画や写真で発信する「スーダン日本語チャンネル」です。今回は、日本からの派遣によ

りスーダンでこの情報発信に関わった鵜澤威夫さんと編集委員との協働のもと、活動の特

徴がよく表れている動画 3 本を選定しました。そして、世界各地の日本語学習者・日本語

教師に、その動画を視聴したうえで、2016 年 3 月 20 から 5 月 31 日までの期間、感想やメ

ッセージを含むスーダンへのコメントを募りました。それをスーダンへ届け、6 月 19 日に

スーダンからの返信を受け取りました。記事は、鵜澤さんへのインタビュー、世界各国か

らのコメント、コメントに対するスーダンからの返信、からなります。 

  

ディスカッション 
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https://www.youtube.com/channel/UC4INhXaeQhwenUh62ylt8ow
https://www.youtube.com/channel/UC4INhXaeQhwenUh62ylt8ow
https://www.youtube.com/channel/UC4INhXaeQhwenUh62ylt8ow
https://www.facebook.com/SudanNihongoChannel/
https://www.youtube.com/channel/UC4INhXaeQhwenUh62ylt8ow
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https://www.youtube.com/watch?v=i41mUKVOIlI
https://www.youtube.com/watch?v=JmnfTEFHh6M
https://www.youtube.com/watch?v=rmD9VgSTMUk
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https://www.youtube.com/channel/UC4INhXaeQhwenUh62ylt8ow
https://www.youtube.com/watch?v=Ii2TEza3I-g
https://www.youtube.com/watch?v=Mk2gf4E9Ul0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcS4B3PPKLPpYWkUpWDUME2USKb4WkkiW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcS4B3PPKLPrEPhj897jiHu6ee6WSgCwg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcS4B3PPKLPqt7gJLL7dVp8yusaEelZ8V
https://www.youtube.com/watch?v=PuiNzPkQWeo
https://www.youtube.com/channel/UCS9DPGbFSwJfEiYiA6kdalQ
https://www.youtube.com/channel/UC6ay1J-365qQ8TFMxqd1SuA
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『海外日本語教育研究』創刊号 

【正誤表】 
 

 

2015 年 12 月に刊行しました『海外日本語教育研究』創刊号において、誤記がござい

ました。 

皆さまにご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、以下のとおり訂正いた

します。（学会誌編集委員会） 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

  

訂正箇所 誤 正 

25 ページ見出し 2011（平成 23 年）年度 2011（平成 23）年度 

48 ページ表 2 の 

想起順 4 

otros culturas otras culturas 

48 ページ表 2 の 

想起順 6 

Megusta Me gusta 

53 ページ 

8. 結論 14 行目 

事実、多くの日本語学習

は英語も学び 

事実、多くの日本語学習

者は英語も学び 
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編集後記 

 

私たち日本語教師の外国語学習者としての存在意義を、さまざまな面から改めて意識させられ、

またそれを大いに刺激されるような内容になったと感じています。今後さらにみなさまを巻き込

んでいく所存です。（内山） 

 

第 2 号をお届けすることができました。本号の査読過程やディスカッションでは、創刊号以

上に多くの方々にご協力いただきました。謹んでお礼を申し上げます。今後も第 3 号、第 4 号

とより充実した学会誌になるよう、質の改良・向上を目指して参りたいと思います。（高嶋） 

 

本号ディスカッションでは、電子出版される学会誌がインターネット上の動画チャンネルや

SNS と連携して 1）学習者の自律的活動のスナップショットを提示できる、2）日本語学習者同

士が相互に関心を深める手段・深めた記録になる、そんな可能性を示せたと思います。今後の日

本語教育研究で、資料として活用されていくことを期待します。（吉田） 

 

学習者が表現者として母語話者に優越するときにこそ、日本語はその魅力を増すことができま

す。そのような場にたくさん立ち会えることを願いつつ、学習者の自発的発信や成果共有のサポ

ートに取り組んでいきたいと思います。世界各地に日本語チャンネルをはじめもっともっと発信

する場が増えていったら本当にいいですね。（内山・高嶋・吉田） 
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