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１．はじめに

21世紀にはいってグローバル化の動きはさらに勢い

を増している。地域も職場も学校も、多様な言語文化

背景を持つ人々が隣り合って暮らし働き学ぶ場所へと

変化し、この変化の波は程度の差こそあれ全世界を巻

き込もうとしている。こうした動きの中で特に重要に

なってくることの一つに第二言語学習がある。多様な

言語文化背景を持つ人々の間の共生を担保するために

は、その言語的手段として、より多くの人々において、

より多くの言語が確保されなければならない。第二言

語学習者はその共生の担保を自ら形作っていく主体で

あり、他方、教師は学習者によるこのような主体の形

成過程を支援し、そのための働きかけを主導していく

存在である。こうした第二言語学習が広範に実現され

ることで、それぞれの言語文化背景が尊重された上で

の共生が可能となると考える。母語に加えて、周囲の

人々の言語をもコミュニケーションの手段として使い

こなせるようになることが、一部の社会的エリートだ

けでなく多くの一般の人々に要請されている所以であ

る。

このような歴史的・社会的文脈の中で第二言語とし

ての日本語教育を捉え返す必要がある。外交やビジネ

ス、あるいは学術といった、その意味では人間の日常

的な生活場面からは切り離され、そして一部の社会的

エリートのニーズに主に応えることが目指されていた

従来の日本語教育を見直し、新たな日本語教育の構築

が喫緊の課題である。

本報告では、こうした課題に応えることを目指し、

今回のシンポジウムにおける議論の柱の一つともなっ

ている〈学習者の主体性の尊重〉を取り上げる。具

体的には、「学習者の主体性」と「教師の主導性」を

切り口に、「言語教育の生態学的アプローチ」(岡崎

2006)に基づく次のような視点から考察する。
言語の教室における学習者と教師は、学習過程にお

ける生態学的諸関係を双方から形作っていく存在とし

て捉えられる。「学習者の主体性」とは、学習者（＝

言語話者）の、言語能力を構成する、母語をはじめ

とする既有の言語・認知・情意・社会・文化諸能力の

ネットワークを生態学的に発展させる形で十二分に生

かし、それをベースに第二言語能力を育てる点にあ

る。他方、「教師の主導性」とは、このような学習者

の主体性が発揮できるように、教師の側から積極的に

言語生態環境の生態学的支援を行うものである。学習

者の既有の諸能力の発揮を促す例としては、漢字圏出

身の学習者の場合には、既有の言語能力である漢字能

力を活用した日本語文章の理解能力の形成により日本

語の理解可能なインプットの獲得に道を開くこと、ま

た、母語文化トピック・母文化テキスト・母国におけ

る教育で得た自然科学や社会科学などの領域における

トピックテキストなどにより、第一言語能力の下での

言語生態系を基盤として第二言語学習をその言語生態

系の中に組みこんでいくものがある（岡崎 2006）。

２．教師から学習者への学習の責任の委譲

〈学習者の主体性の尊重〉を学習の主体を学習者に

おくこととして捉え、学習の責任を教師から学習者に

移譲する試みとして整理される教授法へのアプローチ

（Nunan 1988）が近年日本語教育にも導入されるよう
になった。これは、学習を外から与えられた刺激に対

する反応としてみる従来の言語学習の見方に対するア

ンティテーゼということもできる。学習者は教師から

文法を説明されることでそれを理解し、教師によって

コントロールされた文型練習や運用練習などをこな

す、いわば受け身的・他律的な存在ではなく、学習者

同士のやりとりを通して文法を発見したり、自分たち

の言語使用を評価したり、自分に適した教材や活動の

種類を選んだりする積極的・自律的な存在として位置

付けられている。

こうした教授アプローチの具体例としては、作文学

習におけるピアレスポンス（原田 2006他）や読解学
習におけるピアリーディング（舘岡 2005）、また活動
後の学習者による内省（金 2006）や振り返り活動（池
田広子）などを挙げることができる。これらは、日本

国内の実践報告や実践研究、研修会のテーマとして

繰り返し取り上げられ、この間強い関心が寄せられて

きている（池田･舘岡 2007他）。また、中国に限ると、
曹が中心になって進めている教科書開発プロジェクト

（曹 2007）もそのコンセプトにおいてこうした動きに
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呼応するものだといえる。

以下では、このような教師から学習者への学習の責

任の移譲に焦点を当てる。委譲の具体例として、①教

師が文法･文型を説明する代わりに学習者（同士）で

発見･創造する、②教師が教材や活動の種類を選ぶ代

わりに学習者（同士）が選ぶ、③教師が学習者の日本

語を評価する代わりに学習者（同士）が評価する、を

取り上げ、それぞれにおいて、先に述べた「学習者の

主体性」と「教師の主導性」という点から、学習者と

教師がどのように生態学的諸関係を形作ることが求め

られているかを探る。

2.1　①　学習者による文法の発見と創造

〈学習者が文法を発見･創造する〉には、前提として、

第一に文法の発見・創造に行き着くだけの十分な言語

インプットが必要である。しかもそのインプットは量

だけでなく、質も問われる。インプットは、当該の学

習者にとって自分の既有能力を総動員してはじめてそ

のインプットにこめられたメッセージが理解できると

いう、いわゆる理解可能なインプット（comprehensible 
input）でなければならない。理解可能なインプット
がなければ、学習者は文法を発見する手掛かりがない

からである。したがって、学習者は、理解可能なイン

プットに十分触れる、あるいはインプットを理解可能

にしていく過程に参加する機会を十分に持つことに

よってはじめて、文法の発見や創造という作業に着手

することができるのである。

それでは、どうすれば理解可能なインプットを増や

すことができるのだろうか。ここで考えなければなら

ないのが、誰にとっての理解可能なインプットか、つ

まり、学ぶ主体としての学習者である。ある学習者に

とって理解可能であっても他の学習者にとっては理解

不可能なインプットであるかもしれず、一般的な学習

者を想定することには意味がないといえる。ここで

は、中国人大学生を学習者と想定して考える。

インプットは元々聴く形と読む形の二つの媒体で提

供されるものである。中国人学習者にとっては、耳で

聴くインプットよりも目で読むインプットの方が理解

し易い。漢字能力があるからである。したがって、イ

ンプットは、聴解より読解として与えられる方が中国

人学習者の場合は妥当だということになる。しかし、

現場ではインプットはまず耳から与えるべきだという

考え方が多くみられる。これは、学ぶ主体がどういう

能力をもった人なのかということが注目されず、言語

習得の一般的な傾向（聞く→話す→読む→書く）をそ

のまま適用しているからだと思われる。

次に、インプットの内容はどうであろうか。語彙や

文型は同じようなレベルであるが、内容上は違う二つ

のテキストをインプットとして考えてみよう。この場

合、内容が、自分がよく知っているものであれば理解

しやすく、反対に全く知らないものであれば理解しに

くいことに注目したい。例えば、馴染みの三国志から

とったエピソードであれば、日本語として多少難しい

語彙や文型が使われていても、中国人学習者にとって

はその内容理解が促されるといえる。逆に、全く知ら

ない日本の小説からとったエピソードであれば、それ

が易しい語彙や文型で書かれていても内容理解に困難

をきたすかもしれない。したがって、中国の大学生が

それまで営んできた生活や学んできた事柄を反映した

ものの方が、インプットが理解可能になり易いことが

分かる。しかし、現場では、日本語学習ということで、

日本に関連したトピックや日本事情的なテーマを扱う

ことが現実には多い。

第二に、文法の発見・創造という成果を出すには、

メッセージとして理解できたインプットをその言語形

式に着目したり、あるいは自分の発したアプトプット

自体やアウトプットする過程を学習者が吟味すること

が前提となる。そのためには、学習者の意識を言語の

形式に注目させる仕掛けが必要となる。よく指摘され

るように、メッセージの意味がわかること（意味的理

解）と文法としてわかること（統語的理解）は別のこ

とである。学習者の意識を言語の形式に向けるための

働きかけを教師がしない限り、多くの学習者は、意味

の理解にとどまり文法の発見や創造に至ることは難し

い。

教育現場を見てみると、これまで慣れ親しんできた

〈教師が説明し学習者が理解する→学習者は理解した

ものを練習〉という言語学習のやり方と比べると、学

習者がインプットから文法を発見するという言語学習

のやり方は極めて迂遠であり非効率そのものと受け止

められることが予想される。

以上整理すると、教師に代わって〈学習者が文法を

発見･創造する〉ことを達成するには、教師による導

きが不可欠であり、教師の主導性が問われることが分

かる。つまり、教師は、学習者の生活全般をよく観察

し、彼らの既有能力が十分発動できるような内容のテ

キストを準備してインプットの理解可能化を促す活動

を提供することで、第二言語学習を、自分の既有能力

を一切使わずゼロから始まるものとして捉えるのでは

なく、自分の持っているものに依拠しそれを拡大する

ものとして捉えるのだというメッセージを学習者に送

らなければならない。同時に、文法の発見・創造に至

る過程を言語学習そのものと捉え、その過程を忍耐強
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く推し進めていけるように、学習者に働きかけなけれ

ばならない。

この過程は学習者が机の前に座って一人で進める孤

独な作業ではなく、基本的には仲間同士のやり取りと

いうタスクによって行われるものである。タスクは、

活動の形態でいうと、グループ活動という形態をと

る。教卓と固定机が列をなして整然と配置された通常

の教室では、先生と集団としての学生が対面する形に

なる。このような教室は、先生の講義を学生が集団と

なって聞くという一斉授業の形態には最適である。半

面、学生同士がやり取りをするグループ活動には適さ

ない。絵列をなした固定机では学習者同士が対面する

ことが難しいからである。学生同士のやり取りが活発

にできるように机が可動とされたり、やり取りの結果

を互いに見えやすくするためには教室の前面に配置さ

れた教員用の教卓ではなく、グループで使えるように

複数の黒板やパネルが必要となる。こうした教室の物

理的環境の作り変えという点でも教師の主導性が問わ

れることになる。

2.2　②　教材や活動の種類を学習者が選ぶ

　教師に代わって〈学習者（同士）が教材や活動を選

ぶ〉ことは、特に中国人日本語学習者にとっては難し

いことが予想される。あるアンケート調査によると、

有益な活動としても好きな活動としても例文作りや翻

訳が挙げられている（曹 2006）。この調査結果からは
彼らがこれまで日本語の教室で経験してきた活動にあ

まりバラェティーがないことが窺われる。このような

学習者にとっては、教師に代わって自分たちが教材や

活動を選ぶことに積極的な意義が認められにくいであ

ろう。むしろ、そのようなことに時間を使うことに対

して、大切な学習時間の浪費だと捉えて活動そのもの

に対して抵抗を示すことも予想される（楊 2007）。
〈教材や活動の種類を学習者が選ぶ〉には、日本語

学習のための教材や教室活動には様々のものがあるこ

とを学習者が知っていることが前提となる。さらに大

切なことは、教材や活動を自分たちで選ぶことは自分

の日本語学習にとってどんな意義があるかを学習者が

理解できていることである。教材や活動を決めるため

には、学習者は、自分の日本語の力を見極めるだけで

なく、自分はどんな日本語学習の方法が好きなのか、

自分たちは日本語学習によってどんなことを実現しよ

うとしているのか、自分の言語生態環境はどうなって

いるのかなどについても考えざるを得なくなる。この

ような思考の深化によって、学習者が、日本語と自分

の生活を結びつけると同時に、自分の生活を仲間や広

く社会状況と関連をもった言語生態環境として受け止

めるようになることが期待される。

こうした「学習者の主体性」が発揮されるには、教

師からの積極的な働きかけ、つまり、「教師の主導性」

がまず必要になる。

2.3　③　学習者が日本語を評価する

教師に代わって〈学習者（同士）が日本語を評価す

る〉についても①と②と同様、教師の働きかけが不可

欠であり、教師の主導性が鍵となる。例えば、誤りの

訂正を教師の仕事と捉え、学習者にはそれができない

という確信をもっている学習者は少なくない。特に

中国人日本語学習者にその傾向が強く、「文法の説明

においては先生が正確であり、仲間の説明は信頼でき

ない」、「先生に誤りを訂正してもらいたい」などの

考え方を支持する学習者が多いという指摘がある (楊

2007)。このような学習者に対しては、教師は、まず、
仲間同士で十分やりとりをする経験やそれに付随する

仲間への信頼感の醸成に努める必要がある。教師によ

る指摘がなくても自分たちで日本語の誤りに気付いた

り、誤りを訂正できるのだという自分や仲間への言語

学習者としての信頼感を育てるのである。さらに、自

分たちの日本語使用を評価することは、単に自分の日

本語に日本語としての誤りを発見することに留まら

ず、母語の中国語と第二言語の日本語を言語と言語使

用の観点から客観的に比較・考察することも含まれる

であろう。

他方、仲間とのやり取りを、自己評価や他者評価と

いう形で振り返るためには、一定のスキルも必要とな

る。「母語話者のように上手だと思った」、「わかりや

すかった」、「文法に少し間違いがあった」などといっ

た結果の指摘や一般的・抽象的な振り返りでは、学習

者は自身で評価することの意義を実感できず、活動そ

のものに不満を持ち易いと考えられるからである。

したがって、この②においても「学習者の主体性」

が発揮されるには、教師からの積極的な働きかけ、つ

まり、「教師の主導性」が必要になることが分かる。

３．おわりに

以上、学習の責任を学習者に委譲するという試みを

言語生態学的アプローチの視点から検討した。結果、

学習の責任を学習者に委譲を実現するためには、学習

者がそれまでの生活の中で発達させてきた母語能力を

はじめとする様々の既有能力の発揮が前提となり、そ

の前提を満足させるためには、教師の主導性が不可欠

であることを分かった。

第二言語としての日本語教育は、多様な言語文化背

景を持つ人々の共生を担保する言語的手段の一つと
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して位置づけられるものである。こうした文脈に即し

て〈学習者の主体性の尊重〉を考えると、それは、学

習者を、共生を実現する主体として教師が育成・強化

していくことであることであるといえる。言い換えれ

ば、学習者も、同様に教師も、教室という真空に閉じ

込められた空虚な実体ではない。社会を構成する一員

であり、日本語を学ぶ（教える）という活動を通して

共生社会の構築という、すぐれて現代的な課題に積極

的に参加する存在として捉えられなければならない。

グローバル化が進行する21世紀における第二言語

学習は、従来のように第二言語のスキルの獲得に限定

されてはならない。教師と向き合う代わりに学習者同

士が向き合うのは、単に教師の責任を学習者に代行さ

せるためではない。それより、学習者同士が互いの背

景の違いを最大限持ち込みながら、自分たちのおかれ

た社会的状況を、第二言語という新たな視点から捉え

なおし、多様な言語文化背景を持つ人々が共生する社

会を構築していく主体として、自らを育成・強化して

いくためである。そうした学習者の試みを側面から支

え、促すという教師の主導性を発揮することを通し

て、教師もまた共生社会構築の主体として自らを鍛え

ていくことになると考える。
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